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広島県及び県内市町の特区一覧 

H31.1現在 

 

平成31年1月現在の広島県内の特区の認定件数【累計：14件（県関係：1件，市町単独：13件）】 

 第1-41回 

累計 
第42回 第43回 第44回 第45回 第46回 累計 合計 

認定件数 

‐取消件数 

 27 

-14 

0 1 0 

 

0 

 

0 28 

‐14 
14 

うち広島県 

申請分 

 6 

-5 

 

 

 

 

   6 

‐5 
1 

※広島県申請分には，市町との共同申請も含む。 

※広島県申請分の１件は，「びんご産業再生特区」。 

 

■ 第43回認定特区（平成29年10月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

はつかいちワ

イン特区 

廿日市市 

 

廿日市市の全

域 

 廿日市市には年間約４００万人の観光客が

訪れる世界的な観光地である宮島を有してい

るが，観光客一人当たりの観光消費額は少な

く，本市全域で観光客需要を取り込めていない

ことが課題となっている。本課題から脱却する

には，観光客の滞在時間の延長等につながる観

光コンテンツを造成することが必要である。 

特例措置を活用した特定農業者による果実

酒の製造をきっかけに農家レストランなどを

展開し，地域の歴史・文化などを活かした観光

コンテンツの造成をすることで観光客の滞在

時間延長，観光消費額の増加，さらには地域の

活性化を図る。 

特定農業者による特定酒類

の製造事業 
H29.12.26 

 

■ 第39回認定特区（平成28年1月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

備後ワイン・リ

キュール特区 

福山市 

三原市 

尾道市 

府中市 

神石高原

町 

笠岡市 

井原市 

 

笠岡市，井原

市，三原市，尾

道市，福山市及

び府中市並び

に広島県神石

郡神石高原町

の全域 

 福山市を連携中枢都市とする備後圏域では，

圏域内の地域資源を活用した経済活性化事業

等，各市町の独自性を発揮しながら連携を進め

ることで，圏域全体の活性化をめざしている。 

このたび，本特例措置の活用により，地域資

源を活用したワインやリキュール等の製造を

促進することで地域資源の価値を高め，各市町

及び備後圏域全体の経済活性化をめざすもの

である。 

特産酒類の製造事業 H28.3.30 

 

資料６ 
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■ 第38回認定特区（平成27年9月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

し ょ う ば ら 

どぶろく特区 
庄原市 庄原市の全域 

 庄原市は上質な農畜産物の一大生産地であ

り，加えて観光資源も豊富で，縦横に高速道路

が整備され自家用車によるアクセスも良いが，

市域の日帰り圏が拡大し，経済効果の大きい宿

泊客の獲得には至っていない。 

そこで「食材の宝庫」ならではの特産品の開発，

農村資源を活かした農家民宿による観光宿泊

客の誘致など，観光と農林業・商工業の有機的

連携を踏まえた地域振興策を推進する必要が

ある。 

特例措置を活用した「どぶろく」製造により，

地域資源活用と観光施策を一体的・戦略的に進

め，本市の魅力を活かした地域振興策を展開す

る。 

特定農業者による特定酒類 

の製造事業 
H27.11.27 

 

■ 第37回認定特区（平成27年5月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

山 紫 水 明 の

郷・三次どぶろ

く特区 

三次市 三次市の全域 

 本市の農業は，従事者ベースで広島県の平均

を大きく上回る構成比を占めているにもかか

わらず，担い手の高齢化や大幅な減少により，

その存続が危ぶまれる状況になりつつある。ま

た，年間約250万人前後の観光客が来訪するが，

観光産業による経済波及効果はそれほど大き

くない。規制の特例措置を活用することによ

り，農家民宿・レストラン等で果実酒や濁酒を

製造・提供することが可能となり，観光資源の

魅力向上，都市住民等との交流促進，さらには

農業振興や観光振興，地域の活性化を図る。 

特定農業者による特定酒類 

の製造事業 
H27.6.30 

 

■ 第36回認定特区（平成27年3月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

ふくやまワイ

ン特区 
福山市 福山市の全域 

 福山市は，瀬戸内海沿岸部の中央に位置する

備後都市圏の中心的役割を担う人口約47万人

の中核都市である。四季を通じて温暖で自然災

害の少ない地域であり，多島美ある景勝地等，

多くの地域資源を有する魅力ある都市である。

しかし，人口構造の変化による地域コミュニテ

ィ機能の低下や農業をはじめとする第1次産業

就業者の減少等，地域への影響が懸念されてい

る。そこで，本特例措置の活用により，地域資

源を活用した商品開発による産業の創出・発展

などによって，交流人口の増加等を図りながら

地域の活性化をめざしていく。 

特定農業者による特定酒類 

の製造事業 
H27.3.27 

 

■ 第32回認定特区（平成25年9月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

三次市保育環

境の充実特区 
三次市 三次市の全域 

 平成１６年４月の市町村合併により，現在２

２の公立保育所がある。現在，保育業務につい

ては，保育士資格を有する臨時的任用職員によ

り対応しているものの，応募がきわめて少な

く，３歳未満児保育や発達に支援が必要な子ど

もへの対応が困難になっている。 

 このため，本特例措置を活用し，任用期間を

最大３年間とすることにより，保育士の安定し

た確保を図る。 

地方公務員に係る臨時的任

用事業 
H25.11.29 
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■ 第24回認定特区（平成22年10月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

備後国大田庄 

果実酒・どぶろ

く特区 

世羅町 世羅町の全域 

古代から米どころで知られる世羅の質の良い

米と，多様な果樹でつくられたどぶろくや果実

酒，リキュールにより，世羅に訪れる観光客等

をもてなすことで，都市との交流を図り，地 

域の活性化・経済的な波及効果を生み出す。 

・特定農業者による特定酒

類の製造事業 

・特産酒類の製造事業 

H22.11.30 

 

■ 第22回認定特区（平成22年1月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

安芸高田市す

こやか食育推

進給食特区 

安芸高田

市 

安芸高田市の

全域 

安芸高田市では，平成16年の合併以降，小・

中学校の給食の均衡化と効率・安全の確保をめ

ざして新給食センターの建設が計画されてい

る。この計画と併せて就学前児童の保育所，幼

稚園における望ましい集団の育ちを保障する

ため，保育所の給食を新給食センターから外部

搬入することにより，合理的な運営が可能とな

り，地元の食材の活用による地産地消の促進

と，将来に渡る健全な食生活実現のため保育所

から中学校まで一貫した食育を推進する。 

公立保育所における給食の

外部搬入容認 

 

※３歳以上児 

H22.3.23 

 

H22.11.30

一部全国

化に伴い

認定取消 

 

■ 第19回認定特区（平成21年1月申請）2件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

東広島市すく

すく・すこやか

給食特区 

東広島市 

東広島市の区

域の一部（八本

松町，福富町，

豊栄町及び河

内町） 

東広島市では，学校給食センターからの公立

保育所への給食の外部搬入方式を実施するこ

とにより，公立保育所運営の合理化を進め，保

育需要の拡大と多様化に対応し，公立保育所と

学校給食センターや関係機関が連携して食育

に取り組むことで，乳幼児期からの正しい食習

慣の形成・定着と健やかな成長に努める。また，

給食に地元食材を活用する事で，乳幼児期から

地元食材に慣れ親しむ環境づくりを行うこと

で，地産地消を促進する。 

公立保育所における給食の

外部搬入容認 

 

※３歳未満児を含む 

H21.3.27 

江田島市にこ

にこ給食特区 
江田島市 

江田島市の全

域 

江田島市は，広島湾に浮かぶ島嶼部のまちであ

る。過疎化，高齢化，少子化により保育所児童

数が年々減少している。公立保育所において学

校給食共同調理場からの外部搬入方式を実施

することで，公立保育所の運営の合理化を図

る。また，地産地消による安心安全な給食を提

供することにより，保育園児から小・中学校の

児童生徒までの一貫した食育教育の推進が図

られ，児童の健やかな成長が一層促進される。 

公立保育所における給食の

外部搬入容認 

 

※３歳未満児を含む 

H21.3.27 

 

H27.1.29 

認定こど

も園移行

に伴う変

更申請 
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■ 第16回認定特区（平成20年1月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

安芸太田町い

きいきふれあ

い給食特区 

安芸太田

町 

安芸太田町の

全域 

 安芸太田町は広島県の北西部に位置する過

疎・高齢化，そして少子化が進む町である。就

学前児童の保育所，幼稚園における望ましい集

団の育ちを保障するため，施設の適正配置を進

めていくこととしている。保育所の給食を学校

給食共同調理場から外部搬入することにより，

合理的な運営が可能となり，地元の食材の活用

などにより豊かな給食の提供ができるように

するとともに，保育所から中学校まで一貫した

食育を行う。また，節減された経費を多様な保

育サービスに振り向け，より充実した子育ちを

支援する。 

公立保育所における給食の

外部搬入容認 

 

※３歳未満児を含む 

H20.3.31 

（変更）

H21.3.27 

（変更）

H24.3.29 

 

 

■ 第14回認定特区（平成19年5月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

尾道市 

人間教育特区 
尾道市 尾道市の全域 

 尾道市は通信単位制高等学校（広域制）を活

用して全国の不登校生の再チャレンジの場を

提供することで，全国各地より集まる生徒と尾

道市民の交流という教育分野を通じた地域の

活性化を図る。多くの生徒が，本市域の豊かな

自然環境と伝統文化を活用した教育メニュー

により，次代を担う人材へと成長し，そうした

若者が，日本はもとより海外に雄飛して，各地

の様々な分野で活躍する中で，再び，本市との

交流を意図する可能性も見込め，地域間交流の

増大によって本市の活力も高まるものである。 

学校設置会社による学校設置 H19.7.4 

 

■ 第12回認定特区（平成18年9月申請）2件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

ひろしま型 

義務教育 

創造特区 

広島市 広島市の全域 

 小学校第5学年から中学校第3学年の教育課

程に「言語・数理運用科」を設置し，本市の子

どもたちの課題である「言語や数理に係る思考

力・判断力・表現力」を育成する。また，小学

校第5，第6学年の教育課程に「英語科」を設

置し，国際平和文化都市の 21 世紀の担い手で

ある子どもたちが，英語をコミュニケーション

の重要な手段の一つとして十分に使えるよう，

中学校の英語教育の基盤となる力を育成する。 

特区研究開発学校の設置 

（教育課程の弾力化） 

H18.11.16 

H20.8.7 

全国化 

に伴い 

認定取消 

北広島やまなみ 

果実酒・どぶろく

特区 

北広島町 
北広島町 

の全域 

 北広島町は，昼夜の寒暖差が大きいため良質

な米がとれ，古くから米作りが盛んな地域であ

る。町内には造酒屋が４箇所あり，古くから酒

文化の定着した地域でもある。また，冷涼な気

候を活かした果樹生産も盛んで，ユズ，リンゴ，

ブルーベリー，ヤマブドウ，ブドウの生産も行

われている。 

 本件特例措置を活用することにより，これら

果実の生産意欲が高まり，積極的な遊休農地の

解消等，本町農業の活性化が期待される。さら

に，濁酒，果実酒を地域の特産品として本町に

人を呼び込み，農業だけではなく，地域全体の

活性化を図る。 

農家民宿等における特定酒類

の製造免許の要件緩和 

特産酒類の製造免許の要件の

緩和 

 

H18.11.16 

 

H20.7.9 

（変更） 
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■ 第11回認定特区（平成18年5月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

ひろしまから 

世界へ羽ばたく 

人材育成特区 

広島県 広島県全域 

 国際化，グローバル化の進展に対応するとと

もに，国際社会の平和と安定に貢献するため，

本県では「ひろしま国際施策推進プラン2010」

等を策定して様々な施策を講じている。その一

つである「国際社会で活躍できる個々の担い手

の育成・支援」として，今回この特例を活用し

て高校生の留学に係る単位認定数を拡大する

ことにより，海外留学の経験者を増やし，高い

語学力を身につけた国際感覚豊かな人材を数

多く育成する。併せて，私立学校の特色ある教

育を振興していくことにより，県全体の教育水

準の向上や充実を図る。 

高等学校等における外国留学

時認定可能単位数拡大事業 

H18.7.3 

H22.6.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

 

■ 第10回認定特区（平成18年1月申請）3件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

ＩＴひろしま・ 

産業人材育成

特区 

広島県 広島県全域 

 初級システムアドミニストレータ試験及び

基本情報技術者試験の合格率の向上・合格者の

増加が期待され，本県におけるＩＴ人材の裾野

の拡大を図ることができる。 

  これにより，本県産業の活性化・競争力強化

と，ＩＴ関連産業の集積の促進に繋げ，「元気

な広島県」の実現を目指す。 

修了者に対する初級システ

ムアドミニストレータ試験の

午前試験を免除する講座開

設事業 

修了者に対する基本情報技

術者試験の午前試験を免除

する講座開設事業 

H18.3.31 

H21.3.27 

(変更) 

H21.7.17 

（変更） 

H22.11.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

広島市福祉 

有償運送 

セダン型 

車両特区 

広島市 広島市内全域 

 NPO法人等が，一般的なセダン型車両も使用

できるようにすることにより，要支援・要介護

高齢者，障害者等の移動制約者の円滑な移動を

支援することにより，これら移動制約者の生活

の利便性を向上させ，住み慣れた地域において

安心して生活することができるようにすると

ともに，障害者等の自立や社会参加の促進を図

る。 

ＮＰＯ等によるボランティ

ア輸送としての有償運送に

おける使用車両の拡大事業 

H18.3.31 

 

H19.3.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

東広島市 

福祉運送 

セダン特区 

東広島市 
東広島市内 

全域 

 ＮＰＯ法人等が道路運送法に基づいて行な

う福祉有償運送は，高齢者及び障害者への福祉

施策上有効であると考えられ，福祉車両及びセ

ダン型車両による効果的な運送を本市域内に

おいて推進するものである。 

ＮＰＯ等によるボランティ

ア輸送としての有償運送に

おける使用車両の拡大事業 

H18.3.31 

 

H19.3.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

 

■ 第9回認定特区（平成17年10月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

おおたけ 

少人数 

教育特区 

大竹市 大竹市の全域 

大竹市では，市域の活性化に寄与する人材を

育成するため，基礎基本の定着を目指している

が，児童生徒の学力の向上が課題となってい

る。特に，小学校低学年は，その後の学校での

学習や生活の基盤となるものが身に付く大切

な時期であり，子どもたちの情緒を安定させ，

基本的な学習習慣や生活習慣を身に付けさせ

ることが求められる。 

そこで，市費負担で教員を採用して，学級担

任として配置し，小学校低学年で３０人学級を

編制することにより，教師がゆとりを持って子

ども一人一人にきめ細かな指導を行い，秩序感

覚の育成とともに基礎学力の定着を目指す。 

市町村負担教職員任用 

の容認 

 

H17.11.22 

 

H18.7.3 

全国化 

に伴い 

認定取消 
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■ 第8回認定特区（平成17年5月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

すくすく 

・ のびのび 

給食特区 

呉市 

呉市の区域 

の一部 

（蒲刈町の全

域） 

 少子化傾向の中での子育て支援の一環とし

て，子育て機能の中心的な役割を担う保育所の

合理的運営にも取り組んでいる。 

 市内の倉橋町，蒲刈町において，学校給食共

同調理場で調理した給食を保育所に搬入する

ことで，限られた財源の中で，より効率的で地

域特性に応じた子育て支援策を展開し，子ども

の健康と成長に直結する給食内容の充実を図

る。 

 それにより，乳幼児期からの正しい食習慣の

定着を促進し，子どもの成長に応じた栄養指導

へとつなげ，児童の健全な育成を推進する。 

公立保育所における給食の

外部搬入容認 

 

※３歳未満児を含む 

H17.7.19 

H25.11.29

（変更） 

 

■ 第7回認定特区（平成17年1月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

瀬戸内に輝く 

竹原自然・ 

まちなみ 

再生特区 

 

竹原市 

竹原市の区域

の一部（竹原市

本町，高崎町阿

波島，忠海町） 

 

国の伝統的建造物群保存地区である当市の

町並み保存地区における空家対策として，NPO 

等による空き家情報提供等を行うとともに，瀬

戸内海国立公園における自然環境を活かした

イベント等の実施にあたり，国の特例措置を活

用する。 

これらにより，町並み保存地区における空き

家を解消及び催し等の充実を図りながら，定住

人口の増加及び地域資源を活用したツーリズ

ムによる活性化に取り組む。 

・過疎地におけるNPO 等に

よる空き家情報の提供 

・国立・国定公園の特別区

域におけるイベントの容易

化 

 

H17.3.28 

 

H18.7.3 

全国化 

に伴い 

認定取消 

 

■ 第6回認定特区（平成16年10月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

環境にやさしい 

カーシェアリング 

広島特区 

広島県 広島県全域 

当該特区は，民間事業者が，集合住宅やオフ

ィスビル等へ無人のレンタカー型カーシェア

リングシステムを設置して，環境にやさしい車

両を需要に見合った台数だけ配備することに

より，低公害車・エコドライブの普及・促進を

図るとともに，自動車の共同利用による渋滞緩

和，駐車場問題の解消等を目指すものである。 

・ 環境にやさしいレンタカ

ー型カーシェアリングの

ための無人貸渡しシステ

ム可能化事業 

H16.12.8 

 

H18.7.3 

全国化 

に伴い 

認定取消 

 

■ 第5回認定特区（平成16年5月申請）1件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

ビジネス人材 

養成特区 
広島市 広島市の全域 

成長性の高い産業の育成・導入や大都市の特

性を生かした産業の振興などを推進している

広島市において，株式会社が実学のニーズに応

える大学の設置主体になることを認め，高度な

キャリア教育を実現することにより，地域にお

ける高い専門性をもった人材の輩出，学術及び

教育レベルの向上など，地域社会・経済の活性

化を図る。 

・ 学校設置会社による学校

設置 

・ 校地・校舎の自己所有を

要しない大学等設置 

・ 運動場に係る要件の弾力

化による大学設置 

・ 空地に係る要件の弾力化

による大学設置 

H16.6.21 

 

H23.11.30 

LEC 大学廃

校に伴い認

定取消 
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■ 第4回認定特区（平成16年1月申請）2件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

広島国際 

物流・交流特区 
広島県 

広島市，廿日市

市，海田町及び

坂町の全域 

中国･四国地域の中核国際港湾としての役割

が期待され，背後地には全国有数の製造業の集

積を誇る広島港において，港湾使用コストを低

減するなどの利便性の向上を図り，使いやすい

港づくりを進めることにより，地域産業の国際

競争力の強化や企業立地の推進に取り組む。 

・ 臨時開庁手数料の軽減に

よる貿易の促進事業 

 

H16.3.24 

 

H17.7.19 

全国化 

に伴い， 

認定取消 

みろくの里 

スローライフ 

特区 

沼隈町 沼隈町の一部 

外国人研究者を招聘し，産学連携による漢方

研究とその関連分野の研究を拡大することに

より，新たな視点からの健康維持・増進産業の

雇用の拡大と地域経済の活性化を図る。地域の

進める福祉諸施策との融合により，地域住民の

健康維持・増進に対する意識を喚起し，「スロ

ーライフ」の実現を目指す。 

・ 外国人研究者受入れ促進

事業 

・ 特定事業等に係る外国人

の入国･在留諸申請優先

処理事業 

H16.3.24 

 

H19.3.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

■ 第1回認定特区（平成15年4月申請）3件 

特 区 名 申請団体 区域の範囲 特区の概要 規制の特例措置 認定日 

広島研究 

開発・創業特区 

広島県 

広島市 

呉市 

東広島市 

広島市，呉市，

東広島市及び

府中町の全域 

広島,呉,東広島を中心に集積している学術･

試験研究･産業支援機関を核として，国内外の

研究･技術人材の交流や産学連携を促進するこ

とにより，研究開発の推進と新産業の創出を目

指す。 

・外国人研究者受入れ促進

事業 

・ 特定事業等にかかる外国

人の入国・在留諸申請優

先処理事業 

H15.4.21 

 

H19.3.30 

全国化 

に伴い 

認定取消 

びんご産業 

再生特区 

広島県 

福山市 

福山市箕沖町

の全域及び草

戸町の区域の

一部 

新規成長産業である環境関連産業の育成と

福山港の国際物流機能の拡充による既存産業

の競争力強化を図り，備後地域の産業再生を目

指す。  

・再生資源を利用したアル

コール製造事業 
H15.5.23 

教育都市 

みよし特区 
三次市 三次市の全域 

市費負担教員を任用し，区域内の市立小･中

学校において，段階的に20人学級編成を行い，

個に応じたきめ細やかな指導を進める。 

・ 市町村費負担教職員任用

事業 

H15.5.23 

 

H18.7.3 

全国化 

に伴い 

認定取消 

 


