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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。 

県内の景気につきましては，輸出が自動車を中心に増加し，生産が緩

やかに増加するなど，企業の業況感や収益も，中小企業を含め改善の動

きが広がっており，緩やかに回復しております。 

しかしながら，業種や企業規模によるバラツキが引き続きみられ，原

材料費などの高止まりのほか，４月からの消費税率の引き上げなど，中

小企業等の事業活動を取り巻く環境につきましては，先行きが不透明な

部分もあります。 

国においては，昨年１２月に「好循環実現のための経済対策」を打ち

出し，消費税率の引き上げによる反動減を緩和し，景気の下振れリスク

に対応するとともに，その後の経済の成長力の底上げと好景気の実現を

図り，持続的な経済成長へつなげようとしております。 

本県といたしましても，国の対策に呼応し，スピード感を持って，緊

急経済・雇用対策を機動的，弾力的に進めているところです。 

また，「ひろしま未来チャレンジビジョン」に基づくこれまでの取組

を更に推し進め，成長への好循環に道筋をつけていくため，「イノベー

ションが生まれる最適環境」を創り，本県経済の持続的発展につなげる

こと，また，「広島の強みや基盤」を活かして，魅力ある豊かな広島県

を実現すること，この二つを基本方向として，重点的に施策を推進して

おります。 

こうした状況を踏まえ，本県の様々な施策や取組を推進するに当た

り，喫緊の課題で国との連携・協力が不可欠な事項について，提案を

いたしますので，施策の決定，並びに平成２７年度政府予算の編成に

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２６年６月 

広 島 県 知 事         湯 﨑 英 彦 

広島県議会議長  林   正 夫 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

１１１１    首都圏一極集中首都圏一極集中首都圏一極集中首都圏一極集中のののの是正是正是正是正についてについてについてについて 

（内閣府，経済産業省，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 

首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの一極集中一極集中一極集中一極集中をををを是正是正是正是正するためするためするためするため，，，，地方分権改革地方分権改革地方分権改革地方分権改革のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに，，，，多様性多様性多様性多様性

とととと活力活力活力活力にににに満満満満ちちちち溢溢溢溢れたれたれたれた地域地域地域地域のののの創出創出創出創出をををを支援支援支援支援することすることすることすること。。。。    

１１１１    企業企業企業企業ののののソフトソフトソフトソフト部門部門部門部門のののの立地促進立地促進立地促進立地促進    

２２２２    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致にににに係係係係るるるる優遇税制優遇税制優遇税制優遇税制のののの創設創設創設創設 

３３３３    専門的専門的専門的専門的なななな人材人材人材人材のののの地域地域地域地域へのへのへのへの呼呼呼呼びびびび込込込込みみみみ    

４４４４    大学大学大学大学のののの地方分散地方分散地方分散地方分散    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

○ 人口減少問題研究会の推計によると，我が国では，2040 年には全国の自治体の約４分の

１が，「20～39 歳の女性人口」の５割以上が減少し，人口１万人未満となる「消滅可能性」

が高い市町村とされ，地方が消滅し，東京圏のみが存在する「極点社会」の到来が想定さ

れている。 

 

○ また，我が国は，人口減少・超高齢化社会の到来，首都圏一極集中がもたらす，成長力

の限界，外部不経済の拡大，大規模災害のリスクといった課題にも直面しており，これら

の課題の根本的な解決は，中央集権システムの下では困難であることから，地域の多様性

から生み出される競争力を国全体の成長につなげる分権型国家への転換が不可欠である。 

 

○ さらに，地方の豊かな自然環境，固有の文化，長年培ってきた技術や産業の下に多様な

人材を集積し，地方が創意工夫しながら自らの発想で特色のある独自の施策を講じること

により，イノベーションによる新たな活力が生まれ，これによって更なる人材集積とイノ

ベーションが加速されるといった好循環を生み出し，多様性と活力に満ち溢れた地域を創

出することが必要である。 

 

○ 現在，企業の工場等は，一定程度地域への立地が進んできたものの，その本社機能，研

究開発拠点等はいまだその多くが首都圏に集中している。また，企業活動をサポートする

人材，実際にプレーヤーとして事業を行う人材についても，専門性を有する人材になるほ

ど多くが首都圏に集中しており，国としてみたときにも，多様性の欠如や大規模災害に対

するリスクの集中などの弊害が懸念される。 

 

○ 地方には首都圏と比較してすぐれた生活環境等が低コストで手に入るなどの魅力があ

り，こうした魅力も十分に訴求しながら，首都圏に過剰に集中する企業や人材を地域に分

散させていくことが重要であり，これらを地域に呼び込むことによって，多様性と活力に

満ちた地域産業が創出され，国全体としての活力と競争力も強化される。 

    

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 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

    首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの一極集中一極集中一極集中一極集中をををを是正是正是正是正するためするためするためするため，，，，分権型国家分権型国家分権型国家分権型国家へのへのへのへの転換転換転換転換などなどなどなど地方分権改革地方分権改革地方分権改革地方分権改革のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進

をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに，，，，地方地方地方地方のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然環境自然環境自然環境自然環境，，，，固有固有固有固有のののの文化文化文化文化，，，，長年培長年培長年培長年培ってきたってきたってきたってきた技術技術技術技術やややや産業産業産業産業のののの下下下下にににに多多多多

様様様様なななな人材人材人材人材をををを集積集積集積集積させさせさせさせ，，，，地方地方地方地方がががが創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫しながらしながらしながらしながら自自自自らのらのらのらの発想発想発想発想でででで特色特色特色特色のあるのあるのあるのある独自独自独自独自のののの施策施策施策施策をををを講講講講じるじるじるじる

ことことことことによによによによるるるる多様性多様性多様性多様性とととと活力活力活力活力にににに満満満満ちちちち溢溢溢溢れたれたれたれた地域地域地域地域のののの創出創出創出創出をををを支援支援支援支援することすることすることすること。。。。（地方分権改革の具体的な提案内容は 25頁以降参照） 
    

１１１１    企業企業企業企業ののののソフトソフトソフトソフト部門部門部門部門のののの立地促進立地促進立地促進立地促進    

        首都圏に集中する企業の本社機能や，研究開発拠点等の高付加価値部門を，多様性の確

保や大災害に対するリスク分散の観点から地方に呼び込むことを支援すること。 

    

２２２２    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致にににに係係係係るるるる優遇税制優遇税制優遇税制優遇税制のののの創設創設創設創設    

        企業誘致のインセンティブを高めるため，補助金等の益金不算入制度を，地方に分散立

地する企業に適用すること。 

    

３３３３    専門的専門的専門的専門的なななな人材人材人材人材のののの地域地域地域地域へのへのへのへの呼呼呼呼びびびび込込込込みみみみ    

        企業が抱える課題に対して，財務，法務，知財等の専門的な観点からサポートできる人

材の確保や，そうしたサポートが地域においても受けられる体制を整備すること。 

  企業が海外展開を行う場合のグローバル即戦力人材の確保など，地方だけでは確保しに

くい人材確保を支援すること。 

    

４４４４    大学大学大学大学のののの地方分散地方分散地方分散地方分散 

  大学の地方分散に向けた大学の機能分化及び大学定員の見直しを図ること。また，都市

部の大学の定員減と地方の大学の定員増を図ること。 

 

 

    

 



3 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

２２２２    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 

（内閣府，財務省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省，国土交通省，環境省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

景気景気景気景気のののの回復基調回復基調回復基調回復基調がががが続続続続くことがくことがくことがくことが期待期待期待期待されるなかされるなかされるなかされるなか，，，，持続的持続的持続的持続的なななな経済成長経済成長経済成長経済成長をををを実現実現実現実現するためするためするためするため，，，，産業競産業競産業競産業競

争力争力争力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をををを図図図図るるるる施策施策施策施策をををを実行実行実行実行することすることすることすること。。。。    

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 

２２２２    地域地域地域地域ののののオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーション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    

３３３３    労働力不足労働力不足労働力不足労働力不足のののの解消解消解消解消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推進推進推進推進    

新たな「エネルギー基本計画」が策定（H26.4.11 閣議決定）され，石炭や原子力が重

要なベースロード電源として明記されるとともに，再生可能エネルギーの数値目標は

「2030 年に約２割」と脚注に記載されたが，再生可能エネルギーの普及促進には相当の

時間を要することが想定される。 

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。 

⑵⑵⑵⑵    政策減税等政策減税等政策減税等政策減税等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    

アアアア    法人実効税率法人実効税率法人実効税率法人実効税率のののの引引引引きききき下下下下げげげげ    

   政府において，国内企業の国際競争力強化や経済活性化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。 

そのため，本県の企業からも広島県商工会議所連合会を通して，国際競争力強化に

向けた法人課税の軽減が要望されている。 

                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    イイイイ    車体課税車体課税車体課税車体課税のののの抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しししし等等等等    

 本県では，車体課税を見直すことなく，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，雇用の維持が困

難になる等，地域経済に及ぼす影響が大きいと懸念されることから，これまで車体課

税の抜本的見直しを要請してきた。 

 消費税率８％段階では，自動車取得税の税率引き下げや，自動車取得税・自動車重

量税のエコカー減税の拡充，自動車税のグリーン化特例の延長・拡充が措置された。

一方，消費税率 10％段階の措置については，昨年 12月に決定された与党の税制改正 

 

出典：財務省ホームページ（2013年 1月現在） イギリス：2014年 4月より 21％，2015 年 4月より 20％に引き下げられることが検討されている。  
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大綱において，自動車取得税の廃止方針や，自動車税の環境性能課税（環境性能割）

の実施などが示されているが，その具体的な内容は，平成 27年度税制改正において

結論を得ることとされており，地域経済にとって，消費税率引き上げの影響が極力緩

和されるような制度構築がなされる必要がある。 

 また，見直しに当たっては，自動車取得税が市町の重要な財源でもあることから 

その減収分に見合う安定的な税源が確保されることが不可欠である。 

    

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    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推進推進推進推進    

石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金 6,500百万円（対前年比 92.8％） 

（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 政策減税等政策減税等政策減税等政策減税等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    

        アアアア    法人実効税率法人実効税率法人実効税率法人実効税率のののの引引引引きききき下下下下げげげげ    

復興特別法人税の１年前倒しで廃止（課税標準法人税額の 10％）    

        イイイイ    車体課税車体課税車体課税車体課税についてについてについてについて    

     ［消費税率８％時（主なもの）］ 

  自動車取得税の税率の引き下げ（自家用自動車(軽自動車を除く)５％→３％等） 

  自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の拡充 

自動車税のグリーン化特例の延長・拡充（クリーンディーゼル自動車を対象化） 

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    エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策政策政策政策のののの推進推進推進推進    

再生可能エネルギーの導入には，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    

        アアアア    法人実効税率法人実効税率法人実効税率法人実効税率のののの引引引引きききき下下下下げげげげ    

                復興特別法人税が 1年前倒しで廃止されたが，法人実効税率は依然として高いこと

から，国内企業の国際競争力強化のため，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。 

    その際には，地方の歳入に影響を与えないよう代替措置を講じること。 

    イイイイ    車体課税車体課税車体課税車体課税についてについてについてについて    

〇 自動車取得税は，消費税率 10％への引き上げ時に廃止すること。 

〇 平成 26 年度をもって期限切れを迎えるエコカー減税制度（自動車取得税は平成

27年３月末，自動車重量税は平成 27年４月末）を延長・拡充すること。 

   ○ 消費税率 10％段階における自動車税の見直しについては，消費税率引き上げに

よる国内自動車市場の縮小をできるだけ回避する視点に立脚した制度設計を行う

こと。 

   ○ また，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。    
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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    地域地域地域地域ののののオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーション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    

 「科学技術イノベーション戦略」（平成 25 年６月，閣議決定）において，「我が国が競

争力を維持するためには，地域における潜在的な活力や資源を活かし，地域の産学官が連

携した研究開発等，地域経済の活性化を行うことが必須」とされている。 

地域の産学官が連携して研究開発等を進め，地域の戦略産業の成長に繋がるイノベーシ

ョンを実現していくためには，大学と地域企業等との共同研究や地域企業等から大学への

寄付の拡大，大学と公設試験研究機関，地域企業等が利用する研究開発設備・機器等の拡

充等を実現していくことが必要である。また，イノベーションの実現を加速していくため

には，地域の産学官が，産産，産学，産学官等の新たなネットワークを構築し，人材の交

流促進等を進め，オープン・イノベーションを実施できる環境整備を進めていくことも必

要である。 

しかしながら，産学官が連携した研究開発を実施するために必要となる基盤整備に対す

る国の予算措置は縮小しており，また，大学への寄付を推進する税制支援も十分ではない。

さらに，大学と公的研究機関，地域企業等の人材交流も進んでいない。 

 

    

３３３３    労働力不足労働力不足労働力不足労働力不足のののの解消解消解消解消についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    雇用雇用雇用雇用ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチのののの解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策のののの拡充拡充拡充拡充    

少子高齢化による労働力人口の減少に加え，景気回復に伴う求人の増加により，一部

の業種において人手不足が問題になっており，企業の求める労働力の確保と雇用のミス

マッチの解消が求められている。  

今後，東日本大震災からの復興事業や平成 32 年の東京五輪に向けた整備事業が本格

化すれば，地方の人手不足に更に拍車がかかる懸念がある。 

特に，生産工程職業（製造業）については，求人数の伸びに比べ求職者数は減少して

いる。 

広島県広島県広島県広島県におけるにおけるにおけるにおける職業別有効求人職業別有効求人職業別有効求人職業別有効求人・・・・有効求職数有効求職数有効求職数有効求職数のののの推移推移推移推移    
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国国国国（（（（経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省））））のののの地域地域地域地域のののの産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備にににに対対対対するするするする支援額支援額支援額支援額※※※※のののの推移推移推移推移
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生産工程職業 有効求人数（人） 生産工程職業 有効求職数（人）

（資料）経済産業省公表資料より作成 
億円 

※大学，公設試験研究機関の研究設備・機器等への支援額 

（資料）広島労働局管内のハローワーク取扱い分により集計 
人 
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⑵⑵⑵⑵    若年労働者若年労働者若年労働者若年労働者のののの確保確保確保確保・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進    

若年労働者の確保・育成や技能承継を促進する必要がある。    

特に造船業界は，団塊世代の大量離職等により，人材の質・量ともに不足していると

の声が寄せられている。 

    

    

    

    

    

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    

地域オープンイノベーション促進事業（全国枠国費）3,000百万円 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

２２２２    地域地域地域地域ののののオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーションオープンイノベーション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    

 地域の産学官連携が一層進むよう，地域の産学官共同研究の支援の拡充及び大学への寄

付に係る税制上の控除の拡大を行うこと。 

地域の産学官が連携した研究開発を実施するため必要となる大学，公設試験研究機関等 

の研究開発設備・機器等の整備に対して国として積極的な支援を行うこと。 

大学研究者及び大学院生の公的研究機関への受け入れや研究者の公的研究機関と大学

の兼任，さらには，大学と地域企業などの人的交流などを進めること。 

３３３３    労働力不足労働力不足労働力不足労働力不足のののの解消解消解消解消についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    雇用雇用雇用雇用ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチのののの解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策のののの拡充拡充拡充拡充    

            製造業のイメージを払しょくする職場環境の整備・改善への支援策やハローワークで

の就業相談・マッチング等，地方におけるミスマッチの解消に向けた施策の拡充を図る

こと。 

⑵⑵⑵⑵    若年労働者若年労働者若年労働者若年労働者のののの確保確保確保確保・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進    

            人材の確保・育成に係る助成金の拡大を図るなど，製造業における若年労働者の確 

保・育成や技能継承を促進するための制度や施策を実施すること。 
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生産工程職業 全業種
≪≪≪≪県内県内県内県内のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢≫≫≫≫    ・円安の動きを追い風とした自動車や造船等の輸出関連産業がけん引役として，製造業，非製造業ともに求人が増加している。 ・加えて，リーマン・ショック以降の採用抑制の反動で適正な人員構成の維持を理由とした採用増の動きも見られるようになり，幅広い業種で人材獲得競争が激しさを増す状況も見られている。 ・このため，雇用環境は「売り手市場」への動きを見せ始めている。 
≪≪≪≪県内企業県内企業県内企業県内企業のののの声声声声≫≫≫≫【【【【造船業界造船業界造船業界造船業界】】】】    ・円高の是正等で受注量が回復し，当面の手持ち工事量を確保されつつあるが，団塊の世代の大量退職，リーマンショック後の不況による解雇により，人材の質・量ともに不足している。 ・鉄を加工する作業に匠の技が必要となるが，若手に人気のない業種で人材が育たない。 

（資料）広島労働局公表資料により作成 
 

％ 広島県広島県広島県広島県におけるにおけるにおけるにおける有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率のののの推移推移推移推移    
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

３３３３    ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ協定交渉協定交渉協定交渉協定交渉についてについてについてについて    

（内閣官房，内閣府，外務省，財務省，農林水産省，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    地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化活性化活性化活性化につながるにつながるにつながるにつながる経済連携経済連携経済連携経済連携にににに向向向向けたけたけたけた交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて    

２２２２    国民国民国民国民にににに対対対対するするするする十分十分十分十分なななな情報提供情報提供情報提供情報提供とととと明確明確明確明確なななな説明説明説明説明についてについてについてについて    

３３３３    国民合意国民合意国民合意国民合意をををを得得得得たたたた参加参加参加参加のののの判断判断判断判断についてについてについてについて    

４４４４    地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ体系的体系的体系的体系的なななな農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの対策対策対策対策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 

○ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定への参加は，アジア太平洋地域の成長を我が

国に取り込んで，日本経済を活性化するための原動力になると期待されているところであ

り，自動車産業などグローバル経済に強く連鎖した輸出型産業のウエイトが高い，日本の

縮図のような産業構造を有する本県においても，関税が原則として撤廃されることによ

り，輸出が拡大する等，国際競争力の強化や県内産業の維持に寄与するものと考えている。 

○ 一方で，ＴＰＰは農業や医療，公共事業など，様々な分野での影響が考えられ，とりわ

け農業においては，安価な輸入農畜産物の増加が予想されることなどから，少なからず影

響が懸念されている。 

○ 本県では，これまでも，国の動向等を捉えて，全国知事会や中国地方知事会とも連携し，

要請活動を行ってきたところであるが，次のような課題がある。 

① 日本がＴＰＰ交渉へ正式に参加して以降，都道府県や業界団体等を対象として，交渉

の進展状況等についての説明会が開催されているが，地域経済や日常生活などに具体的

にどのような影響が見込まれるのか，また，その影響に対して，どのような対策が講じ

られるかについては明らかにはされておらず，国民的議論が深まっていない。 

② 米国との協議では，米国における自動車の関税撤廃について，その時期を猶予するこ

ととなったが，このまま改善が図られなければ，主要な輸出品目が自動車である本県に

とって，ＴＰＰ協定参加により期待されるプラス効果が大きく減じられることになる。 

③ 一方で，ＴＰＰ協定への参加により，関税が撤廃されると，安価な輸入農畜産物の増

加が予想され，稲作を中心とする零細な個別経営が大半を占める本県農業への影響があ

ることを懸念している。特に農林水産業の担うべき役割の大きい中山間地域は，とりわ

け深刻な影響を受けることが予想されることから，農林水産業の持続的発展が可能とな

るよう，その再生・強化が喫緊の課題となっている。 

○ 日豪ＥＰＡ（経済連携協定）交渉において，オーストラリアにおける自動車の関税が撤

廃されるとともに，日本においては牛肉等の関税を引き下げるなど，平成 26 年４月に大

筋合意したところであり，今後のＴＰＰ協定交渉の進展につながると見込まれる。 

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    

４４４４    地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ体系的体系的体系的体系的なななな農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの対策対策対策対策についてについてについてについて    

＜＜＜＜農林水産関係予算農林水産関係予算農林水産関係予算農林水産関係予算＞＞＞＞    

・担い手への農地集積・集約化，担い手の育成等による構造改革の推進 

384,086 百万円（対前年度比 108.8％） 

・新たな経営所得安定対策           672,307 百万円（対前年度比 93.6％） 

・強い農林水産業のための基盤づくり          683,033 百万円（対前年度比 101.4％） 

・農林水産物・食品の高付加価値化等の推進   21,524 百万円（対前年度比 135.5％） 

・日本食・食文化の魅力発信と輸出の促進       27,187 百万円（対前年度比 114.7％） 

・日本型直接支払の創設                  79,371 百万円（対前年度比 133.9％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

ＴＰＰ協定の交渉にあたっては，自動車に係る関税の早期撤廃など，地域経済の活性化に

つながる経済連携となるよう交渉を行うとともに，参加国との交渉状況を踏まえ，国民的議

論に基づく合意形成に向け，必要な措置を講じること。とりわけ，協定参加に伴って深刻な

影響を受けることが予想される農林水産業者等に対しては説明の場を設けるとともに，農林

水産業の競争力強化に向けて，地域の実情に応じた具体的かつ体系的な対策を講じること。 

 

１１１１    地域経済地域経済地域経済地域経済のののの活性化活性化活性化活性化につながるにつながるにつながるにつながる経済連携経済連携経済連携経済連携にににに向向向向けたけたけたけた交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて    

○ 自動車に係る関税の早期撤廃など，高い水準の経済連携により自由貿易が進展し，地

域経済の活性化につながるよう交渉を行うこと。 

 

    

    

２２２２    国民国民国民国民にににに対対対対するするするする十分十分十分十分なななな情報提供情報提供情報提供情報提供とととと明確明確明確明確なななな説明説明説明説明についてについてについてについて    

○ ＴＰＰ協定参加の是非について，国を挙げて議論し，国益の向上の観点から参加を総

合的に判断するには，情報の開示が重要であり，関税撤廃の効果のみならず，非関税措

置の削減や，サービス・投資の自由化なども考慮した全体の影響を，分野別，産業別に

明らかにすること。 

○ ＴＰＰ協定参加の影響について，農林水産業者，商工業者，医療関係者，消費者など

に対して説明の場を設けるなど，国民各層での議論が深まるよう，環境整備を行うこと。 

○ とりわけ，ＴＰＰ協定参加によりマイナスの影響を受ける分野や産業については，今

後の交渉の進展に応じて，地域の事情等を踏まえて，効果的な対策を検討し，構築でき

るよう，国と地方の役割分担も視野に入れたうえで，必要な措置を講じること。 

    

３３３３    国民合意国民合意国民合意国民合意をををを得得得得たたたた参加参加参加参加のののの判断判断判断判断についてについてについてについて    

○ ＴＰＰ協定への参加については，交渉妥結後に国内手続きを踏まえることが想定され

るが，この手続きを行うに際しては，妥結内容に基づく全体の影響とその対策について

十分な情報提供と明確な説明を行うとともに，国益の向上，地域経済の活性化という視

点から総合的な検討を行い，国民合意を得た上で判断すること。ＴＰＰ協定参加に伴う

個別のメリット，デメリットを含め具体的な将来像を示すことなく，国民的議論に基づ

く合意形成が図られていない現状のまま，拙速に参加の判断を行わないこと。 

    

４４４４    地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじた具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ体系的体系的体系的体系的なななな農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの対策対策対策対策についてについてについてについて    

○ 生産条件の不利な中山間地域を多く抱える本県においては，担い手の減少・高齢化に

より厳しい状況に直面しており，農林水産業の再生・強化が喫緊の課題となっている。 

○ 我が国の農林水産業・地域の活力創造に向けた政策改革のグランドデザインとして

「農林水産業・地域の活力創造プラン」を国はとりまとめたところであるが，今後の施

策の展開においては，こうした地域の実情を踏まえ，農林水産業が将来に渡って持続的

に発展していけるよう，国の責任において，安定した財源の確保を含め，具体的かつ体

系的な対策を講じること。 

○ 併せて，各地域がそれぞれの実情に応じて，担い手育成や産地形成などの総合的な施

策展開が可能となるような対策を講じること。 

【本県の単独予算による取組】 

・経営力の高い担い手の経営発展に向けた支援 

・園芸産地の形成に関する生産・供給体制の構築に向けた支援 

・農業ビジネススクールの開催を通じた人材育成 

○ 他のＥＰＡ等の交渉においても，合意に至ったものについては，国の役割として具体

的な対策を地方に提案し，例えば，牛肉関税引き下げにおいては，酪農・肉用牛経営の

適切な価格安定対策や，生産条件の不利な中山間地域でも取り組める国産飼料の生産拡

大対策の推進による生産コスト縮減対策の強化など，地域の実情に応じた農林水産業対

策を講じること。 

 

・鉱工業分野における早期の貿易障壁の最小化 

・サービス，投資分野の市場アクセスに適用される非適合措置の透明性の確保 



9 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

４４４４    大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害にににに備備備備えたえたえたえた防災体制防災体制防災体制防災体制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（原子力規制庁），内閣府，文部科学省，農林水産省，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    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対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    

    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    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，原子力規制委員会は，原子力災害対

策指針に盛り込む「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の具体的な内容

等について検討を開始した。 

○ 本県としては，原子力発電所の再稼働へ向けた手続きが進む中において，県民の安

全・安心の確保のためには，早期に，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措

置」について，具体的な内容を検討する必要がある。 

○ 平成 25年 9月に内閣府は，原子力発電所の立地地域ごとにワーキングチームを設置

し，それぞれの立地地域における避難手段・避難ルート等の検討を開始した。 

○ このワーキングチーム等において，広域的に避難者を受け入れる県・市町への支援や

避難が長期化した場合の対応等についても，併せて検討する必要がある。 

○ 更に，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」や「広域的な避難者の受

入体制の支援」を円滑に実施するため，放射性物質拡散の測定体制と環境影響予測の確

立が必要である。 

 

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの推進推進推進推進    

  ○ 学校施設は，児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であり，非常災害時には 

  地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから，その安全性の確保は極め 

  て重要である。 

  ○ 平成 25 年４月１日現在での私立学校（幼小中高）の耐震化率は，全国平均 77.8% 

に対し，本県は，64.7%であり，耐震化を加速させる必要がある。 

⑵⑵⑵⑵    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの防災機能防災機能防災機能防災機能のののの強化強化強化強化    

  ○ 東日本大震災における被災状況等を勘案し，非構造部材の耐震化工事をはじめ備蓄 

   倉庫や自家発電設備の整備などをさらに推進して，私立学校施設の防災機能を強化す 

   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    

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

○ 原子力規制委員会が原子力災害対策指針に盛り込む「プルーム通過時の被ばくを避け

るための防護措置」の具体的な内容等について検討を開始 

○ 内閣府が，地域ごとにワーキングチームを設置し，避難手段・避難ルート等の検討を

開始  
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２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

○ 私立学校施設整備費補助金中「耐震改築事業」 

   耐震改築事業（全国枠国費）60億円（新設，ただし平成 28年度までの期間限定） 

   【対象学校及び補助率：小学校～高等学校；1/3 以内，大学等；1/2以内】 

 ○ 私立学校施設整備費補助金中「防災機能強化施設整備費補助（耐震補強等）」等 

   平成 25 年度補正予算 30億円（全国枠国費） 

  平成 26 年度当初予算 復興特別会計 50億円（全国枠国費） 

 （平成 24年度補正予算 119億円，平成 25年度 当初予算一般会計 14億円・復興特

別会計 110億円）    

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策原子力発電所防災対策のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    「「「「プルームプルームプルームプルーム通過時通過時通過時通過時のののの被被被被ばくをばくをばくをばくを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための防護措置防護措置防護措置防護措置」」」」のののの早期検討早期検討早期検討早期検討    

 国の責任において，「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の具体的な

内容及び範囲について，次に掲げる事項と併せて検討し，早期に検討結果を示すこと。 

ア 防護措置を実施する上での，国，事業者及び地方公共団体それぞれの責任と役割分担 

イ 防護措置の実施の判断の考え方，手順及び事前準備が必要な資機材等 など 

 

 

⑵⑵⑵⑵    広域的広域的広域的広域的なななな避難者避難者避難者避難者のののの受入体制受入体制受入体制受入体制のののの支援支援支援支援にににに係係係係るるるる早期検討早期検討早期検討早期検討    

国の責任において，本県が島根県からの避難者の受入体制を構築するにあたり，必要

となる避難者及びその受入れに係る県・市町への支援等について，早期に検討すること。 

ア 避難者や避難者の受入に対する支援 

イ 避難行動要支援者への配慮や受入に対する支援 

ウ 避難生活に必要となる物資等の確保策 

エ 避難期間が長期に及んだ場合の対応や二次避難先の選定における支援 など 

⑶⑶⑶⑶    放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質によるによるによるによる影響予測等影響予測等影響予測等影響予測等    

国の責任において，放射性物質が広範囲に拡散する場合における測定体制を充実・強

化するとともに，影響予測手法などを早期に確立すること。 

⑷⑷⑷⑷    地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが行行行行うううう防護措置等防護措置等防護措置等防護措置等にににに係係係係るるるる財政措置財政措置財政措置財政措置    

  国の責任において，地方公共団体が行う防護措置及び避難者の受入などに必要となる

財政負担に対し，財政措置すること。 

 

２２２２    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    私立学校施設私立学校施設私立学校施設私立学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化のののの推進推進推進推進    

  〇 現行の国庫補助率（耐震補強）の嵩上げ措置について，Ｉｓ値 0.3 以上の建物は， 

   Ｉｓ値 0.3 未満のものと比べ，嵩上げ率が低い。Ｉｓ値 0.3 以上の建物についても， 

   次のとおり，Ｉｓ値 0.3 未満の建物と同様の嵩上げ措置を講じるとともに，実情に即 

   した補助単価の引き上げや耐震補強工事に伴い必要となる老朽化した床面の改修工

事等も対象とするなど補助対象範囲の拡充を行うこと。 

  【Ｉｓ値 0.3 以上の建物の補助率】 

区  分 

補助率 

現  行 提案内容 

補強（私立） １／３ １／２ 

  ○ 平成26年度から新設された幼稚園以外の私立学校への改築補助について，その金額を拡

充し，平成28年度までの限定となっている期間を延長するなどの制度拡充を行うこと。 

 ⑵⑵⑵⑵    私立学私立学私立学私立学校施校施校施校施設設設設のののの防災機能防災機能防災機能防災機能のののの強化強化強化強化    

  ○ 非構造部材の耐震化工事や備蓄倉庫や自家発電設備の整備などに対する国庫補助 

   率の引き上げ（補助率１／３→１／２）を行うこと。    

プルーム…気体状あるいは粒子状の放射性物質が大気とともに煙のように流れる状態。 
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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 

    

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対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 

⑴⑴⑴⑴    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの推進推進推進推進・・・・強化強化強化強化    

今後，高齢化した公共土木施設の割合が増大していくと，重大な事故や致命的な損

傷等が発生するリスクが飛躍的に高まるなど，社会資本の老朽化が懸念されている。 

県民の安全で快適な日常生活を維持するとともに，災害時においても既存施設の機

能が十分に発揮されるためには，適正な維持管理を推進・強化していくことが極めて

重要であるが，近年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。 

 

⑵⑵⑵⑵    防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに資資資資するするするする社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備のののの推進推進推進推進    

ア 東日本大震災を契機として，社会資本整備の最も重要な使命が「住民の命と安心

な暮らしを守る」防災対策であることを改めて強く認識するとともに，ハード・ソ

フト施策を組み合わせ，災害時における被害の最小化を図る減災対策の取組を推進

することが必要不可欠となっている。 

    特に，南海トラフ巨大地震への防災・減災対策について，国の取りまとめを踏ま

え，対応する必要がある。 

イ  災害時における社会資本の破壊は，生活に不可欠な物資やサービスの供給を停滞

させ，社会・経済に大きな影響を与えるとともに，ネットワーク化された主要道路

や緊急物資輸送拠点となる港湾が果たす役割も再認識されたところである。 

ウ  また，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，近年頻

発するゲリラ豪雨などの集中豪雨により，甚大な土砂災害や市街地での浸水被害が

多発している。 

 施設 項     目 単位 実績 備考 道路 緊急輸送道路の整備率 ％ 94.1 H25.3 緊急輸送道路における橋梁耐震補強の整備率※落橋・倒壊のおそれのある橋梁への対策 ％ 99.1 H25.3 道路法面における落石崩壊等に対する要対策箇所の整備率  ％ 49.9 H25.3 河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 ％ 53.9 H25.3 砂防 土砂災害防止施設の整備率 ％ 29.9 H25.3 海岸 高潮に対する整備率（建設・港湾・漁港海岸） ％ 65.7 H25.3 
    

    

前年度前年度前年度前年度のののの提案結提案結提案結提案結果果果果    

 

治水事業（全国枠国費）        597,320百万円（対前年比 103.0％） 

海岸事業（全国枠国費）         21,768百万円（対前年比 103.5％） 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費） 912,362百万円（対前年比 101.0％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）    1,084,057百万円（対前年比 103.6％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

３３３３    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理とととと防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対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 

⑴⑴⑴⑴    社会資本社会資本社会資本社会資本のののの適正適正適正適正なななな維持管理維持管理維持管理維持管理のののの推進推進推進推進・・・・強化強化強化強化    

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・更新を適切かつ確実に進めることができるよう，施設の維持管理に係る国庫補助対

象の大幅な拡大などを実施し，社会資本の適正な維持管理を推進・強化する地方の取組

を支援すること。 
 公共土木施設全般 ・定期点検費用の国庫補助対象化 ・修繕計画に基づく維持修繕費(県単独事業)の国庫補助対象化 など 河川事業 ・特定構造物改築事業における事業費上限等の採択基準の緩和 ・ダム・堤防等の耐震照査費用の国庫補助対象化 
 

（参考） 

   広島県が管理する橋梁，トンネル，河川堤防護岸，ダム，港湾係留施設，下水処理場

など，主要な 26種類の公共土木施設について，今後 60 年間に想定される修繕費（更新

費用を含まない）を試算したところ，総額 6,352億円，年平均約 106億円となり，平成

25年度当初予算で投入している修繕費の概ね２倍が必要と見込まれている。 

⑵⑵⑵⑵    防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに資資資資するするするする社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備のののの推進推進推進推進    

ア 河川・海岸における堤防嵩上げ等による堤防強化，水門設置などの高潮・津波対策

及び河川改修・ダム事業による治水対策を強力に推進すること。また，広島港海岸な

ど，特に背後にゼロメートル市街地を抱える海岸堤防等について，最大クラスの地

震・津波への減災対策の推進により早期完成を図ること。 河川事業 河川改修 太田川，江の川，芦田川等（直轄事業），新安川，手城川，堺川等 高潮対策 猿猴川，沼田川，羽原川 ダム事業 庄原ダム 海岸事業 高潮対策 広島港海岸等（中央西，中央東（直轄事業），坂，廿日市南地区等） 地御前漁港海岸等（地御前地区） 尾道海岸等（泊地区） 耐震(減災)対策 広島港海岸（中央西，中央東地区（直轄事業）） 尾道糸崎港海岸（機織地区） 
イ 緊急物資の輸送ルートや輸送拠点を確保し，経済活動への影響を最小限にするた

め，緊急輸送道路の整備，橋梁の耐震補強等及び港湾における防災拠点の整備を推進

すること。 緊急輸送道路 （国）１８６号 御園バイパス：道路改良 （国）１８５号 三原大橋等：橋梁耐震補強 （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 防災拠点 尾道糸崎港 松浜地区 
ウ 土砂災害防止施設の整備とともに，水防活動，避難行動を支援する，確実な防災情

報の提供に資する情報基盤の機能強化，土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等

の指定による警戒避難体制の整備等，ソフト施策を推進すること。 砂防及び急傾斜地崩壊対策事業の推進 広島西部山系直轄砂防事業 砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業 ソフト施策の推進 土砂災害警戒区域等の指定 情報基盤総合整備事業 超過洪水を踏まえた浸水想定区域図作成指針の策定     
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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    社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等のためののためののためののための財源財源財源財源のののの確保及確保及確保及確保及びびびび地方地方地方地方のののの実情実情実情実情にににに即即即即したしたしたした予算配分予算配分予算配分予算配分のののの実施実施実施実施    

本県では，「社会資本未来プラン（平成 23年 3月策定）」を定め，計画的に社会資本

整備を進めているところであるが，本県への予算配分は依然として十分とは言えず，社

会資本の適正な維持管理や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。 

また，社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については，国による配分額の

年度，地域等による差が大きく，その配分基準も明らかにされていない。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

⑶⑶⑶⑶    社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等社会資本整備等のためののためののためののための財源財源財源財源のののの確保及確保及確保及確保及びびびび地方地方地方地方のののの実情実情実情実情にににに即即即即したしたしたした予算配分予算配分予算配分予算配分のののの実施実施実施実施    

地方における防災・減災等に資する社会資本整備の状況等を踏まえ，地方が必要と

する社会資本の整備や維持管理を着実に実施できるよう，確実な財源確保を行うこと。 

また，配分に当たっては，その基準を明確にするとともに，地方の実情に即した配

分とすること。 
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（H26.2 月末現在） 広島県保育士等 人材バンク （H24.7 開設）  求人中の保育所 求人と求職の マッチング数 か所数 求人数 226 か所 478 人 95 人 
 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

５５５５    子子子子どもをどもをどもをどもを生生生生みみみみ育育育育てやすいてやすいてやすいてやすい環境環境環境環境づくりのづくりのづくりのづくり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，厚生労働省，文部科学省，財務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

２２２２    待機待機待機待機児児児児童童童童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

    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    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

（（（（1111））））待機待機待機待機児童児童児童児童のののの状況状況状況状況    
本県の 25 年度の待機児童数は 4 月，10 月とも前年を上回り，その大半が低年齢児（0

～2歳児）である。これらの児童が保育所等において積極的に受け入れられる環境整備を

図る必要がある。 区   分 H24.4 月 H24.10 月 H25.4 月 H25.10 月 待機児童数 335 人 827 人 372 人 1,015 人  うち低年齢児(0～2 歳児) 267 人 (79.7％) 760 人 (91.9％) 303 人 (81.5％) 962 人 (94.8％) 
（（（（2222））））低年齢児低年齢児低年齢児低年齢児がががが受受受受けけけけ入入入入れられにくいれられにくいれられにくいれられにくい要因要因要因要因    

アアアア    保育士保育士保育士保育士のののの配置配置配置配置    

低年齢児の保育は多数の保育士

が必要であり，本県においても保育

士人材バンク事業等を実施してい

るが，確保が困難な状況にある。 

イイイイ    保育所運営保育所運営保育所運営保育所運営費費費費のののの算定方法算定方法算定方法算定方法    

保育所に対して支弁される保育所運営

費（人件費部分）は，入所児童数をもと

に算定されている。例えば，保育士の配

置基準によると 0歳児の場合は 3：1の保

育士が必要で，3人を保育する場合は，

保育士 1名に対し，乳児 3人分の費用が

支弁される。保育する乳児が 4人の場合

は，保育士 2人が必要と 

なるが，支弁される人件費は幼児 4人分

であり，保育士 1名当たりに換算した人

件費は十分ではない。 

 

２２２２    待機待機待機待機児童児童児童児童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

(1)(1)(1)(1) 安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの活用活用活用活用    

本県では，安心こども基金を活用し保育所等整備や環境整備に取り組んできたが，未

だ，待機児童等は解消されていない。 

区  分 内  容 

基金の造成額 182 億 7千万円 

基金事業の成果 

（H21～24 年度） 

・保育所等整備：整備 102 件，定員増 4,024 人 

・県民全体で子育てを応援するための環境整備 等 

(2) (2) (2) (2) 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度のののの導入導入導入導入    

基礎自治体を実施主体（国，都道府県は市町村を重層的に支える）とし，社会全体の費用負担

による，幼保一元化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的なシステムが平成 27

年度から導入される予定だが，制度運営に必要な財源が十分に確保できていない。 

 

支弁額 実費 支弁額 実費
事業費管理費人件費

0歳児3人保育（保育士1人必要） 0歳児4人保育（保育士2人必要）
0歳児1人受入れ 不足額運営経費
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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    

    

１１１１    安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの期限延長及期限延長及期限延長及期限延長及びびびび追加交付追加交付追加交付追加交付 

 期限延長（Ｈ25年度末⇒Ｈ26年度末），追加交付 1,301 億円（国当初予算） 

２２２２    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし 

 ⇒見直しなし 

   

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた保育所運営費保育所運営費保育所運営費保育所運営費のののの見直見直見直見直しししし    

待機児童の主な要因である低年齢児については，３歳以上の幼児よりも多数の保育士を

配置する必要があることから，現行では「入所児童数」に応じた算定方法とされている保

育所運営費（人件費部分）について，新制度の保育所への給付費の算定に当たっては，            

「保育士等従事者数」に応じた算定方法に改正し，低年齢児を受け入れやすい環境整備を

図ること。 ※ 保育所運営費支弁額の算定方法 現行  提案内容 事業費 管理費 人件費 

保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人）      × 入所児童数（人）  

事業費 管理費 保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人） ×入所児童数（人） 人件費 保育所運営費支弁額（円）  ＝保育単価（公定価格）（円/人）  ×保育士等従事者数（人） 
                                                保育単価：児童の年齢，地区区分定員に応じた単価，他加算    

    

２２２２    待機待機待機待機児童児童児童児童解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた安定安定安定安定したしたしたした財源確保財源確保財源確保財源確保    

待機児童の解消に向けては，保育の「量的拡充」とともに，教育・保育の「質の改善」

が重要であり，職員配置基準や処遇の改善等，保育の質の改善に必要となる十分な財源を

確保すること。    

     また，新制度施行後においても，施設整備費については，改正後の児童福祉法に基づき，

別途交付金措置することとされている。今後とも，子育て支援ニーズの増大・多様化に計

画的に対応するため，市町において作成される整備計画を十分に勘案し，新制度の施行後

においても，施設整備費の安定した財源が確保できるようにすること。 
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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 

    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

(1(1(1(1))))    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破についてについてについてについて    

本県においては，平成 18年以降，企業等との協働による子育て支援策の強化に取り

組み，全国より高い率で合計特殊出生率が改善してきたが，近年は横ばい傾向となって

いる。 

また，本県においても未婚化・晩婚化は急速に進行するとともに，これらの影響から

第１子出産年齢も上昇しており，これらへの対策を講じなければ，出生率の更なる改善

は見込めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   国においては「地域少子化対策強化交付金」が創設され，都道府県や市町村が取り組

む結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援に対して経費助成されることとなった。 

しかしながら，事業対象が他の自治体では実施されていない「先駆的事業」に限定さ

れるなど，施策の基盤となる住民への基礎的な情報提供・啓発事業や，都市部又は過疎・

農村部などの実情に応じた事業が実施しにくいものとなっている。地方においては，こ

れら基礎的・共通の事業が継続的に実施できる財源の確保が必要である。 

 

(2(2(2(2) ) ) ) 女性女性女性女性のののの活躍促進活躍促進活躍促進活躍促進についてについてについてについて    

  少子化の進行により，中長期的に労働力人口が減少しており，経済の活性化のために   

は，女性の潜在的労働力の活用が不可欠である。 

   しかしながら，広島県の年齢階層別労働力人口の状況をみると，25～44 歳の女性の労

働力率は年々底上げされているものの，依然として，グラフがＭ字カーブを描いている。 
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（％） 平成22年女平成17年女平成12年女平成22年男平成17年男平成12年男【【【【女性女性女性女性】】】】 【【【【ＭＭＭＭ字字字字カーブカーブカーブカーブ】】】】 ・・・・女性女性女性女性はははは結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産をををを機機機機にににに離職離職離職離職 ・・・・25～～～～44歳歳歳歳のののの間間間間「「「「M字字字字」」」」をををを描描描描くくくく 
【【【【男性男性男性男性】】】】 広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口広島県年齢階層別労働力人口のののの状況状況状況状況（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ12121212～Ｈ～Ｈ～Ｈ～Ｈ22222222））））    

広島県と全国の合計特殊出生率［資料：平成24年　厚生労働省「人口動態統計」］44,532 27,609 27,384 24,740 25,546 24,84628,85733,50137,36046,8431.91 1.54 1.42 1.36 1.26 1.411.84 1.541.551.341.411.481.631.832.052.07
1.391.762.13 1.75
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1.001.201.401.601.802.002.20

出生数 広島県 全国

広島県 35～39歳人口に占める未婚者の割合 
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今後，企業訪問や実態調査などから明らかになった課題を踏まえ， 

� 企業風土の改善のための企業経営者への働きかけ 

� 県民の根強い固定的な性別役割分担意識の打破 

� 離職者のキャリアの再構築，再就職支援 

など，本県に特に必要な思い切った独自性のある取組を一定期間，集中的・戦略的に行

うための財源の確保が必要である。 

 

   国においては，「地域女性活躍加速化交付金」が創設されたが，交付金では活用でき 

  る範囲が限られるとともに，財源としても十分ではない。 

 

(3) (3) (3) (3) 結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

国の少子化及び女性活躍の交付金を受け，本県では，結婚・妊娠・出産・子育ての支

援体制づくりと，それぞれのステージに応じた女性の活躍支援のためのエンジンとなる

推進組織を新たに立ち上げ，総合的な少子化対策に向けたパッケージとして強力に進め

ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推進推進推進推進    

  「地域少子化対策強化交付金」（3,010百万円）及び「地域女性活躍加速化交付金」（125

百万円）の創設〔Ｈ25補正予算〕   

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

３３３３    少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破少子化危機突破にににに向向向向けたけたけたけた結婚結婚結婚結婚からからからから子育子育子育子育てとてとてとてと，，，，働働働働くくくく女性女性女性女性へのへのへのへの支援支援支援支援をををを一体的一体的一体的一体的にににに推推推推進進進進    

少子化対策の強化及び女性の活躍の加速化に向けて，地方が主体性を持ち，それぞれの

実情に応じた施策を展開するためには，自由度があり，且つ，安定した十分な財源の確保

策を講じることが必要である。 

また，少子化対策の推進のためには，女性の活躍促進は欠かせないものであり，これら

を一体的に取り組むことによる相乗効果が期待されることから，「地域少子化対策強化交

付金」及び「地域女性活躍加速化交付金」を統合及び拡充し，複数年を見据えた計画的な

事業実施のための財源確保を講じること。    
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

６６６６    市町村国保事業市町村国保事業市町村国保事業市町村国保事業のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて 

（厚生労働省，総務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    国保財政国保財政国保財政国保財政へのへのへのへの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

２２２２    国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算システムシステムシステムシステムのののの統一的統一的統一的統一的なななな整備整備整備整備にににに係係係係るるるる支援支援支援支援    

３３３３    国保国保国保国保のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みにみにみにみに対対対対するするするする支援支援支援支援    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

（（（（現状現状現状現状））））    

昨年 12月，「社会保障改革プログラム法」が成立し，国保事業に関し，国の支援拡充に

よる，財政上の構造的な問題の解決を前提として，都道府県と市町村において適切に役割

を分担するために必要な方策につき検討し，平成 29年度までの実現を目途に必要な法律

を平成 27年の通常国会に提出することを目指す旨が定められた。 

一方，県では，平成 25年度，県内６市町の首長と県で組織する「国保事業広域化検討

協議会」を立ち上げ，国に対し，国保制度の広域化のあり方などに係る提言等を行うため，

独自に検討を進めているところである。 

 ○ 広島県における国保医療費の状況 広島県の市町国保に係る一人当たり医療費は，平成 24 年度で 373,288 円(全国平均 315,858 円） と，全国的にも高い水準にあり，都道府県別では第 6位となっている。 〇 平成 24年度県内市町国保の状況 一人当たり医療費    最も高い市町と低い市町では，約 1.37 倍の差がある。   ●最高 460,744 円(大崎上島町)，●最低 335,626 円(福山市) 一人当たり保険料(税)  最も高い市町と低い市町では，約 1.58 倍の差がある。   ●最高 103,614 円(安芸高田市)，●最低 65,390 円(神石高原町) 保険料(税)収納率  被保険者の多い都市部で低い傾向にある。   ●最高 神石高原町(97.73%)，●最低 広島市(86.90%) 
 

（（（（課題課題課題課題））））    

１１１１    国保財政国保財政国保財政国保財政へのへのへのへの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

  プログラム法に規定する国の財政支援の拡充は，国保財政の実情を勘案の上で，その

構造的問題の本質的解決につながる規模により，継続的に行われることが必要である。 

２２２２    国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算システムシステムシステムシステムのののの統一的統一的統一的統一的なななな整備整備整備整備にににに係係係係るるるる支援支援支援支援    

  国保の広域化に伴い，県と市町との役割分担のあり方に応じた，国保業務関連電算シ

ステムの整備が必要となるが，整備に当たっては相当の人的・財政的負担が見込まれる。 

３３３３    国保国保国保国保のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みにみにみにみに対対対対するするするする支援支援支援支援    

 その他，国保事業の広域化に際して，将来に渡る国保制度の安定的運営に資する事業

の強化などを要すると考えられるため，これらに対する十分な国の支援が必要である。 

 

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    

 現在，国においては，平成27年の通常国会への法案提出を目指し，全国知事会，市長会，町

村会をメンバーとする「国保基盤強化協議会」を設置。国保広域化のあり方についての協議・

検討が始められている。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

         

１１１１    国保財政国保財政国保財政国保財政へのへのへのへの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

国民健康保険の財政における構造的な問題として，他の医療保険に比べ，加入者の一人

当たりにおける医療費水準が高く，所得水準が低いことから，保険料負担が重いことも挙

げられているところであり，現在，多くの市町村国保において，一般会計からの法定外繰

入金等により国保事業を支えているのが実情である。 

こうした国保財政の実情を踏まえ，国は，「社会保障改革プログラム法」の規定に即し

て，国保財政に係る構造的問題の本質的な解決につながる支援を継続的に行うこと。 

 

２２２２    国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算国保業務関連電算システムシステムシステムシステムのののの統一的統一的統一的統一的なななな整備整備整備整備にににに係係係係るるるる支援支援支援支援    

国保を都道府県単位とする広域化に伴い，被保険者資格及び所得等の把握や，保険料

の賦課・収納状況の管理等，県と市町との役割分担のあり方に応じた，国保業務関連電

算システムの整備が必要となるが，システムの整備に当たっては相当の人的・財政的負

担が見込まれる。 

また各市町の電算システムは，全国統一的なシステム仕様とすべきであり，広域化後

の制度改正などに伴う不具合の発生を防止することも視野に入れた国による支援が必要

である。 

国保事業を都道府県単位とする広域化に伴い，国保業務関連電算システムの整備に当

たって，各都道府県単位保険者がアクセスして使用するクラウドコンピューティングシ

ステムの構築など，広域化後の不具合発生の防止も視野に入れた十分な支援を行うこと。 

 

３３３３    国保国保国保国保のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みにみにみにみに対対対対するするするする支援支援支援支援    

  国保事業の広域化移行をスムーズに行い，また，将来に渡る国保制度の安定的運営を図

るため，  

  ○ 突発的な保険給付増等に備えた財政安定化基金の造成 

  ○ 保険料の平準化等による負担増に対する激変緩和措置 

  ○ その他，医療費適正化や保険料収納率向上への取組みなど，国保制度の安定的運営

に資する事業の強化 

  など，必要となる事業に対し，十分な財政支援を行うこと。 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

７７７７    地方税財源地方税財源地方税財源地方税財源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 

（総務省，財務省）    

提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    安定的安定的安定的安定的にににに一般財源総額一般財源総額一般財源総額一般財源総額をををを確保確保確保確保するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    

⑴⑴⑴⑴    地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの法定率法定率法定率法定率のののの引引引引きききき上上上上げげげげ    

    ⑵⑵⑵⑵    地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画のののの適正化等適正化等適正化等適正化等    

２２２２    市町市町市町市町のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    市町市町市町市町のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交付税交付税交付税交付税のののの算定算定算定算定    

⑵⑵⑵⑵    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

⑶⑶⑶⑶    福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

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    安定的安定的安定的安定的にににに一般財源総額一般財源総額一般財源総額一般財源総額をををを確保確保確保確保するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    

○ 平成 26年度地方財政計画においては，一般財源総額は前年度 0.6 兆円増の 60.4 兆円が

確保されたが，交付税特別会計の繰越金などの一時的な財源措置や，平成 13 年度以降継

続されている臨時財政対策債による補填措置により確保されたものであり，常態化してい

る地方財政の財源不足の解消に向けた抜本的な対策は講じられていない。 

   このため，近年，多額の臨時財政対策債の発行を余儀なくされ，残高が累積している。 

 

〇 また，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

ないとされているところ，本県においては，国の法令等の関与が存するなどの義務的経費

は，歳出総額の約 9割を占めている状況にある。 

 

○ 加えて，地方一般歳出については，社会保障関係経費の増額を反映して増加となってい

るものの，社会保障関係経費を除く一般行政経費や，投資的経費のうち普通建設事業費な

どの一般事業費は削減されており，地方の実情に応じた行政サービスを実施する上で，引

き続き，厳しい財政運営を余儀なくされている。 

 

 ○ 平成 26 年度地方財政計画では，結果として一般財源総額が確保されたものの，巨額の

財源不足に対して交付税の法定率引上げが実現できていないにもかかわらず，「別枠加

算」の一部が縮小された。さらに，４月には財務省が，財政制度等審議会へ「歳出特別枠

廃止（景気回復を反映）」などを提案しており，今後も国の動きを警戒する必要がある。 

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 

 １１１１    安定的安定的安定的安定的にににに一般財源総額一般財源総額一般財源総額一般財源総額をををを確保確保確保確保するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    

    〇 地方財政計画（通常収支分）  H25 （Ａ） H26 （Ｂ） 対前年度比 （Ｂ/Ａ） 地方財政計画の規模 81.9 兆円 83.4 兆円 101.8％ 一般財源総額 59.8 兆円 60.4 兆円 101.0％  地方税 34.0 兆円 35.0 兆円 102.9％  地方譲与税 2.3 兆円 2.9 兆円 117.4％  地方交付税 17.1 兆円 16.9 兆円 99.0％  臨時財政対策債 6.2 兆円 5.6 兆円 90.1％  地方特例交付金 0.1 兆円 0.1 兆円 95.0％ 
○ 本県の臨時財政対策債の状況 

 ・ 発行予定額  H25:947 億円，H26:890 億円 

 ・ 残高見込     H25 末:6,727 億円，H26 末：7,373 億円 
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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    安定的安定的安定的安定的にににに一般財源総額一般財源総額一般財源総額一般財源総額をををを確保確保確保確保するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築    

国の法令等の関与が存するなどの義務的な経費が，地方の歳出の大半を占めている現状

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，地方で必要となる地方一般財源総額の確保や法定率の引き上げによる臨時財

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のため，次の点に的確に対応す

ること。 

 

⑴⑴⑴⑴    地方交付税率地方交付税率地方交付税率地方交付税率のののの法定率法定率法定率法定率のののの引引引引きききき上上上上げげげげ    

地方交付税は，国税５税の一定割合とされているが，この国税５税の法定率分が必要

な地方交付税総額と比べ著しく不足する場合には，法定率の引き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） 

しかし，地方財政は，毎年度多額の財源不足が生じ，平成８年度以降 19年連続で同条

項に該当しているにもかかわらず，法定率の引き上げはなされていない。 

同法の本来の姿に立ち戻り，必要な地方交付税率の引き上げなどを行い，全額を地方

交付税で措置することとし，臨時財政対策債による補填措置を早期に解消すること。 

 

⑵⑵⑵⑵    地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画のののの適正化等適正化等適正化等適正化等    

○ 歳入・歳出の適切な算定について 

地方財政計画の策定にあたっては，増嵩する社会保障関係費，極めて厳しい地方の

経済雇用情勢への対応などの歳出を確実に積み上げるとともに，依然としてリーマン

ショック前の水準に回復していない地方税収の動向を的確に反映することとし，地方

の一般財源総額を確実に確保すること。 

  〔臨時財政対策債に係る償還費〕 

国が後年度に地方交付税により財源措置するとした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の元利償還金の約束分については，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加算すること。 

〔地域の元気創造事業費〕 

地域経済活性化を支援する「地域の元気創造事業費」については，地方の財政需要

を適切に見積もり，地方自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源を確保した上で，

別枠で措置すること。 

 

○ 地方財政計画に係る策定過程の透明化等について 

地方公共団体の財政運営，予算編成に支障が生じないよう，まずは，地方財政計画

の策定過程の徹底した透明化を図るとともに，地方財政計画に関する情報の早期の提

供を行うこと。 

また，今後の地方財政に関する予見可能性を向上させるため，地方財政の中・長期

的な見通し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    市町市町市町市町のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    市町市町市町市町のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交付税交付税交付税交付税のののの算定算定算定算定    

        ○ 合併算定替の終了により，合併市町の普通交付税の 15.4％にあたる 400 億円が減少

することが見込まれるが，財政上の影響額が大きいことから，県や合併市町からの要

望などにより，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

定を行う方針を決定しているところである。 

○ このうち，合併団体の支所経費の算定については，平成 26年度以降，3,400 億円程

度を 3年間かけて一本算定に加算することとされているが，算定方法は，今年度 8月

ごろ総務省令で定められるため，市町の実情が的確に反映されることが必要である。 

○ 更に，人口密度等による需要の割増しや標準団体の面積などの見直しは，引き続き

市町村の実情を踏まえた検討を進め，平成 27 年度以降反映することとされており，

本県市町の実情が的確に反映され，また，これらの見直しが，平成 27 年度以降速や

かに実施されることが必要である。 

○ また，合併・非合併を問わず，市町においては，国を上回る職員及び議員数の削減

などによる総人件費の削減などの行財政改革に取り組み，こうした財源を活用し，活

性化のための地域づくりや集落のコミュニティーの維持など，喫緊の行政課題への対

応を進めている実態がある。 

 

⑵⑵⑵⑵    合併合併合併合併市町市町市町市町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置 

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，東日本大震災を踏

まえ，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も新たに生じ

ており，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，

県・市町の事業を推進していくためには，安定的な財源確保が不可欠となっている。 

 

⑶⑶⑶⑶    福福福福祉事務所設置町祉事務所設置町祉事務所設置町祉事務所設置町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置 

広島県においては，すべての町が県からの権限移譲により福祉事務所を設置しており，

その経費は，特別交付税により措置されている。 

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極めて不透明で

あることや，臨時的収入の扱いのため経常収支比率を悪化させるなど，普通交付税で財

源措置される市と取扱いが異なっており，公平性に欠けているなどの問題がある。 

 

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 

    

２２２２    市町市町市町市町のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    市町市町市町市町のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交付税交付税交付税交付税のののの算定算定算定算定    

普通交付税合併算定替縮減見込み額：広島県 400 億円(全国総額 1兆円) 

平成の合併により，市町村の面積等が拡大する等の姿が大きく変化しており，合併前

には想定されていなかった新たな財政需要を算定に反映する。 

⑵⑵⑵⑵    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

旧合併特例事業債（全国枠）   6,200億円（対前年度比100.0％） 

⑶⑶⑶⑶    福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

制度改正の動きなし。 
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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    市町市町市町市町のののの財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの強化強化強化強化    

⑴⑴⑴⑴    市市市市町町町町のののの実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交付税交付税交付税交付税のののの算定算定算定算定    

アアアア    行政区域行政区域行政区域行政区域のののの拡大拡大拡大拡大にににに対応対応対応対応したしたしたした交付税算定交付税算定交付税算定交付税算定    

合併によって行政区域が大幅に拡大されたことによる支所経費の算定見直しや標準

団体の面積や施設数の見直しを着実に行うとともに，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，普通交付税による適

切な算定が必要である。 

（ア） 支所経費に係る 3,400 億円程度の加算を確実に実施すること。また，あらかじ

め算定内容を明確にするとともに，市町の実情を的確に反映すること。 

（イ） 人口密度等を勘案した消防や健康・福祉サービスに要する経費に対する需要の

割増しを着実に行うこと。また，離島に係る需要についても適切に反映すること。 

（ウ） 消防署・出張所，公民館等の運営経費に対し，標準団体の面積拡大と施設数の

見直しによる単位費用への反映により，交付税措置の拡充を着実に行うこと。 

 

イイイイ    喫緊喫緊喫緊喫緊のののの財政需要財政需要財政需要財政需要にににに対対対対するするするする地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税によるによるによるによる適切適切適切適切なななな算定算定算定算定    

県内市町においては，社会経済情勢の変化，少子高齢化の進展，人口減少の進展な

どにより，まちづくりに対する需要や福祉対策，高齢者対策，経済雇用対策などに，

喫緊の財政需要が発生している実態があり，一般財源総額の確保をした上で，地方交

付税による適切な算定が必要である。 

（（（（アアアア））））    地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに必要必要必要必要なななな経費経費経費経費のののの交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置のののの拡充拡充拡充拡充    

   住民参加によるコミュニティーを活性化する経費や，ＵＩＪターンによる定住

促進に要する経費など，今後の地域づくりに必要な経費について，地域の実情を的

確に反映させ，交付税措置の拡充を図ること。 

（（（（イイイイ））））    喫緊喫緊喫緊喫緊のののの行政課題等行政課題等行政課題等行政課題等にににに対応対応対応対応するためのするためのするためのするための経費経費経費経費へのへのへのへの措置措置措置措置    

情報通信基盤（光回線）は，人口流出防止や定住促進，企業誘致や産業活性化

に必要不可欠なインフラとなっていることを踏まえ，その更新経費，運営経費につ

いて，地方交付税による措置を行うこと。 

また，清掃費については，リサイクル，分別などにより，普通交付税に算定さ

れている需要額以上の経費を負担している。この他の経費についても，市町の実態

を反映した地方交付税による措置を行うこと。 

 

⑵⑵⑵⑵    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

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，合併建設計画による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確実に講じること。 

 

⑶⑶⑶⑶    福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町へのへのへのへの財源措置財源措置財源措置財源措置    

福祉事務所の設置は社会福祉法が予定している町の事務であり，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

とにより確実な財源措置を講じること。 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

８８８８    地方分権改革地方分権改革地方分権改革地方分権改革のののの着実着実着実着実なななな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，総務省，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    地方分権型道州制地方分権型道州制地方分権型道州制地方分権型道州制（（（（新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体））））のののの実現実現実現実現    

２２２２    地方分権改革地方分権改革地方分権改革地方分権改革のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進    

    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    道州制道州制道州制道州制（（（（新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体））））にににに関関関関するするするする動向動向動向動向    

○ 平成 24年 12 月の衆議院議員選挙及び平成 25年７月の参議院議員選挙において，複

数の政党の政権公約に道州制を推進又は検討する旨記載され，自由民主党道州制推進本

部において，これまで検討が進められてきた。 

○ こうした中，本年２月には，自由民主党道州制推進本部から， 

・地域の活力を創出し，国全体の更なる活力と競争力を生み出していくこと 

  ・国と地方両方の機能を強化し，国民の期待に応えること 

などが盛り込まれた道州制推進基本法案が示されるとともに，同本部において法案の国

会提出に関して検討が行われている。 

○ 今回示された法案は，具体的な制度設計の検討は国民会議に委ねるものであるが，地

方分権型の道州制の実現に向けた議論を進めるため，法案の早期成立が求められる。 

２２２２    都道府県都道府県都道府県都道府県・・・・基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へのへのへのへの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲，，，，義務付義務付義務付義務付けけけけ・・・・枠付枠付枠付枠付けのけのけのけの見直見直見直見直しししし    

内閣府特命担当大臣の下に設置されている「地方分権改革有識者会議」において，地

方分権改革の今後の進むべき方向性を明らかにするため，昨年 12月に「地方分権改革の

総括と展望」の中間とりまとめが示され，本年６月を目途に最終とりまとめを行い，「地

方分権改革推進本部」に報告することとされている。 

（国から地方への権限移譲） 

○ 国から地方への事務・権限の移譲等を内容とする第４次一括法案が５月に成立したも

のの，地方が特に移譲を希望してきた「農地転用許可」，「ハローワーク」などは，今回，

移譲の対象となっていない。 

○ 直轄道路・河川の権限移譲については，「事務・権限の移譲等に関する見直し方針に

ついて（平成25年12月閣議決定）」において，移譲の対象範囲等の基本的な考え方が示

されたものの，現在，権限移譲に向け個別協議が実施されているのは，その一部にとど

まっており，具体の財源措置等については，その個別協議の結果等を踏まえ適宜見直し

を行うこととされている。 

（基礎自治体への権限移譲）  

○ 第３次一括法において，２法律が都道府県から基礎自治体へ移譲されるとともに，第

４次一括法案では，都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等が盛り込まれた。 

 ○ 基礎自治体への権限移譲により提供可能となった行政サービスを，安定的継続的に提

供していくために，特に専門性が高い事務や事務処理件数が少ない事務については，基

礎自治体間で連携して処理する方がより効果的であると考えられるが，中心となる基礎

自治体の負担が大きい等の課題がある。 

（義務付け・枠付けの見直し） 

○ 第３次一括法において，職員等の資格・定数等について条例に委任される等の見直し

が行われた。 

○ 第１次一括法から第３次一括法までに見直された項目についても，福祉施設の配置職

員数や居室面積等については，条例内容を政省令で拘束する「従うべき基準」が設定さ

れるなど，地域の実情に応じた行政サービスの提供が困難な事例がある。    

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    

○ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（平成 25年 12 月 20 日閣議決定） 

○ 第４次一括法成立（平成 26年５月 28 日） 
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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    地方分権型道州制地方分権型道州制地方分権型道州制地方分権型道州制（（（（新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体））））のののの実現実現実現実現    

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「新しい国のかたち」をつくることが必要であり，次のとおり，地方分

権型の道州制の実現に向けた取組を推進すること。 

○ 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，速やかに成立を図ること。 

○ 道州制国民会議には複数の知事を参加させるとともに，同会議における道州制の制度

設計に当たっては， 

・国と地方の役割分担を抜本的に見直し，国が最低限担うべき役割以外の役割は住民に

身近な地方が担うこと 

・多様性，独自性を発揮しうる自立した行政の権限は地方が有すること 

・税源の偏在性が小さく，税収が安定的な地方税体系を構築するとともに，広域自治体・

基礎自治体それぞれの役割に見合った財源を確保できるよう税源を最適配分するこ

と 

など，地方分権型の道州制の実現に向けた地方の意見を十分聴き，その意見を確実に反

映すること。 

○ また，道州制は，「新しい国のかたち」を作るものであり，地方の意見を反映した「道

州制の目的」，「期待される効果」などを具体的かつ明確に示し，国民の理解が得られる

よう努めること。 

２２２２    地方分権改地方分権改地方分権改地方分権改革革革革のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進 

「地方分権改革の総括と展望」に掲げられている改革のミッション「個性を活かした自

立した地方をつくる」の実現に向け，「地方分権改革推進本部」においては，以下の事

項を踏まえながら施策の具体化を図ること。その際には，「総括と展望」に示されてい

る，提案募集方式や手挙げ方式の導入等を含めて，地方の意見が反映される仕組みを構

築すること。（具体的な内容は巻末別紙参照） 

(1) 国から地方への事務・権限の移譲の推進 

  ○ 第４次一括法による事務・権限の移譲等を円滑に進めるため，地方の意見を十分に

反映して，財源措置，移譲等のスケジュール，研修の実施・マニュアルの整備等につ

いて，具体的な検討と調整を早期に進めること。 

○ 第４次一括法案で移譲されなかった事務・権限については，農地転用許可やハロー

ワークなど地方が特に希望してきたものから移譲する方向で検討を進めるとともに，

都道府県については，高度なインフラ整備や経済活動の活性化など，広域自治体とし

ての役割にふさわしい事務事業を自ら実施できるよう，財源の確保等の必要な措置を

講じたうえで，中央省庁を含む国の事務・権限の移譲を進め，国と地方の役割や事務

事業の分担の適正化を図ること。 

○ 直轄道路・河川の移譲については，閣議決定の主旨に沿って，円滑に国から地方へ

権限移譲がなされるよう，引き続き，協議・調整に応じること。 

また，移譲に当たっては，必要となる財源・人材・資機材について十分な措置を講

ずること。 

(2) 基礎自治体への権限移譲の推進 

○ これまで基礎自治体優先の原則のもと進めてきた，基礎自治体への権限移譲につい

ては，移譲を促進等するための制度の見直しを進めること。 

○ また，基礎自治体へ移譲された事務の安定的継続的な行政サービス提供にあたって

は，基礎自治体間での連携も効果的であり，国において進められている地方自治法改

正による新たな自治体間連携制度の運用などにおいては，基礎自治体の実情に応じた

柔軟な仕組みとするとともに，財政的支援についての環境整備も進めること。 

 (3) 義務付け・枠付けの抜本的な見直し 

    ○ 地方自治体が，保健福祉サービスや地域における土地利用・産業施策・生活環境の

整備等を自主的・自己完結的に実施できるよう更なる取組を進め，国の関与の抜本的

な見直しを行うこと。 

○ 見直された項目についても，福祉施設の設置基準等において，「従うべき基準」が

多用されていることから，人材確保が困難な地域における保育士の最低基準を緩和す

るなど，地方の自由度・自主性を高める観点から，質を高める取組を進めること。    
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

９９９９    世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るるるるサイクリングロードサイクリングロードサイクリングロードサイクリングロードのののの創設創設創設創設についてについてについてについて 

（財務省，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 

    認定制度認定制度認定制度認定制度（（（（ナショナルサイクリングロードナショナルサイクリングロードナショナルサイクリングロードナショナルサイクリングロード（（（（仮称仮称仮称仮称））））））））のののの創設創設創設創設 

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

     

○ サイクリングは国民のスポーツ志向，健康志向及び地球温暖化に伴う環境保全につ

いての意識の変化により，人と環境に優しい自転車利用の関心の高まりを受けて，大

きなブームを迎えている。 

○ ヨーロッパでは，主要都市がサイクリングロードで結ばれ，ナショナルサイクリン

グロードとして認定を受けた自転車道が重要な観光資源となっており，日本において

も大規模自転車道の活用を進め，観光資源としての機能を発揮していく必要がある。 

○ 近年，「しまなみ海道サイクリングロード」をはじめとした全国の大規模自転車道等

への注目度が高まってきており，案内標識やレンタサイクルの充実など利用環境の改

善がされることで，サイクリングツアーやイベントが企画されるなど，観光客の誘致

を促進する好機を迎えている。 

○ 国内外から訪れる観光客に対し，より安心して利用できる環境をつくり，観光客の

誘致に向けた取組をさらに加速するためにも，質の高いサイクリングロードについて

我が国を代表する「ナショナルサイクリングロード」として国際的な認知を得ること

などにより，更なるブランド力の向上を図った上で，行政や利用者などが連携して整

備の推進を図る必要がある。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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 

なし 

 

しまなみ海道 

サイクリングロード 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

○ わが国を代表するようなサイクリングロードについて，ブランド化を図り，国内外か

らの観光客を誘致することにより，観光振興や沿線地域の活性化に大きく寄与するもの

と考える。 

○ そのため，世界に誇りうる質の高いサイクリングロードに対する認定制度（ナショナ

ルサイクリングロード（仮称））や，官民一体となった協働整備事業の創設など整備推

進に向けて国として積極的な支援を行うこと。 

 【これまでの官民一体での取組】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【ナショナルサイクリングロードプロジェクトとして整備・拡充していきたいもの】 

     

 

路面標示（ブルーライン） レンタルサイクルターミナルの設置 サイクリスト対応宿泊施設整備 

【官民一体で取り組んでいきたい内容】 ○国際サイクリング大会の誘致・開催支援 ○欧州などの先進地域のような広域自転車道路網の整備 ○自転車専用レーンの設置や適切な維持管理による安全で快適な走行環境の確保 ○サイクルツーリズムを観光政策として位置付け国内外へ情報発信 ○ピクトサインの統一などわかりやすいルート案内 ○アクセシビリティ向上のためのサイクルバス・トレインの充実 ○休憩・宿泊施設等のサイクリング拠点の整備 

自転車専用レーンの設置 サイクルバスの運行 ピクトサインの統一 
【案】 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

10101010    本県本県本県本県のののの経済経済経済経済をををを支支支支えるえるえるえるインフラインフラインフラインフラのののの整備等整備等整備等整備等についてについてについてについて    

⑴⑴⑴⑴    道路道路道路道路ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの整備促進等整備促進等整備促進等整備促進等についてについてについてについて    

（財務省，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    広域広域広域広域ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを形成形成形成形成するするするする直轄国道直轄国道直轄国道直轄国道バイパスバイパスバイパスバイパスのののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

２２２２    地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化をををを促促促促すすすす道路整備道路整備道路整備道路整備のののの財源確保財源確保財源確保財源確保についてについてについてについて    

３３３３    有料道路有料道路有料道路有料道路のののの料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間のののの延長延長延長延長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    広域広域広域広域ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを形成形成形成形成するするするする直轄国道直轄国道直轄国道直轄国道バイパスバイパスバイパスバイパスのののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

○ 平成 26 年度末には広島県内の高速道路ネットワークが完成する予定であるが，この

強みを最大限発揮し，更なる経済成長と観光振興を創出するためには，直轄国道バイパ

スの整備による広域交通ネットワークの構築が不可欠である。 

○ また直轄国道は，高速道路とともに広域的な緊急輸送道路を担っており，防災・減災

の観点からも早期整備によるネットワーク強化が必要である。 

 

２２２２    地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化をををを促促促促すすすす道路整備道路整備道路整備道路整備のののの財源確保財源確保財源確保財源確保についてについてについてについて    

○ 豊かで魅力ある地域づくりのためには，都市内渋滞を緩和する道路や地域間の連携を

強化する道路網の整備が必要である。 

○ 一方で，インフラの維持・更新時代を迎え，適正な維持管理に多額の費用を要し財政

負担が重くのしかかっている。 

〇 平成 26年度の道路関係予算については昨年度より若干伸びてはいるが，公共事業予

算の配分は依然として厳しい状況にあり，道路整備の大幅な遅れが懸念される。 

 

３３３３    有料道路有料道路有料道路有料道路のののの料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間のののの延長延長延長延長についてについてについてについて    

○ 利用者が安全・安心に有料道路を利用していくためには，これまでの維持管理に加え

て，構造物の更新を計画的に行っていく必要がある。 

○ ＮＥＸＣＯ等の高速道路については，構造物の更新費を計画的・安定的に確保するた

め，平成 62年までの料金徴収期間が 15年間延長された。 

○ 大規模な構造物の更新が必要となる地方道路公社管理の有料道路においても，計画的

な更新事業が行えるよう，料金徴収期間の延長を視野に入れる必要がある。 

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    

○○○○    平成平成平成平成 25252525 年度供用開始区間年度供用開始区間年度供用開始区間年度供用開始区間    

一般国道 54号 可部バイパス（Ｌ＝2.2km）平成 26年 2月 8日開通    

広島南道路・広島高速３号線（吉島～商工センター地区：Ｌ＝4.2km）平成26年3月23日開通 

一般国道２号 東広島バイパス（瀬野西IC～中野IC：Ｌ＝4.4km）平成26年3月29日開通    

中国横断自動車道尾道松江線（吉舎IC～三次東JCT・IC：Ｌ＝10.3km）平成26年3月30日開通 

○○○○    道路整備財源道路整備財源道路整備財源道路整備財源のののの確保確保確保確保         平成 26 年度 

公共事業関係費     （全国枠国費）4,557,979百万円（対前年度比 102％） （全国防災関係費を含まない） 
道路整備費計      （全国枠国費）1,356,151百万円（対前年度比 101％） 

   うち直轄事業     （全国枠国費）1,270,280 百万円（対前年度比 105％） 

     補助事業    （全国枠国費）   64,430 百万円（対前年度比 105％） 

     有料道路事業等 （全国枠国費）   21,441百万円（対前年度比  31％） 
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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    広域広域広域広域ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを形成形成形成形成するするするする直轄国道直轄国道直轄国道直轄国道バイパスバイパスバイパスバイパスのののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

 本県の産業活動を支え暮らしを守る直轄国道バイパスの整備を促進すること。 

【具体的な提案箇所】 

 一般国道２号  福山道路，松永道路，木原道路，安芸バイパス，東広島バイパス， 

広島南道路，岩国大竹道路 

   一般国道 183 号 鍵掛峠道路 

 一般国道 185 号 休山改良（４車線化），安芸津バイパス 

 

２２２２    地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化をををを促促促促すすすす道路整備道路整備道路整備道路整備のののの財源確保財源確保財源確保財源確保についてについてについてについて    

地域課題を解決し地域の自立や活力を支える道路整備を計画どおり進めるために必要

な財源を確保すること。 

  【代表的な箇所】 

一般国道 186 号御園バイパス，一般国道 375 号御薗宇バイパス， 

一般国道 432 号竹原バイパス・賀茂バイパス，福山環状道路，東広島高田道路 

一般県道吉川大多田線（東広島呉道路追加 ICアクセス道路） 等 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    有料道路有料道路有料道路有料道路のののの料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間料金徴収期間のののの延長延長延長延長についてについてについてについて    

計画的な更新事業を行えるよう，地方道路公社管理の有料道路の料金徴収期間の延長

について柔軟に対応すること。 

 

高野 I.C 口和 I.C JCT・I.C 甲奴 I.C(仮称) 三次東 三良坂 I.C 吉舎 I.C 世羅 I.C 尾道北 I.C 
一般国道432号 竹原バイパス 一般国道186号 御園バイパス 

一般国道432号 賀茂バイパス 
一般県道 吉川大多田線 

一般国道375号 御薗宇バイパス 
休山改良 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

10101010    本県本県本県本県のののの経済経済経済経済をををを支支支支えるえるえるえるインフラインフラインフラインフラのののの整備等整備等整備等整備等についてについてについてについて    

⑵⑵⑵⑵    物流物流物流物流・・・・交流交流交流交流のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる空港空港空港空港・・・・港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの強化強化強化強化についてについてについてについて 

（内閣府，財務省，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    企業活動企業活動企業活動企業活動をををを支支支支えるえるえるえる物流基盤物流基盤物流基盤物流基盤のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化 

２２２２    観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる空港空港空港空港・・・・港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの強化強化強化強化    

    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    企業活動企業活動企業活動企業活動をををを支支支支えるえるえるえる物流基盤物流基盤物流基盤物流基盤のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

○ 広島県は，重厚長大から先端分野までの幅広い産業集積により，製造品出荷額等が

平成 24年には，約８兆２千億円で全国の約３％を占める中四国以西最大の工業県で

ある。本県が，将来にわたって経済活動を支え，安定的な経済成長を支援するために

は，港湾・空港・高速道路等といった物流・交通ネットワークの強化が不可欠であり，

このうち港湾においては，広島港，尾道糸崎港，及び福山港における物流機能の充実

に努めている。 

○ 広島港の臨海部を東西に結ぶ臨港道路廿日市草津線は，暫定２車線で供用している

ため，交通混雑が著しい状況であり，企業活動に多大な支障を来たしている。 

○ また，広島港廿日市地区においては，製造業の主要なエネルギー源である液化天然

ガスの輸入拠点となっているが，液化天然ガス輸送の主流である 15万ｍ

３
級の大型船

舶に対応できず，国内他地域より高コスト輸送を強いられている。 

○ 尾道糸崎港は木材関連企業が立地しているが，暫定水深で供用しているため，大型

の木材運搬船の満載入港に対応できず，高コスト輸送を強いられている。 

○ 福山港に立地するＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所は，粗鋼生産量が国内最大であ

り，我が国の「ものづくり産業」に欠かせない基礎素材の代表である鉄を安定的かつ

安価に供給している。 

○ 一方，備讃瀬戸航路の漁業活動による航路閉塞から，材料運搬船の滞船が増加し，

滞船による物流コストの上昇や，企業の計画的な生産活動に支障が生じている。 

○ また福山港は，最大船型 20万トン級の船舶が満載入港できず，世界的に進む輸送

船舶の大型化に対応できていない。 

○ 産業の国際競争力を支える国際バルク戦略港湾の整備を推進するため，平成 25年

度に石炭を扱う小名浜港が，特定貨物輸入拠点港湾（石炭）に指定された。今後，さ

らに他品目の拠点港湾への指定が必要である。  

○ また，コンテナで輸出入される貨物の検査においては，貨物を一度コンテナから取

り出し，ベルトコンベアによりＸ線検査装置を通過させることから，時間とコストが

かかり，県内港湾の物流円滑化に支障が生じている。大型Ｘ線装置は，平成 25年度

末現在で，全国で 13港に設置済みである状況を鑑み，広島港及び福山港においても

早期に設置し，更なる物流の円滑化を図る必要があるとともに，広島港及び福山港の

利用者からも大型Ｘ線装置の設置要望を受けている。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    企業活動企業活動企業活動企業活動をををを支支支支えるえるえるえる物流基盤物流基盤物流基盤物流基盤のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化    

⑴ 企業活動を支える物流基盤の充実・機能強化を図る広島港・尾道糸崎港の着実な整備

に必要な予算を確保すること。 

○ 広島港臨港道路廿日市草津線（４車線化）の整備 

○ 広島港廿日市地区  第３航路を水深 12ｍに整備 

○ 尾道糸崎港機織地区 航路・泊地（水深 12ｍ，10ｍ）の整備（暫定水深の解消） 

⑵ 国際バルク戦略港湾に選定された福山港について，国家戦略として企業の国際競争力

に資するよう必要なソフト・ハードの総合的な対策を講じるとともに，港湾法に基づく

「特定貨物輸入拠点港湾」への支援措置の拡充を図り，選定港（福山港・水島港）を指

定すること。 

○ 開発保全航路〈備讃瀬戸北航路〉の計画水深 19ｍの確保 

○ 開発保全航路〈備讃瀬戸航路〉の漁業活動による航路閉塞の解消 

○ 船舶の運航効率改善に係る規制緩和等（余裕水深緩和，潮位利用） 

○ 企業及び地方の負担を軽減する新たな制度設計 

○ 福山港本航路を水深 18ｍに整備 

(3) コンテナで輸出入される貨物に対し，物流の円滑化を図るため，広島港及び福山港に

大型Ｘ線検査装置を設置すること。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内マックスマックスマックスマックスのののの満載入港満載入港満載入港満載入港をををを可能可能可能可能とするためとするためとするためとするため，，，，航航航航路水深路水深路水深路水深をををを確保確保確保確保するするするする    ・開発保全航路（備讃瀬戸北航路）の計画水深  １９ｍの確保 ・福山港本航路を水深１８ｍに整備 
＜＜＜＜航路水深航路水深航路水深航路水深のののの確保確保確保確保＞＞＞＞    

船舶船舶船舶船舶のののの運航効率改善運航効率改善運航効率改善運航効率改善のためのためのためのため，，，，航行規制航行規制航行規制航行規制のののの緩和緩和緩和緩和をををを図図図図るるるる    ・余裕水深緩和，潮位利用緩和による航行時間の  拡大＜＜＜＜航行規制航行規制航行規制航行規制のののの緩和緩和緩和緩和＞＞＞＞    
＜＜＜＜航行航行航行航行のののの円滑化円滑化円滑化円滑化＞＞＞＞    船舶船舶船舶船舶のののの通行通行通行通行をををを確保確保確保確保するためするためするためするため，，，，利用調整利用調整利用調整利用調整をををを図図図図るるるる    ・開発保全航路(備讃瀬戸航路)の漁港活動時期の  航路外航行の特例措置 ・漁業活動による航路閉塞の抜本解消

漁業活動漁業活動漁業活動漁業活動によるによるによるによる航路閉塞航路閉塞航路閉塞航路閉塞のののの解消解消解消解消 
瀬戸内海地域瀬戸内海地域瀬戸内海地域瀬戸内海地域のののの産業全体産業全体産業全体産業全体のののの競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化，，，，ひいてはひいてはひいてはひいては，，，，わがわがわがわが国産業全体国産業全体国産業全体国産業全体のののの底上底上底上底上げにげにげにげに資資資資することがすることがすることがすることが可能可能可能可能であることからであることからであることからであることから，，，，国策国策国策国策にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい事業事業事業事業スキームスキームスキームスキームのののの構築構築構築構築    
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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    観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流のののの拠点拠点拠点拠点となとなとなとなるるるる空港空港空港空港・・・・港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの強化強化強化強化    

○ 広島空港の更なる中枢拠点性向上を図るため，航空ネットワークの拡充に取り組ん

でおり，このため，空港の機能強化及び機能維持が重要な課題となっている。 

広島空港は，開港から 20年が経過し，施設設備の老朽化が進んでいることから，

とりわけ機能維持のための計画的な更新・修繕の実施が必要である。 

 

○ 厳島港宮島口は，国内外からの観光客が訪れる世界遺産宮島の玄関口として，ふさ

わしい受入れ施設の充実強化が必要である。平成 24年度から，地元廿日市市が中心

となり，「宮島口まちづくり推進協議会」を組織し，宮島のおもてなし向上に向けた

検討を行い，平成 25年９月には宮島口の整備に着手したところであり，ソフト・ハ

ードが一体となった取組を進めている。 

 

○ 三原市では，臨海部において地域住民や観光客が海と触れ合い，楽しみ，交流する

ための空間が少ないことから，臨海部の賑わい創出を図るため，平成 26年３月に「松

浜地区みなとの賑わいづくり基本方針」を策定した。今後は，基本方針をもとに，官

民一体で事業化に向けた検討を進める必要がある。 

 

○ 世界に類を見ない瀬戸内海の景観を国内外の人々にも体感していただくため，クル

ーズ客船の誘致に向けた積極的なセールス活動や客船の誘致・受入体制の充実を図っ

ているところである。 

  しかしながら，１万総トン以上のクルーズ客船は，関門海峡や瀬戸内海の一部エリ

ア（備讃瀬戸航路，来島海峡）を航行するためには，水先法により水先案内人の乗船

を義務付けられており，他港に比べ割高となっている。このため，外国クルーズ客船

が，瀬戸内海の航行を検討する上で支障となるケースもあることから，水先料の低減

要望を受けている。  

    

    

    

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    

空港事業（全国枠国費）         89,701百万円（対前年比 116.2％） 

港湾整備事業（全国枠国費）                 173,418百万円（対前年比 102.2％） 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費）    912,362百万円（対前年比 101.0％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）             1,084,057百万円（対前年比 103.6％） 

【国際バルク戦略港湾の取組状況】 

・平成 22年 11月 19日 投資効果の波及・増大を図るため，水島港と連携提案 

・平成 23年 5月 31 日 国際バルク戦略港湾に福山港・水島港が選定 

・平成 25年 7 月 22 日 福山港港湾計画の変更を公告 
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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    観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる空港空港空港空港・・・・港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能のののの強化強化強化強化    

⑴ 広島空港において滑走路及び誘導路等の計画的な更新・修繕を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 観光交流の拠点機能の強化を図る厳島港及び尾道糸崎港の着実な整備に必要な予算を

確保すること。 

○ 厳島港宮島口地区 

 世界遺産宮島の玄関口にふさわしい旅客桟橋や旅客ターミナル周辺の整備 

○ 尾道糸崎港松浜地区 

三原の水産資源を核とした賑わいを創出するための緑地等の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 大型クルーズ客船の誘致を促進するため，水先料金の低減化を講じること。 

  ○ 関門海峡，瀬戸内海航路の航行促進を図るため，国が定めている水先料金の上限値

の低減化を講じること。 

 

 

ターミナルターミナルターミナルターミナル 臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路緑地緑地緑地緑地
浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋

ターミナルターミナルターミナルターミナル 臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路緑地緑地緑地緑地
浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋厳島港厳島港厳島港厳島港    宮島口地区完成予想図宮島口地区完成予想図宮島口地区完成予想図宮島口地区完成予想図    

滑走路 誘導路 
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ⅠⅠⅠⅠ    「「「「人人人人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    

11111111    外国公館外国公館外国公館外国公館のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて     

（外務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

 大都市大都市大都市大都市にににに依存依存依存依存しないしないしないしない自立的自立的自立的自立的なななな広域国際交流圏広域国際交流圏広域国際交流圏広域国際交流圏のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた，，，，国際交流拠点国際交流拠点国際交流拠点国際交流拠点のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして，，，，

中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国ややややブラジルブラジルブラジルブラジル連邦共和国連邦共和国連邦共和国連邦共和国のののの総領事館総領事館総領事館総領事館などなどなどなど，，，，外国公館外国公館外国公館外国公館のののの集積集積集積集積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 

 

１ 本県は，アジアを中心とした国際交流を背景として，外国人登録者の８割強，留学生の

９割強をアジア諸国が占めるなど，アジアとの交流はこれまでになく深まっている。 

  特に，中国については，四川省との友好提携に基づく 29年の交流実績があり，また，上

海，成都，大連，北京への航空路線が就航していることから，今後も経済をはじめ各分野

における中国との交流が幅広く展開されるものと期待される。 

中国・四国地域においては，中華人民共和国の査証や旅券の発給等を含めた領事任務       

は大阪総領事館の所管（山口県は福岡総領事館の所管）となっていることから，総領事館

の設置による利便性の向上が望まれている。 

 

２ また，本県は，県民の移民を通じてブラジル連邦共和国と深いつながりがあり，県人会

の後継者の招聘事業や放射線被曝者医療従事者受入事業の実施など同国との交流促進を進

めている。 

中国・四国・九州地域においては，ブラジル連邦共和国の査証や旅券の発給等を含めた

領事任務は名古屋総領事館の所管となっている。加えて，広島県内で移動総領事館が毎年

開催されるとともに，本年 10月に行われる大統領選挙の在外投票場所について，中国・四

国・九州地域で広島県内が唯一選ばれたこと等から，総領事館の設置による利便性の向上

が望まれている。 

 

※ 総領事館の国内への設置には国の同意が，その所在地，領事管轄区域等の決定には国

の承認が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ブラジル連邦共和国と日本の総領事館設置状況） 

区     分 総 領 事 館 所 在 地 

ブラジル連邦共和国 東京，浜松，名古屋  

日     本 
クリチバ，サンパウロ，ベレン， マナウス， 

リオデジャネイロ，（レシフェ），（ポルトアレグレ） ※ レシフェ及びポルトアレグレは出張駐在官事務所。 

（中華人民共和国と日本の総領事館設置状況） 

区     分 総 領 事 館 所 在 地 

中華人民共和国 大阪，名古屋，新潟，札幌，福岡，長崎  

日     本 重慶，広州，上海，瀋陽，青島，香港，（大連） 
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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    広島市広島市広島市広島市へのへのへのへの中華人民共和国総領事館中華人民共和国総領事館中華人民共和国総領事館中華人民共和国総領事館のののの誘致誘致誘致誘致をををを支援支援支援支援することすることすることすること    

  広島県と中華人民共和国は，県と四川省，広島市と重慶市等の友好提携をはじめとして，

文化，教育，経済などを通じた交流の実績があるとともに，北京，上海など４都市と空路

で結ばれるなど，今後更なる交流の拡大が期待される。 

  中国・四国地域の自立的な国際交流機能を高めるため，広島市への中華人民共和国総領

事館の誘致を中華人民共和国政府へ働きかけること。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
２２２２    広島市広島市広島市広島市へのへのへのへのブラジルブラジルブラジルブラジル連邦共和国総領事館連邦共和国総領事館連邦共和国総領事館連邦共和国総領事館のののの誘致誘致誘致誘致をををを支支支支援援援援することすることすることすること    

広島県とブラジル連邦共和国は，移民を通じた深いつながりがあり，留学生や技術研修

員の受入れ，青少年国際交流事業の実施，県人会館の建設支援など同国との交流を促進し

てきた。 
また，本県には 2,700 人以上の，さらに中四国，九州を合わせると 6,200 人以上のブラ

ジル国籍の方々が生活している。 

中国・四国地域の自立的な国際交流機能を高めるため，広島市へのブラジル連邦共和国

総領事館の誘致をブラジル連邦共和国政府へ働きかけること。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

（広島県と中華人民共和国との交流概要） 区   分 内    容 中国籍外国人登録者数 14,553 人 （平成 24年 12 月現在） 中国からの留学生数 1,819 人 (平成 25年 5月現在） 中国路線国際旅客数 105,057 人（平成 25年度利用者数） 中国への進出企業数 214 社(地元企業)，60社(県外本社企業)（平成 25年 6月現在） 中国との定期航空路線 上海・成都，大連・北京  中国との友好提携 広島県・四川省，広島市・重慶市，三次市・雅安市雨城区， 庄原市・綿陽市，東広島市・徳陽市，大竹市・都江堰市， 府中市・平湖市 
 （中国総領事館所管区域） 総領事館 所管区域 大 阪 近畿，島根県，鳥取県，広島県，岡山県，四国 名古屋 愛知県，三重県，岐阜県，福井県，石川県，富山県 新 潟 山形県，福島県，新潟県，宮城県 札 幌 北海道，青森県，秋田県，岩手県 福 岡 山口県，九州（長崎県を除く），沖縄県，  長 崎 長崎県 ※その他の地域は大使館（東京）直轄 
 

（広島県とブラジル連邦共和国との交流概要） 区   分 内    容 ブラジル籍外国人登録者数 2,710 人（平成 24年 12月現在） ブラジルからの県費留学生･県受入技術研修員･青少年交流プログラム･南米県人会リーダー養成研修招へい 192 人（平成 25年度までの累計) 放射線被曝者医療従事者受入研修招へい 47 人（平成 25年度までの累計) ブラジルとの友好提携 東広島市・マリリア市 
 （ブラジル総領事館所管区域） 総領事館 所管区域 東 京 北海道，東北，関東，山梨県，新潟県，長野県 浜 松 静岡県 名古屋 中部(静岡県，山梨県，新潟県，長野県を除く)，近畿，中国，四国，九州，沖縄県 
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ⅠⅠⅠⅠ    「「「「人人人人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    

12121212    外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生のののの地方留学地方留学地方留学地方留学のののの促進促進促進促進についてについてについてについて 

（厚生労働省，法務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生がががが日本日本日本日本のののの地方地方地方地方にににに分散分散分散分散するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを整備整備整備整備しししし，，，，よりよりよりより多多多多くのくのくのくの優秀優秀優秀優秀なななな海外人材海外人材海外人材海外人材をををを地地地地

方方方方にににに定着定着定着定着させさせさせさせ，，，，地方地方地方地方のののの活性化活性化活性化活性化をををを推進推進推進推進するためするためするためするため，，，，各地域各地域各地域各地域ブロックブロックブロックブロックにににに「「「「留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」をををを設設設設

置置置置するするするするとともにとともにとともにとともに，，，，広島県広島県広島県広島県においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援センターセンターセンターセンター内内内内にににに「「「「ハローワークハローワークハローワークハローワーク

広島広島広島広島・・・・留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」をををを設置設置設置設置することすることすることすること。。。。またまたまたまた，，，，高度人材高度人材高度人材高度人材ポイントポイントポイントポイント制制制制においてにおいてにおいてにおいて，，，，新新新新たにたにたにたに「「「「地地地地

方留学方留学方留学方留学」」」」及及及及びびびび「「「「地方就職地方就職地方就職地方就職」」」」のののの項目項目項目項目のののの設置並設置並設置並設置並びにびにびにびに一定一定一定一定ののののポイントポイントポイントポイントをををを設設設設けることけることけることけること。。。。    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

（（（（現状現状現状現状））））    

○ 留学生の日本での就職希望者は約５割。就職率は約３割。 

○ とりわけ，地方の就職（定着）率は，約２割。特に広島県は，約１割。 

 ○ 就職先は首都圏・その他大都市圏に集中。 

 地域 就職者数（%） 卒業留学生総数（%） 全国 10,969 人（28.9%） 37,898 人（100.0%） 地方 5,715 人（22.9%） 25,003 人（100.0%） 広島県 95 人（11.3%） 838 人（100.0%） ※ 就職希望者数：平成 23年度私費外国人留学生生活実態調査（日本学生支援機構） ＜卒業後の進路希望として，52.2％が「日本において就職希望」と回答＞ ※ 就職者数：平成 24年（暦年）留学生等の日本企業等への就職状況（法務省入国管理局） ※ 卒業留学生総数：平成 23年度外国人留学生進路状況調査結果（日本学生支援機構） ※ 首都圏は，東京都，埼玉県，千葉県及び神奈川県の 1都 3県で 6割，その他大都市は，愛知県 6％，大阪府 9％。 
 

（（（（課題課題課題課題））））    

○ 留学生は，日本での就職活動に対する理解が不足する傾向にあり，大学及び行政は，

留学生が就職活動に関する情報をよりスムーズに取得できるよう，就職活動に関する情

報を拡充する必要がある。 

○ また，企業には，留学生採用情報として，望ましい人物像を，より明確にするととも

に，留学生に関する理解を深め，留学生を活用できる体制を構築することが求められる。 

○ 一方で，留学生は，企業が留学生に求める実践的なビジネス日本語能力の習得に努め

る必要がある。 

    

（（（（対策対策対策対策））））    

【広島県の取組】 

広島県留学生活躍支援センターを設置して，留学生を対象とする就職セミナーを実施

するとともに，企業に留学生の活用を呼びかけ，留学生活用セミナーなど県内留学生の

就職活動の支援に取り組んできた。また，平成２６年度においては，ビジネス日本語の

能力向上を支援するための研修を実施する。 

【ハローワーク広島の取組】 

外国人コーナーは設置されているが，新卒の留学生向けの就職活動情報の提供などの 

支援サービスは提供されていない。このため，早急に留学生コーナーが設置される必要

がある。 

【高度外国人材ポイント制度】 

日本再興戦略（平成 25年６月閣議決定）において，高度な技術や経営ノウハウを持つ

海外からの人材の日本での活躍を促進するための総合的な環境整備推進の一環として，

「高度外国人材ポイント制度」を見直すこととされ，平成２５年１２月，改正公告が施

行となったところである。  

留学生の就職が東京に一極集中する中，地方への高度人材の分散化を図るための措置

は，含まれてない。 
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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    広島県留学生活躍広島県留学生活躍広島県留学生活躍広島県留学生活躍支援支援支援支援センターセンターセンターセンター内内内内へのへのへのへの留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナーのののの設置設置設置設置    

  高度の専門的な知識・技術を有する外国人留学生の地方における就職を促進するため，

各地域ブロックの留学生への総合的な支援事業に取り組む自治体のハローワーク内に留学

生コーナーを設置し，地方における就職支援の取組を拡大すること。 

広島県においては，ハローワークと留学生活躍支援センターのサービスをワンストップ

で提供し，留学生の様々なニーズにきめ細かい対応を可能とするため，広島県が大学・経

済団体と連携して設置している留学生活躍支援センター内に「ハローワーク広島・留学生

コーナー」を設置すること。 

   

                     
                                    ※ 下線部は，平成 26年度中に開設の見込。       
２２２２    高度外国人材高度外国人材高度外国人材高度外国人材ポイントポイントポイントポイント制制制制におけるにおけるにおけるにおける「「「「地方留学地方留学地方留学地方留学」」」」及及及及びびびび「「「「地方就職地方就職地方就職地方就職」」」」ポイントポイントポイントポイント項目項目項目項目のののの追加追加追加追加    

    

        国では，「日本再興戦略」において，改めて，留学生 30 万人計画の実現を目指すことを

明確化されたが，この計画の実現のためには，留学生の受入について，地方を含めた日本

全体での留学生の受入の加速が必要と考えられる。 

 

  一方，国は高度外国人材を積極的に確保するため，平成 24年５月から高度外国人材ポイ

ント制度を導入。この制度によって，学歴，職歴，年収及び保有資格などの項目でポイン

トを算定し，一定の点数（70点）以上であれば，出入国管理上の優遇措置を講じている。 

また，平成 25 年 12 月，中小企業への優遇措置に係るボーナスポイント制度の導入など

が改善されたところである。 

 

高度外国人材ポイント制に，新たに，「地方留学」及び「地方就職」のボーナスポイント

項目を追加することにより，外国人留学生の地方留学及び地方就職を促進させ，留学生の

一極集中を分散化，さらには地域の活性化をもたらす仕組みの導入を検討すること。 

 

 

ハローワークハローワークハローワークハローワーク広島広島広島広島・・・・留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナー    

＋＋＋＋    

広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援センターセンターセンターセンター        ・留学生の受入促進 ・生活支援 ・就職支援  （就職相談，インターンシップ，企業説明会，留学生活用セミナー等） ・日本語学習    ・・・・外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生にににに対対対対するするするする職業紹介職業紹介職業紹介職業紹介    ・・・・留学生採用企業情報留学生採用企業情報留学生採用企業情報留学生採用企業情報のののの提供等提供等提供等提供等    ・・・・在留資格在留資格在留資格在留資格にににに関関関関するするするする相談相談相談相談    期待期待期待期待されるされるされるされる新新新新機能機能機能機能    ハローワークハローワークハローワークハローワーク・・・・留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナー    
福岡県の例 H21 H26 就職件数 27 108 相談者数 536 2,076 
 

設置県：東京，大阪，愛知，埼玉，千葉，京都，福岡 
広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援広島県留学生活躍支援センターセンターセンターセンター（（（（ひひひひろしまろしまろしまろしま国際国際国際国際センターセンターセンターセンター））））内内内内にににに    「「「「ハローワークハローワークハローワークハローワーク広島広島広島広島・・・・留学生留学生留学生留学生コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」をををを設置設置設置設置しししし，，，，ワンストップワンストップワンストップワンストップででででサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供    
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ⅡⅡⅡⅡ    「「「「新新新新たなたなたなたな経済成長経済成長経済成長経済成長」」」」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    国国国国のののの農政改革農政改革農政改革農政改革についてについてについてについて 

（農林水産省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用のののの推進推進推進推進とととと米政策米政策米政策米政策のののの円滑円滑円滑円滑なななな見直見直見直見直しししし    

⑴⑴⑴⑴    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた交付金制度交付金制度交付金制度交付金制度のののの充実充実充実充実 

⑵⑵⑵⑵    米米米米のののの生産調整生産調整生産調整生産調整のののの見直見直見直見直しへのしへのしへのしへの対応及対応及対応及対応及びびびび地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報のののの提供提供提供提供    

２２２２    日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度のののの一体的一体的一体的一体的なななな推進推進推進推進    

    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    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用のののの推進推進推進推進とととと米政策米政策米政策米政策のののの円滑円滑円滑円滑なななな見直見直見直見直しししし 

⑴⑴⑴⑴    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた交付金制度交付金制度交付金制度交付金制度のののの充実充実充実充実    

○ 国は，主食用米偏重ではなく，大豆や飼料用米，地域の振興作物など需要のある作

物への転換を進めるため，戦略作物（大豆や飼料用米など）や地域振興作物に交付金

（「水田活用の直接支払交付金」）を支払うことで，水田のフル活用を推進し，食料自

給率・自給力の向上を図ることとしている。 

本県がこの政策を着実に進めるためには，農業者が需要のある地域の振興作物や大

豆，飼料用米などに継続的に取組めるよう安定的に財源を確保する必要がある。 

 

○ 「水田活用の直接支払交付金」のうち「産地交付金」は，地域の振興作物（野菜）

などの作付けに対する助成であり，平成 26年度から，地域の特色を生かした産地づ

くりを支援する「産地戦略枠」が創設された。 

「産地戦略枠」は，作物の作付けに対する助成であることから，栽培に必要な排

水対策や販路拡大の取組などには活用できない外，助成金の単価に上限が設定され

るなど，地域の実情に応じた使途や単価の設定ができない。 

    

⑵⑵⑵⑵    米米米米のののの生産調整生産調整生産調整生産調整のののの見直見直見直見直しへのしへのしへのしへの対応及対応及対応及対応及びびびび地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報のののの提供提供提供提供    

○ 国は，平成 30年産米を目途に，米の生産調整の見直し（廃止）を判断するとした

が，見直しに向けた具体的な工程等が明らかにされておらず，廃止された場合には生

産現場で混乱を生じる恐れがある。 

 

○ また，現在，国から提供されている需給等の情報は県域レベルで示されていること

から，生産現場が売れ行きに応じて主体的に生産量を判断し作付する材料としては不

十分であり，県内市町単位など，地域ごとに販売価格，販売の進捗・在庫等の情報提

供が必要である。 

    

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    

 

新規提案 

 



40 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用のののの推進推進推進推進とととと米政策米政策米政策米政策のののの円滑円滑円滑円滑なななな見直見直見直見直しししし    

⑴⑴⑴⑴    水田水田水田水田フルフルフルフル活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた交付金制度交付金制度交付金制度交付金制度のののの充実充実充実充実    

○ 主食用米から需要のある作物への転換を着実に進めるには，今後の生産拡大が図れ

るよう「水田活用の直接支払交付金」について，安定的に財源を確保すること。 

 

○ 「産地交付金」については，地域の施策展開に沿った産地育成が早期に実現できる

よう「産地戦略枠」を拡大するとともに，自由に使途や単価が設定できる裁量の高

いものとすること。 

  

⑵⑵⑵⑵    米米米米のののの生産調整生産調整生産調整生産調整のののの見直見直見直見直しへのしへのしへのしへの対応及対応及対応及対応及びびびび地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報地域別需給等情報のののの提供提供提供提供    

○ 生産者等が中心となって需要に応じた生産が行える状況とするための具体的なス

キームや現場へ浸透させる具体的方策を明らかにするとともに，価格や在庫等に関す

る情報は，生産者等の判断材料となるよう，市町やＪＡ単位のきめ細かいものとする

こと。 

 

 

○○○○○○○○町町町町    ＪＡＪＡＪＡＪＡ□□□□□□□□    
△△△△△△△△市市市市    

県段階のみ 
前年生産量 在庫量 月別販売量 次年産作付量  

生産・在庫量 販売量 次期作付量  

生産・在庫量 販売量 次期作付量 

 

生産・在庫量 販売量 次期作付量 きめ細かな 情報提供 
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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    日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度のののの一体的一体的一体的一体的なななな推進推進推進推進 

○ 近年の農村地域の高齢化，人口減少等により，地域の共同活動等によって支えられ

ていた農業農村の国土保全，水源かん養，景観形成等の多面的機能の発揮に支障が生

じつつあることから，国においては，日本型直接支払制度（多面的機能支払）を創設

した。 

 

○ これまで実施されていた中山間地域と平地地域とのコスト差（生産費）を補正する

中山間地域等直接支払制度は，基本的枠組みを維持しつつ継続されているが，水路・

農道等の管理活動（泥上げ，草刈り等）などは，今回創設された多面的機能支払（農

地維持支払）でも支援対象となっており，対象が重複している。 

 

○ 農地の約７割が中山間地域等直接支払対象地域となっている（全国では３割が対象）

本県では，農業の競争力強化と農山漁村地域の活力の向上に向け，生産条件の不利な

面を補正する施策と，基本的な農地や農業用施設の維持管理を行う施策は一体的に進

める必要があるが，制度がそれぞれ独立していることから，運用において地域で混乱

が生じやすく，事務手続きも煩雑となり，地域でのこれらの基礎的な活動の一体化の

課題となっている。 

 

 

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 
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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    日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度日本型直接支払制度のののの一体的一体的一体的一体的なななな推進推進推進推進    

○ 平成 27年度からの日本型直接支払制度の法制化に合わせ，中山間地域等直接支払と

多面的機能支払で取組内容が重複する農地，水路，農道等の管理活動を基本部分として

多面的機能支払に統合した上で，中山間地域と平地地域の生産費較差を加算される制度

とすること。 

 

○ その上で，中山間地域等直接支払の加算措置(規模拡大・法人設立など)を追加する制

度設計とされるよう要望する。  

 

○ 法制化に合わせ，中山間地域等直接支払と多面的機能支払を一体的な制度とし，協定

期間の始期をともに平成 27年度とすること。 

 なお，平成 26年度から取り組んでいる多面的機能支払の協定は，終期を平成 31年度

までの６年間とすること。 

 

◇現状                      ◇提案の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

農地農地農地農地，，，，農道農道農道農道，，，，水路等水路等水路等水路等のののの地域資源地域資源地域資源地域資源のののの基礎的基礎的基礎的基礎的なななな保全活動保全活動保全活動保全活動    

 
 
 
 
 
 等                        

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの制度制度制度制度がががが独立独立独立独立    

21,000 円/10a

9,200 円/10a 

中山間地域 等直接支払 
多面的 機能支払 環境保全型農業直接 支払  

生産費較差部分 
多面的 機能支払   ◆ 水路・農道等の管理活動 ◆ 景観作物の作付け  等 

日本型直接支払日本型直接支払日本型直接支払日本型直接支払ととととしてしてしてして    基盤基盤基盤基盤をををを共通化共通化共通化共通化しししし一体化一体化一体化一体化    環境保全型 農業直接 支払 

◆ 水路・農道等の管理活動 ◆ 景観作物の作付   等 

日本型直接支払日本型直接支払日本型直接支払日本型直接支払    

景観作物の作付水路の泥上げ 水路の草刈 

30,200 円/10a ◆中山間地域における農業生産条件不利を補正する経費 
基本部分  

加算措置 
加算措置 
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ⅡⅡⅡⅡ    「「「「新新新新たなたなたなたな経済成長経済成長経済成長経済成長」」」」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    

14141414    活力活力活力活力あるあるあるある都市都市都市都市づくりをづくりをづくりをづくりを支支支支えるえるえるえる都市施設都市施設都市施設都市施設のののの整備整備整備整備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 

（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    都市交通網都市交通網都市交通網都市交通網のののの整備整備整備整備推進推進推進推進 

２２２２    流域下水道流域下水道流域下水道流域下水道のののの整備整備整備整備推進推進推進推進    

    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    都市都市都市都市交通網交通網交通網交通網のののの整備整備整備整備推進推進推進推進    

物流機能を強化する広域交通ネットワークを構築する街路や，交通渋滞を緩和する街

路の整備を進めるとともに，鉄道により分断された市街地の一体化を図るための連続立

体交差事業に取り組んでいる。 

これらの事業は，本県の広域的な交流・連携基盤の強化を図り，また，コンパクトで

住みやすく豊かなまちづくりを進めるとともに，円滑な都市活動を支え，地域活動の活

性化を図る重要な都市基盤整備事業であり，早期実現が必要である。 

(1) 大洲橋青崎線   平成 25年  1 月 事業認可～現在 工事促進中 

(2) 佐方線       平成 25年 12 月 事業認可～現在 用地買収促進中 

(3) 広島市東部地区連続立体交差事業 

平成14年3月 事業認可～現在 用地買収促進及び見直し検討中 

    

２２２２    流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道のののの整備整備整備整備推進推進推進推進    

流域下水道事業は，着手から20年以上が経過し，新設整備から，老朽化施設の本格的な

改築更新の段階へと移行している。健全な汚水処理継続のため，老朽化した機械・電気設

備の計画的な改築更新が必要である。 

また，地域の環境問題に加えて，地球温暖化など地球規模で環境を考えなければならな

い時代を迎え，下水道未利用エネルギーの効率的利用が一層強く求められている。 

  

【参考】広島県の流域下水道 

(1) 太田川流域下水道（瀬野川処理区） 

昭和63年度 処理施設供用開始，平成13年度 幹線完成 

(2) 芦田川流域下水道（芦田川処理区） 

昭和59年度 処理施設供用開始，平成19年度 幹線完成 

(3) 沼田川流域下水道（沼田川処理区） 

平成７年度 処理施設供用開始，平成22年度 幹線完成 

 

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    

 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費） 912,362 百万円（対前年度比 101％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）      1,084,057 百万円（対前年度比 104％） 
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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    都市交都市交都市交都市交通網通網通網通網のののの整備整備整備整備推進推進推進推進    

(1)  都市計画道路の整備の推進 

○ （継続）大洲橋青崎線，佐方線 

 

(2)  広島市東部地区連続立体交差事業の推進 

○ 広島市東部地区連続立体交差事業については，公共事業をめぐる環境が大きく変化

する中で，現在，実現可能な見直し案の検討を進めている。 

事業実施に当たっては，巨額な地方負担が生じることから，安定的に事業推進が図

られるような予算確保及び財政状況の厳しい地方の裏負担への支援として，一般財源

の平準化と低減のため，貸付金の償還時に交付税措置がなされるような無利子貸付制

度の創設など，新たな支援スキーム等の検討を行うこと。 

○ 鉄道事業者への委託については，「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透

明性の確保の徹底に関する申し合わせについて（平成 21年 1月 22日通知）」の調整

会議において，透明性の更なる確保のための改善方法及び競争性が確保される入札契

約方式の導入等について，鉄道事業者と積極的な調整を行うなど，透明性・競争性が

確保されるよう努めること。 

 

２２２２    流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道のののの整備整備整備整備推進推進推進推進    

(1)  今後増大する，老朽化した施設設備の改築更新の推進 

○ 太田川流域下水道（東部浄化センター） 

○ 芦田川流域下水道（芦田川浄化センター） 

○ 沼田川流域下水道（沼田川浄化センター） 

(2)  下水汚泥固形燃料化事業の推進 

○ 芦田川流域下水道（芦田川浄化センター） 
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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    米軍機米軍機米軍機米軍機によによによによるるる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等中止等中止等中止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 

○ 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，駐日

米国大使及び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。 

 

○ 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る中，空中給油機 KC-130 飛行隊 15

機が，早ければ本年６月に岩国基地へ移駐されることが決定した。今後，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る。  

 

○ また，平成 24年 10 月に沖縄県普天間基地へ配備されたオスプレイは，平成 25年３月に，

岩国基地を経由した飛行訓練等を開始した。加えて，平成 25 年８月には，オスプレイ１

２機が普天間飛行場へ追加配備されたところである。本県では，オスプレイの事故再発防

止のための安全対策等について十分な説明を行うよう要請を行ってきたが，未だ地域住民

の理解が得られているとは言いがたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

市町別目撃情報（平成 25年度） 市   町 北広島町 安芸太田町 廿日市市 三次市 大竹市 庄原市 江田島市 安芸高田市 広島市 目撃実日数 179 日 120 日 24 日 13 日 13 日 13 日 12 日 6 日 3 日 目 撃 件 数      1,058件 265 件 57 件 29 件 19 件 17 件 71 件 12 件 3 件 ※ 目撃実日数の県合計は 205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。） 
 年度別推移 年 度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 目撃実日数 

(週末・休日) 213 (22) 236 （37） 233 (36) 236 (37) 205 (29) 目 撃 件 数      
(週末・休日) 805 (45) 1,479 （92） 2,049 (117) 1,727 (84) 1,531 (66) 

 国が設置した騒音測定器の 70ｄＢ以上の航空機騒音の発生回数等（平成 25年度） 設置場所 区分 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 合計 北広島町 実日数 10 日 15 日 13 日 11 日 12 日 6 日 15 日 82 日 回 数 43 回 83 回 65 回 27 回 36 回 25 回 41 回 320 回 ※ 国が設置した騒音測定器の測定データは，平成 25年 9月分から公表開始 
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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低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練のののの中止等中止等中止等中止等についてについてについてについて    

平成 25年度においては，目撃実日数 205 日，目撃件数 1,531 件と，多くの目撃情報が

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 29 日，目撃件数は 66 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。 

⑴ 米軍機の低空飛行訓練及びそれに伴う騒音被害の実態を明らかにすること。 

特に，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

調査を要請してきたところであるが，平成 25 年８月，国において，岩国基地の周辺地

域以外では初めて，北広島町へ騒音測定器を設置されたところである。 

９月からの半年余りの測定結果を見ると 70dBを超える騒音が 10 月には 15 日間，83

回，このうち 19時から 22時では 50回測定されている。また，26年３月においては，

22 時以降の航空機騒音が６回測定されている。他の苦情の多い地域においても同様の

状況が予想されるため，追加設置による調査体制の整備を充実し，実態を明らかにする

こと。 

  また，米軍機の訓練における空域使用について国と米軍との事前調整の内容が明らか

にされたところであり，今後は，国の責任において，米軍機の訓練内容について，関係

自治体及び地域住民に事前に情報提供を行うこと。 

⑵ 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。 

  今回，北広島町へ設置された騒音測定器のデータにより，県民が生活している地域で

の影響が出ていることが明らかになったところである。今後，この調査結果も活用し，

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に措置すること。 

⑶ 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    

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，安全対策の徹底と米軍機の低空飛

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，鹿児島県馬毛島を検討対象として調

整されているところであるが，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。 
また，米空母艦載機の離着陸訓練（ＦＣＬＰ）について，岩国基地で実施しないこと

及び硫黄島の代替施設として岩国基地を指定しないよう米側に求めること。 
    
４４４４    オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全対策等安全対策等安全対策等安全対策等にににに関関関関するするするする説明説明説明説明についてについてについてについて    

オスプレイの事故再発防止のための安全対策について，国の責任において，関係自治

体及び地域住民が納得できるよう十分な説明を行うこと。 

さらに，オスプレイの訓練については，実施方法や実施上の具体的な安全対策等の措置

を講じた上で，関係自治体及び地域住民の不安が払拭されるよう十分な説明を行うこと。 

 

５５５５    オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの訓練計画等訓練計画等訓練計画等訓練計画等にににに関関関関するするするする説明及説明及説明及説明及びびびび訓練訓練訓練訓練のののの事前通知事前通知事前通知事前通知についてについてについてについて    
オスプレイの飛行訓練については，飛行ルートや頻度など詳細な訓練計画等について

十分な説明を行うこと。 

また，住民生活に影響が大きい訓練については，事前に関係自治体に通知を行うこと。    
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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    

16161616    地地地地域医療体制域医療体制域医療体制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確確確保保保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 24 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    

平成 24年末の就業看護職員数は， 

平成 22年から 1,260 人増加してい 

るものの，需給ギャップの改善には 

至っておらず，依然として不足の状況が継続する見込みである。離職が多く，復職が進

んでいないことが主な要因であるが，さらに，今後は，新規養成数の伸び悩みにより，

県内就業の増加が鈍化することが懸念される。  

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 25年度 広島県分削減額 211 百万円，31％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    

がん検診については，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が，

実際には健康保険組合等の多くの医療保険者が任意に検診を実施しており，実施主体や

検診対象者の範囲等が明確でない。また実施主体間での情報の連携がないことなどから，

効率的な受診勧奨・再勧奨が困難であり，受診率向上を阻害する大きな要因の一つとな

っている。 

○○○○    在宅緩和在宅緩和在宅緩和在宅緩和ケアケアケアケアのののの推進推進推進推進    

地域包括ケアを進めるなかでも，がん患者の在宅緩和ケアは医療を中心とした多職種

の連携と急変時の病院との連携が重要であり，地域で具体の実践を進めていくためには，

地域の特性や社会資源の実情に応じた取組を支援する必要がある。    

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    

質の高い医療サービス実現（全国枠国費）     10,571,035 百万円（対前度年 102.7％） 

無医地区数無医地区数無医地区数無医地区数    区 分 １ ２ ３ 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移推移推移推移    (人) 
H１５年度採用実績（A） H２6年度採用実績（B） 増減（B-A） １８１ １５７ ▲２４          

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 
(A) 

供給数 
(B) 

不足数 
(B－A) 充足率 

(B/A) H27 年 44,378 43,785 ▲593 98.7％     
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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。。。。    

国国国国ではではではでは，，，，「「「「医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの提供体制改革提供体制改革提供体制改革提供体制改革のためののためののためののための新新新新たなたなたなたな財政支援制度財政支援制度財政支援制度財政支援制度」」」」をををを創設創設創設創設されされされされ

たがたがたがたが，，，，医師偏在医師偏在医師偏在医師偏在のののの是正是正是正是正やややや医療人材医療人材医療人材医療人材のののの養成等養成等養成等養成等のののの課題課題課題課題にににに対対対対してはしてはしてはしては，，，，抜本的抜本的抜本的抜本的なななな医療医療医療医療制度改革制度改革制度改革制度改革やややや更更更更なななな

るるるる継続的継続的継続的継続的なななな財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援がががが求求求求められているところであるめられているところであるめられているところであるめられ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対対対

策策策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具体的な方策が示されていない。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等への支援 

地域医療を担う医師の絶対数を確保するため，医学部地域枠による医学部定員増員

の恒久化と継続的な財政的支援を図ること。 

（3）看護師等の養成の支援 

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

の専任教員を養成，確保する制度の見直しを図ること。 

（4）看護職員の勤務環境改善の推進 

出産・子育て・介護・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，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。特に，介護をしながら働きつづけることができる短時間勤務制度の義務化など制度

整備を行うこと。 

    

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，へき地診療所等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医療拠点病院へ医師派遣を行う医療機関につ

いて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）がん検診の実施主体等の法的位置付けの明確化 

効果的・効率的な受診勧奨を実施するために，特定健診と同様に，検診実施者の役

割や検診対象者等を含め，がん検診の実施範囲について法的に明確に位置付けること。 

また，検診実施者間の情報共有が可能となるよう，法整備を行うこと。 

（4）在宅緩和ケアの推進 

地域の実情に応じたがんの在宅緩和ケアを進めるため，診療報酬・介護報酬におけ

る多職種連携やそのコーディネイト，また，双方向での病診連携に対する評価をさら

に充実すること。 
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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    

17 17 17 17 (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    

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日常生活に介護を要する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。 

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，減少傾向にある。    

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    原子爆弾原子爆弾原子爆弾原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    

〇 原爆症認定制度の見直しのため，平成 22年 12月以降，計 26 回の検討会が開催され，

平成 25年 12月４日に最終報告書が取りまとめられ，平成 26年１月から新基準が適用さ

れることとなった。 

○ 原爆被爆者対策費（全国枠国費） 144,800 百万円（対前年度比 97.8％） 

○ 在外保健医療助成事業の上限額引上げ（25年度→26年度：17.6 万円→30 万円（30 万

円を超える部分についても一定条件のもとに支給）） 

２２２２    老人保健事業推進費等補助金老人保健事業推進費等補助金老人保健事業推進費等補助金老人保健事業推進費等補助金（（（（原爆分原爆分原爆分原爆分））））（全国枠）695 百万円（対前年度対比 100.0%）    

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 

○ 毒ガス障害者対策費（全国枠国費） 700 百万円（対前年度比 87.5％） 

 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 22224444 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）  27,388 人 80.8 歳 広 島 市       64,302 人 78.3 歳 県 全 体       91,690 人 79.1 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  

アアアア    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 

イイイイ    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 

ウウウウ    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理解と実態に応じた支援 

エエエエ    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 

オオオオ    原爆症認定原爆症認定原爆症認定原爆症認定制度制度制度制度のののの更更更更なるなるなるなる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    

○ 新基準の運用状況を検証し，より被爆者救済に資するよう，更なる制度の見直し 

○ 原爆症認定のより一層の速やかな審査 

 (3) 在外被爆者の援護を推進すること 

アアアア    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，早急に措置を講じること。 

イイイイ    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 

 アアアア    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しししているているている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。 

イイイイ    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    

ウウウウ    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 

 

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    

17171717    (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：18か国 415 人（平成 26年 3月現在） 

  ○ 専門家の派遣：16か国 201 名（平成 26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…医学生のインターン派遣，国際医療研修会開催 等 

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

○ 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 90％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 

 

世界で唯一の被爆地を有している国として，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貢献を果たす必要があることから，広く放射線被ばく者医療分

野を対象とした事業に対する助成制度を創設すること。 

 

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
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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    

18181818    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，農林水産省，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    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 

２２２２    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整備整備整備促進促進促進促進    

３３３３    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    

４４４４    微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ２２２２．．．．５５５５））））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 

 

１１１１    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。 

 

２２２２    瀬戸内海国立公園施瀬戸内海国立公園施瀬戸内海国立公園施瀬戸内海国立公園施設設設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 690 万人（広島県分）を超える方々に利用されている。 

広島県では，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。 

 

３３３３    特定外来特定外来特定外来特定外来生物生物生物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（平成 26年４月現在２県７市１町が加入）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とともに，平成 24

年には人身被害のおそれのあるセアカゴケグモが確認されており，新たな脅威となってい

る。 

    

４４４４    微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ２２２２．．．．５５５５））））対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

ＰＭ２．５については，健康への影響や生成要因などが十分に解明できていない。また，

西日本のＰＭ２．５の約５割程度が中国からの排出の影響を受けているともいわれてお

り，発生源対策には国際協力が不可欠である。さらに，住民への情報提供の充実が課題と

なっているが，インターネットを使わない住民への情報提供が不十分である。 
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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    

１１１１    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    

予算措置はされていないが，瀬戸内海再生議員連盟（自民党所属国会議員 48名で構成）

で勉強会が開催されている。平成 25年 11月に開催された議員連盟の第 5回勉強会では，

知事・市長会議（広島県も参加）と関係省庁（環境省，農林水産省）も出席し，関係省庁

とプロジェクトチームを立ち上げて検討する方向で合意。 

 

２２２２    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    

自然公園等事業費（全国枠国費）        8,458百万円（対前年度比 103.2％） 

 

３３３３    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    

生物多様性保全推進支援事業（全国枠国費）   130百万円（対前年度比 68.1％） 

 

４４４４    微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ２２２２．．．．５５５５））））対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

大幅に予算が拡充され，健康影響や生成要因の解明，中国への環境国際協力も行われて

いるが，未だ具体的な成果が出るには至っていない。また，PM2.5の注意喚起については，

専門委員会で運用方針を見直し，午前・午後の二段階で予報するよう改善 

 

微小粒子状物質(ＰＭ２．５)及び光化学ｵｷｼﾝﾀﾞﾝﾄの総合的な対策の推進（全国枠国費） 

        598百万円（対前年比 249.2％） 

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。 

 

２２２２    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を計画的に促進すること。 

     

３３３３    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。特定外来生物の防除に係る関係機関の役割分担を明確にするとともに，役割分担 

に応じた財政措置を講ずること。 

 

４４４４    微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ（ＰＭ２２２２．．．．５５５５））））対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

ＰＭ２．５における健康影響や生成要因などの調査研究の一層の推進を図るとともに，

国家間の環境協力により発生源対策を進めること。また，インターネットを使わない住

民へも情報が行き届くよう，地上デジタル放送の活用などにより，「そらまめ君（環境省

の大気汚染情報）」データの情報発信を充実させること。 
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ⅣⅣⅣⅣ「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域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    

19191919    中山間地域振興中山間地域振興中山間地域振興中山間地域振興等等等等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 

（総務省，国土交通省，農林水産省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    改正改正改正改正されたされたされたされた過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの自立促進自立促進自立促進自立促進をををを図図図図

ることることることること 

２２２２    離島離島離島離島，，，，半島等半島等半島等半島等のののの条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域についてもについてもについてもについても，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，振興対策振興対策振興対策振興対策をををを推進推進推進推進することすることすることすること    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

○ 県内の中山間地域の現状は，人口減少や少子高齢化が進展する中で，農林水産業の衰退，

農地の荒廃による県土保全への影響，商店や公共交通など生活を支える機能・サービスの

縮小，地域の担い手の不足による地域コミュニティや集落機能の衰退など，大変厳しい状

況にあるが，中山間地域は，県土保全，水源の涵養や農林水産物などの食料供給など，安

全・安心を確保する公益的機能を有しているとともに，豊かな自然環境や良好な景観，伝

統芸能などの文化や歴史の伝承など，県民に広く潤いや季節感を与え，豊かな暮らしを支

える源となっているものと考えている。 

○ このため，広島県では，平成 25年 10 月に策定した「中山間地域振興条例」において，

県民の自主的かつ主体的な地域づくりの促進，産業の振興等による雇用機会の創出，定住

の促進に必要な環境の整備，多様な主体の交流及び連携による地域づくりを基本方針とし

て掲げ，豊かで持続可能な中山間地域の実現を目指し，取組を進めているところである。 

                                        

    項目 人口（Ａ） 面積（Ｂ） 人口密度（Ａ／Ｂ） 広島県全域 2,860,750 人 8,480k ㎡ 337.4 人／k㎡ 
 うち中山間地（構成比） 388,670 人（13.6％） 6,062k ㎡（71.5％） 64.1 人／k㎡（-） 
 うち他の地域（構成比） 2,472,080 人（86.4％） 2,418k ㎡（28.5％） 1,022.4 人／k㎡（-） 
    

参考参考参考参考    過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正（（（（平成平成平成平成 26262626 年年年年 4444 月月月月 1111 日施行日施行日施行日施行））））のののの概要概要概要概要    

⑴ 平成 22年の国勢調査結果を用いた指定地域の追加（府中市が全域過疎地域に変更） 

⑵ 過疎対策事業債（ハード）の対象施設の拡充（一般廃棄物処理のための施設 等） 

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    

平成 26年度地方債計画額 過疎対策事業債 3,600 億円（対前年度比 18.0％増） 

広広広広島県島県島県島県のののの中山間中山間中山間中山間地域地域地域地域のののの状況状況状況状況    

広島県の中山間地域 
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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    改正改正改正改正されたされたされたされた過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの自立促進自立促進自立促進自立促進をををを図図図図

ることることることること    

⑴ 過疎対策の推進に当たっては，過疎地域が有する国土の保全，水源の涵養や安全・安

心な食料の供給などの公益的機能について，都市住民も含めた国民全体が認識するよう

努めるとともに，人口減少や高齢化等の進行が著しい過疎地域において地域力の維持・

強化が図られるよう，地域おこし協力隊や集落支援員などの集落を支援する人材の確保

策を引き続き講じること。 

 

⑵  過疎地域が実施するソフト事業については，平成 22年度の法改正により，地域医療

の確保，集落の維持・活性化，生活交通の確保等への過疎対策事業債の拡充が図られた

ほか，平成 25年度の法改正では，地域鉄道，一般廃棄物処理施設，公立小中学校の屋外

運動場及びプール整備等への拡充が図られたところである。    

今後も過疎対策事業の重要性はますます高まっていくものと考えられることから，過

疎対策事業債の額の確保を図るとともに，引き続き国補助事業の維持・充実を図ること。 

    

２２２２    離島離島離島離島，，，，半島等半島等半島等半島等のののの条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域についてもについてもについてもについても，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，振興対策振興対策振興対策振興対策をををを推進推進推進推進することすることすることすること        

⑴ 過疎地域，とりわけ島嶼地域においても，生活交通として欠かせない生活航路につい

て，過疎化の進行による利用者の減少や燃料費の高騰などにより，航路の廃止や減便な

どが迫られていることから，こうした状況を踏まえた維持・確保対策を講じること。 

また，新たな高速道路料金制度の導入が，架橋地域周辺の生活航路等に対して影響 

を及ぼすことが想定されるため，国の責任において，利用者の減少によって生じる負担 

に対し，迅速かつ適切な支援制度を創設すること。 

 

⑵ 離島航路整備法等に基づく現行の離島航路補助については，終点の市町村が異なる複

数航路も補助対象とするなどの改正が行われているが，瀬戸内海の離島航路の特殊性を

考慮し，より一層の補助要件の緩和を行うこと。 

 

 ⑶ 半島振興法の法期限が平成27年３月末に迫っているところであるが，引き続き半島地

域の促進を図る必要があることから，法期限を延長すること。 

 

⑷ 安芸灘諸島など，本土との連絡架橋の整備によって，離島地域の指定が解除された条  

件不利地域については，地域の実情を踏まえ，半島地域の指定要件緩和等の措置を講じ

るなど，引き続き振興対策を推進すること。    
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ⅣⅣⅣⅣ    「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域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    

20202020    地域地域地域地域のののの情報化推進情報化推進情報化推進情報化推進にににに対対対対するするするする支援支援支援支援についてについてについてについて 

（総務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送移行後放送移行後放送移行後放送移行後におけるにおけるにおけるにおける難難難難視聴対視聴対視聴対視聴対策策策策のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

２２２２    条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域におけるにおけるにおけるにおける情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

    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    地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送移行後放送移行後放送移行後放送移行後におけるにおけるにおけるにおける難難難難視聴対視聴対視聴対視聴対策策策策のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

  地上デジタル放送への移行に伴い，広島県は独自の支援制度を創設し，市町と連携して

その解消に取り組んだが，地上デジタル放送への移行は，国策として行われたものである

のでこれに要する係る費用は，本来国及び放送事業者が負担すべきものである。 

  また，共聴施設の新設や難視聴対策として地元自治体が行ったケーブルテレビ網の整備

については，整備後の維持管理費が新たに必要であるため，国及び放送事業者の責任にお

いて支援措置を講じる必要がある。 

  ○ 広島県の独自の支援実績（平成 22～24 年度） 134,799 千円 

     ※市町においてもほぼ同額を負担 

 

２２２２    条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域におけるにおけるにおけるにおける情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

  超高速ブロードバンドや，携帯電話などの情報通信基盤の普及率は，代表的な超高速ブ

ロードバンドサービスである FTTH で約 46％，携帯電話で約 99％と，住民に身近なものと

なっている。 

  しかし，超高速ブロードバンドや携帯電話が利用できない地域は，なお少数とはいえ残

存しており，こうした地域は，採算面から民間の事業展開が見込めず，また，地元市町が

基盤整備を主導する場合，整備後の安定的な運用を確保するためのランニングコストも含

め，多大な負担を強いられるため，国の支援の拡充・新設が必要である。 

  ○ 超高速ブロードバンド基盤を自ら整備した市町の数 13 市町/23 市町 

  ○ 携帯電話の基地局を自ら整備した市町の数      8 市町/23 市町 

  ○ 超高速ブロードバンドのサービスエリア外の世帯の割合    1.1％(25 年 3月末) 

  ○ 携帯電話のサービスエリア外の居住人口の割合      0.05％(25 年 3月末 全国) 

    

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    

 

地上デジタル放送受信環境の整備  194,400 百万円（対前年比 95.0％） 

情報通信利用環境整備推進事業       510 百万円（対前年比 63.8％） 

離島海底光ファイバ等整備事業（補正） 800 百万円（皆増） 
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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    地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル放送移行後放送移行後放送移行後放送移行後におけるにおけるにおけるにおける難難難難視聴対視聴対視聴対視聴対策策策策のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

⑴ 新たな難視地区の対策として，これまでに地方公共団体（県，市町村）が共聴施設の         

新設に対して負担した経費について，電波利用料財源を活用するなどにより，国及び放

送事業者の責任において，過去に遡って全額を還元すること。また，電柱共架料や伝送

路の整備について，国の補助制度は拡充されてきているが，一方で制度拡充前の整備事

業との不均衡が現に生じているため，こうした不均衡を解消するための措置を講じるこ

と。 

⑵ 共聴施設の新設や難視聴対策として行ったケーブルテレビ網の整備により，新たに必

要となった維持管理経費について，国及び放送事業者の支援措置を講じること。 

 

２２２２    条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域におけるにおけるにおけるにおける情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備情報通信基盤整備のののの支援支援支援支援のののの拡充拡充拡充拡充    

⑴ 条件不利地域における情報通信格差を是正し，地域ニーズに応じた環境整備が一層図     

られるようにするため，超高速ブロードバンドや携帯電話などの情報通信基盤を地元市

町が整備する場合の国の財政支援の拡充及び安定的な運用の確保のためのランニング

コストに対する支援策の新設並びに条件不利地域での民間事業者の設備投資を促す支

援策の拡充を行うこと。 

⑵ 国は，情報通信利用環境整備推進事業により，超高速ブロードバンド基盤整備を実施

する市町村に対する支援を実施しているが，医療・教育等の公共アプリケーションの導

入・利活用を前提とし，また，サービス提供開始から２年後を目途に整備対象世帯数の

半数以上の加入を見込むことを求めており，条件が厳しいため，より市町村の実態に合

った柔軟な支援が行えるよう，条件を緩和すること。 
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事務・事業，権限の移譲等   
○○○○    国国国国からからからから県県県県へへへへ移譲移譲移譲移譲すべきすべきすべきすべき事務事業事務事業事務事業事務事業    

▷  ４haを超える農地転用許可を県へ移譲すること。なお，２haを超える知事の許可について

は国への事前協議制を廃止すること。 

▷  県内で完結する国道の管理権限を県へ移譲すること。 

▷  一級河川の管理権限を県へ移譲すること。 

▷  商工会議所法に係る許認可権を県へ移譲すること。 

▷  ハローワーク特区及び一体的取組を地方の提案に沿って速やかに進め，移管可能性の検証を

行い，職業安定業務を県へ移管すること。 

▷  給水人口が５万人を超える水道事業の認可・指導監督権限を県へ移譲すること。 

▷  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条第1項に係る計

画の認定権限と支援に必要な財源を都道府県に移譲すること。  

 

 

○○○○    国国国国からからからから基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へへへへ移譲移譲移譲移譲すべきすべきすべきすべき事務事業事務事業事務事業事務事業    

▷  民生児童委員の任命権限を基礎自治体へ移譲すること。 

▷  国立公園における木竹伐採等の許可を基礎自治体へ移譲すること。 

 

 

○○○○    県県県県からからからから基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へのへのへのへの事務事業事務事業事務事業事務事業のののの移譲移譲移譲移譲をををを促進促進促進促進等等等等するためのするためのするためのするための制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しししし    

〔基礎自治体への移譲促進〕 

▷  母子寡婦福祉資金の貸付・償還事務について，市及び福祉事務所設置町が実施主体となるよ

う制度の見直しを行うこと。 

▷  麻薬取扱者に交付する免許について，交付自治体の管轄区域のみでなく，国内全域で有効と

なるよう制度の見直しを行うこと。 

 

〔基礎自治体の裁量権拡大〕 

▷  大規模小売店舗の新設等の届出及び特定工場の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定

を基礎自治体が行えるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  屋外広告物法第28条により屋外広告物事務を行う景観行政団体である基礎自治体に対して，

都道府県の条例による移譲ではなく，自らの判断と責任で簡易除却等を実施できるよう制度の

見直しを行うとともに，それに応じた普通交付税等の必要な財源措置を講じること。 

 

〔基礎自治体への確実な財源措置〕 

▷  町が設置する福祉事務所の経費について，市と同様に普通交付税で措置されるよう制度の見

直しを行うこと。 

▷  特別児童扶養手当事務について，基礎自治体も実施できる事務となるよう制度の見直しを行

うこと。 

別別別別    紙紙紙紙    
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義務付け・関与の廃止・縮小（第１次一括法から第３次一括法までに盛り込まれなかった事項） 

▷  水質汚濁防止法に基づき，県が策定する「総量削減計画」の大臣同意を廃止すること。 

▷  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき策定する「都道府県

分別収集促進計画」を廃止すること。 

▷  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促

進に関する法律に基づき，事業主が策定する「改善計画」の都道府県の認定事務を廃止するこ

と。 

▷  介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき，事業主が策定する「改善計画」の都

道府県の認定事務を廃止すること。 

▷  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づき，

市町が策定する「農林業等活性化基盤整備計画」の都道府県知事の同意を廃止すること。 

▷  地方道路公社が管理する有料道路の料金設定における大臣の許可及び認可は廃止すること。 

▷  保安林解除に係る国への協議を廃止すること。 

 

 

義務付け・関与の廃止・縮小（第１次一括法から第３次一括法までに見直された事項のうち，見直 

しが不十分な事項） 

▷  国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用基本計画を策定する場合，大臣への同意を要す

る協議は同意を要しない協議とされたが，大臣への協議を廃止し，大臣への意見聴取とするこ

と。 

▷  児童福祉法に基づく保育所に配置する保育士の数については，人材確保が困難な地域におい

て柔軟に対応できるよう基準を緩和すること。 

▷  中心市街地の活性化に関する法律に基づく総理大臣の認定は，法９条２項の一部のみを廃止

するものであり，市町村の基本計画に係る総理大臣（法９条1項）の認定そのものを廃止する

こと。 

▷  都市計画法に基づき都道府県が都市計画を決定する場合，三大都市圏等の区域に係る都市計

画についての大臣への同意を要する協議は廃止されたが，区域区分に関する都市計画等に係る

国との同意を要する協議についても，同意を廃止すること。 

▷  農業振興地域の整備に関する法律に基づき，都道府県が農業振興地域整備基本方針を策定・

変更する場合，農林水産大臣への協議（法４条５項）を全て廃止すること。ただし，「確保す

べき農用地の面積その他農用地等の確保に関する事項」及び「農業振興地域として指定するこ

とを相当とする地域の位置及び規模に関する事項」については，調整とすること。 

また，同法に基づき，市町村が農業振興地域整備計画を策定・変更する場合，都道府県への

協議についても同様に廃止し，都道府県への報告とすること。  



開催期間

開催エリア

２０１４年１０月２６日（日）まで
広島県・愛媛県の島しょ部および臨海部
[広島県 ]広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、廿日市市、
　　　　  江田島市、大崎上島町
[ 愛媛県 ] 松山市、今治市、上島町

しまのわ詳しくは公式ホームページ、Facebookページをご覧ください。


