
- 15 - 

【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】                                                                                                                                                                                                            

６６６６    地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止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    

（環境省，経済産業省，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    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及促進普及促進普及促進普及促進    

２２２２    地方財源地方財源地方財源地方財源のののの確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実    

    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    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及促進普及促進普及促進普及促進    

(1) 再生可能エネルギーは，地球温暖化防止の有力な手段であるとともに，今後の重要

なエネルギー源として，また，電源の分散化や地域経済の発展にも寄与するものとし

て，普及促進が不可欠であり，本県においては，日射量が豊富である等の地域特性を

生かし，太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及促進を図っていくこととしてい

る。しかしながら，再生可能エネルギーによる発電設備の設置において，適地があっ

ても，土地利用に係る各種法規制により，困難になる場合がある。 

 

・ 農地法において第１種農地に指定されている農用地については，現在及び将来に

渡って農地利用の見込みがない場合であっても農地転用許可を受けることができな

い。 

・ 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づき，

市町村がその基本計画で「再生可能エネルギー電気の発電に供する施設」として位

置づけた場合にあっても，国の計画同意が得られない。 

 

(2) 住宅用太陽光発電の設置に当たって，系統の安定化対策として電力会社が配電対策

工事を実施する場合，この工事費負担金が当該設置者に請求されている。設置場所や

時期により，配電安定化対策工事費を負担しなくてはいけないケースがあり，今後，

普及の妨げになることが予想される。 

 

２２２２    地方財政地方財政地方財政地方財政のののの確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実    

  地球温暖化対策を推進するためには，地域において主体的な取組が進められることが

不可欠であり，そのための財源の確保が必要である。 

  国税は地球温暖化対策について環境税など税制が整備されているが，地方公共団体は

同じように地球温暖化対策しているにもかかわらず，税制措置がない。 

平成 24 年度税制改正では，地球温暖化対策に係る諸施策のための地方公共団体の財源   

 については，「財源を確保する仕組みについて検討する」とされているのみで，具体的な

時期や内容は未定である。 
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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    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及促進普及促進普及促進普及促進    

(1) 現在，農地法における第１種農地の転用不許可の例外に，農業用施設などがある。

農業に利用されておらず，将来的にも利用されることが見込まれないものについては，

農地法における第１種農地の不許可の例外に「再生エネルギー電気の発電に供する施

設」を追加するなど，設置を可能とする政省令の改正を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メガソーラーは大規模な用地が不可欠 

 

(2) 配電安定化対策工事費を特定の住民が負担するのではなく，系統接続に係るルール

や負担の公平性を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ⇒１件目  ２   ３   ４       ５件目 

                              

 

    

２２２２    地方財源地方財源地方財源地方財源のののの確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実    

広島県では，地球温暖化対策への取組として， 

○公用車に次世代自動車（電気自動車，クリーンディーゼル乗用車）を導入 

○次世代自動車の導入促進に向け，県庁舎敷地内に県民が利用する電気自動車用 

急速充電器の整備 

○環境性能の優れた「クリーンディーゼル乗用車」の自動車税の軽減 

を県独自で実施している。 

  さらに，住宅用太陽光発電について，「県民参加型の基金」を活用した普及促進に係る

調査を実施するとともに，バイオマス，小水力など他の再生可能エネルギーについて本

県の地域特性を生かした普及促進を検討することとしており，地方における，地域の自

然的・社会的条件に応じた地球温暖化防止対策に継続的に取組むために，新たな地方税

を創設するなどの安定的な財源を確保すること。 

 

第１種農地 （１０ha 以上の団地規模または土地改良事業の実施された農地等） 第２種農地など （１０ha 未満の団地規模または土地改良事業の実施されてない農地等） 
発電施設

の設置 

不許可 

発電施設

の設置 

電気事業法で規定する電圧（95～107V）を超えてしまった場合，その原因者（5 件目）がその費用を負担することになる。 
太陽光発電システム設置者 

ＡＡＡＡ    

1～4 件目：配電安定化対策費不要 

許可（周辺の他の土地に設置可能な場合を除く） 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

７７７７    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・・・・継続継続継続継続 

２２２２    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ利活用基盤利活用基盤利活用基盤利活用基盤のののの整備促進整備促進整備促進整備促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策視聴対策視聴対策視聴対策のののの支援支援支援支援のののの拡充及拡充及拡充及拡充及びびびび継続継続継続継続    

  地上デジタル放送への移行に伴い，テレビが視聴できなくなる新たな難視地区が生じ，

その数は公表の度に増加する中，広島県は独自の支援制度を創設し，市町と連携してその

解消に取り組んでいる。 

現在，共聴施設の新設などの恒久対策が未実施の世帯は，暫定的な措置である，地デジ

難視対策衛星放送を利用しているが，暫定措置の期間終了までに，国及び放送事業者の責

任において，対象世帯及び地方公共団体への負担を強いることなく，早急に恒久対策を講

じる必要がある。 

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。 
 

  ・ 新たな難視地区 903地区（全国※第４位），12,727世帯（全国※第８位） 

（平成 23年 7月 24日現在。※岩手，宮城，福島の３県を除く 44都道府県の集計） 

  ・ 新たな難視地区における暫定衛星対策の利用世帯 1,556世帯（平成 24年３月末 

現在）  

  ・ 広島県の独自の支援実績（平成 22～23年度） 129,081千円 

 

２２２２    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ利活用基盤利活用基盤利活用基盤利活用基盤のののの整備促進整備促進整備促進整備促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のののの拡充拡充拡充拡充    

国は「光の道」構想において，2015年（平成 27年）ごろを目途にすべての世帯におけ

るブロードバンド利用の実現を目標に掲げているが，広島県内の超高速ブロードバンド未

整備地域及びなお残存するブロードバンド・ゼロ地域は，採算面から民間の事業展開が見

込めない条件不利地域であり，地元市町が整備を主導せざるを得ず，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

拡充が必要である。 

・超高速ブロードバンド未整備地域のある市町 10市町／23市町（平成 24年３月現在） 

・ブロードバンド・ゼロ地域のある市町    ３市町／23市町（平成 24年３月現在） 

 

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    

 
地デジ受信環境の整備（全国枠国費）30,530百万円（対前年比 86.6％） 

情報通信利用環境整備推進事業    1,900百万円（対前年比 79.2％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

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視難視難視難視聴聴聴聴対策対策対策対策のののの支援支援支援支援のののの拡充及拡充及拡充及拡充及びびびび継続継続継続継続    

 

(1) 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。 

(2) 地上デジタル放送移行後，やむを得ず，暫定的に地デジ難視対策衛星放送を利用して

いる世帯について，当該放送の実施が終了となる平成 27年３月までに，国及び放送事

業者の責任において，対象世帯及び地方公共団体への負担を強いることなく，早急に共

聴新設などの恒久的対策を講じること。なお，共聴施設の新設について，やむを得ず，

地方公共団体が支援を行う場合，その全部について財政措置を講じること。 

(3) さらに，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も，国及び放送事業者の支援措置を講じるこ

と。 

 

２２２２    ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ利活用基盤利活用基盤利活用基盤利活用基盤のののの整備促進整備促進整備促進整備促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のののの拡充拡充拡充拡充    

    

(1) 国は，情報通信利用環境整備推進事業を創設し，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・利活用を前提としており，条件が厳しいため，基盤整備のみでも支援の対象とな

し得るようにするなど，条件を緩和すること。 

(2) 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，光ファイバー網をはじめとする超高速ブロードバンドなどの情報通信基盤

の整備に対する国の財政支援を拡充するとともに，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    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    

(1) (1) (1) (1) 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    高速道路高速道路高速道路高速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整備整備整備についてについてについてについて    

２２２２    高速道路料金高速道路料金高速道路料金高速道路料金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて    

３３３３    「「「「今後今後今後今後のののの本四高速料金本四高速料金本四高速料金本四高速料金のののの基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」のののの確実確実確実確実なななな実施実施実施実施についてについてについてについて    

４４４４    広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路のののの基本料金基本料金基本料金基本料金のののの値下値下値下値下げについてげについてげについてげについて    

５５５５    重点路線重点路線重点路線重点路線のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて    

６６６６    道路道路道路道路整備等整備等整備等整備等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    

    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    高速道路高速道路高速道路高速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整備整備整備についてについてについてについて    

高速道路ネットワークは，災害時の緊急輸送道路や迂回路の役割だけではなく，今後，

発生が予想される大地震などの大規模災害に対して，政治・経済機能の継続性確保や，そ

の役割を分散化し被害を最小限に抑制するためにも，現在計画されている高速道路ネット

ワークを早期に完成させる必要がある。 

本県内の井桁状高速道路ネットワークの整備については，平成２２年度にその供用時期

が公表されたところであるが，厳しい財政状況や，震災の影響などにより，その着実な整

備が不透明な状況となっている。 

    

２２２２    高速道路料金高速道路料金高速道路料金高速道路料金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて    

高速道路のあり方検討有識者委員会において，平成２３年１２月９日に「今後の高速道

路のあり方 中間とりまとめ」が出され，「公正妥当な料金の実現と低減への努力」「安定

的でシンプルな料金制度の構築」「弾力的な料金施策等による交通流動の最適化」「債務の

確実な償還と将来の更新等への対応」を基本に，今後の料金制度の基本的な考え方がとり

まとめられた。   

また，料金制度のあり方として，対距離制を基本とする全国共通の料金水準とすべきで

あるとされている。 

なお，現行の料金割引制度については，平成２５年度まで継続される予定であるが，あ

くまで暫定的な措置であり，将来における制度の継続については不透明な状況である。 

一方，瀬戸内しまなみ海道沿線は「日本風景街道」に登録されるなど，瀬戸内の多島美

をはじめ島内にも多くの観光資源を有しており，海峡部のサイクリングロードなどのしま

なみ海道特有の地域資源を活用し，沿線地域の観光振興を図っていく必要がある。 

    

３３３３    「「「「今後今後今後今後のののの本四高速料金本四高速料金本四高速料金本四高速料金のののの基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」のののの確実確実確実確実なななな実施実施実施実施についてについてについてについて    

平成２３年１月～平成２４年３月の間に国と関係府県市との間で協議がなされ，「今後の

本四高速料金の基本方針」（平成２４年２月１７日 第７回本四高速の料金等に関する調整

会議）において，本四高速の料金については，平成２６年度から全国共通の料金水準の導

入を目指すこととなっている。 

一方で，これまでの料金割引制度は，生活航路をはじめとした他の地域交通体系に様々

な影響を与えている。とりわけ，生活航路については，深刻な状況にあり，一旦廃止され

れば，その再建は極めて困難であることから，迅速かつ的確な対応が必要である。 

 

４４４４    広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路のののの基本料金基本料金基本料金基本料金のののの値下値下値下値下げについてげについてげについてげについて 
広島岩国道路は国道２号バイパスとして整備され，料金徴収期間（平成３１年）が満了

すれば無料開放となる予定であったが，日本道路公団が民営化された際，高速自動車国道

より割高な料金のまま，料金徴収期間が３１年間延長されることとなった。 

平成２３年８月から特別区間割引が導入されたものの，平成２５年度までの措置とされ

ているため，恒久的制度でないことから，基本料金を高速自動車国道と同水準の料金まで

引き下げる必要がある。 
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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    高速道路高速道路高速道路高速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整備整備整備についてについてについてについて    

近年頻発する自然災害時における高速道路ネットワークの重要性があらためて認識され

ているところであり，その整備時期が遅れることは，防災のみならず地域振興など，多大

な社会経済的マイナス効果を及ぼすものであり，公表されている完成予定年度での全線供

用に向け，着実にかつ早期に整備を行なうこと。 

・中国横断自動車道尾道松江線（平成２６年度全線供用予定） 

・東広島・呉自動車道（平成２６年度全線供用予定） 

    

２２２２    高速道路料金高速道路料金高速道路料金高速道路料金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて    

高速道路の料金については，高速道路本来の「高速性」や「定時性」，「快適性」，「経済

性」等の機能を著しく損なわない程度とし，かつ将来にわたる適切な維持管理に配慮した，

利用者にとって使いやすい料金とすること。 

高速道路の料金制度について，地域住民の暮らしや経済活動に多大な影響を及ぼすこと

のないよう，安定的でわかりやすい料金制度を構築すること。 

さらには，瀬戸内しまなみ海道沿線の周遊制度の導入，自転車の通行料金の無料化など，

県民生活の負担軽減や沿線地域の活性化に対し，格段の配慮を講じること。 

    

３３３３    「「「「今後今後今後今後のののの本四高速料金本四高速料金本四高速料金本四高速料金のののの基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」のののの確実確実確実確実なななな実施実施実施実施についてについてについてについて    

本四高速の料金については，平成２６年度から全国プール制に組み入れ，償還期間の延

長など，償還スキームの抜本的見直しを図りつつ，全国共通の料金水準の導入に向け，必

要な措置を講じること。 

また，これまでの政策や今後の政策により影響を受ける生活航路等に対しては，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。 

 

    

４４４４    広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路のののの基本料金基本料金基本料金基本料金のののの値下値下値下値下げについてげについてげについてげについて    

全国共通料金の導入を目指す平成２５年度までの２年間は，現行料金割引の継続を基本

とすること。 

さらには，平成２６年度以降の広島岩国道路の基本料金を高速自動車国道と同水準の料

金体系とするよう，必要な措置を講じること。 
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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 

    

５５５５    重点路線重点路線重点路線重点路線のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて 
県内の広域的な交流・連携機会を増大させ，広島市・福山市・広島空港へのアクセス強

化，広島・備後・備北３地方生活圏の有機的連携，都市中心部の機能強化及び周辺地域と

の機能分担を図り，災害時の緊急輸送道路となる，高規格幹線道路や地域高規格道路等の

早期整備による道路ネットワークの強化が必要となっている。 

    

６６６６    道路整備等道路整備等道路整備等道路整備等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 
地方が自立的に発展していくためには，地域の骨格を形成する道路をはじめとして，地 

方が真に必要とする社会資本の整備を着実に進めていくことが不可欠である。 

本県の公共事業予算の配分については，依然として厳しい状況となっており，社会資本

整備の大幅な遅れが懸念される。 

 

    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    

    

○○○○高速道路料金高速道路料金高速道路料金高速道路料金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて    

全国共通料金の導入を目指す平成２５年度までの２年間は，現行料金及び料金割引の継

続を基本とすることとなった。 

    

○○○○広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路広島岩国道路のののの基本料金基本料金基本料金基本料金のののの値下値下値下値下げについてげについてげについてげについて 

・NEXCO高速道路の普通区間並みの料金に引き下げる（現金・ETC 平成２５年度まで） 

※現在は ETC特別区間割引（3割引）を実施 

・これに加え，ETC 車は時間帯割引も適用（通勤時間帯 5割引や平日昼間 3割引など） 

割引前の料率［普通車］ 割引後の料率［普通車］ 

43.03 円/km 24.6 円/km 

    

○○○○平成平成平成平成２３２３２３２３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    

    高規格幹線道路 東広島・呉自動車道（阿賀～黒瀬間Ｌ＝12.3km）平成 24年 4月 1日開通 

 直轄国道 国道２号三原ﾊﾞｲﾊﾟｽ（糸崎ﾗﾝﾌﾟ～時広ﾗﾝﾌﾟ間 L=3km）平成 24年 3月 31日開通 

    直轄国道 国道２号西広島ﾊﾞｲﾊﾟｽ廿日市高架（Ｌ＝2.2km）平成 24年 3月 26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 24年度     平成 23年度      

公共事業関係費     （全国枠国費）4,382,109 百万円（対前年度比 102.4％） （全国防災関係費と地域自主戦略交付金等に移行した額を含む） 
道路整備費計      （全国枠国費）1,325,114 百万円（対前年度比  98.8％） 

  うち直轄事業     （全国枠国費）1,185,090 百万円（対前年度比 100.1％） 

    補助事業    （全国枠国費）   51,551 百万円（対前年度比  83.0％） 

    有料道路事業等 （全国枠国費）   88,473 百万円（対前年度比  92.8％） 

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

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

    

５５５５    重点路線重点路線重点路線重点路線のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて     
高速道路とともに，自動車交通に密接に関連のある指定都市高速道路や地域高規格道路

等の整備を推進すること。    

・指定都市高速道路：広島高速道路の整備促進 

・直轄国道ﾊﾞｲﾊﾟｽ：一般国道２号 福山道路，松永道路，木原道路，安芸ﾊﾞｲﾊﾟｽ，東広島

ﾊﾞｲﾊﾟｽ，岩国大竹道路等の整備促進 

・地域高規格道路：福山環状道路（福山西環状線），江府三次道路（鍵掛峠道路），東広島

高田道路（向原吉田道路）等の整備促進 

・交流促進型広域道路：福山沼隈道路，呉平谷線，矢野安浦線の整備促進 

    

６６６６    道路整備等道路整備等道路整備等道路整備等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    

道路整備等の社会資本整備が遅れている本県の現状を踏まえ，必要な社会資本整備が着

実に実施できるよう，地域自主戦略交付金を含め，社会資本整備に必要な予算の総額を確

保すること。    
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

８８８８    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    

(2) (2) (2) (2) 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    

３３３３    港湾運営港湾運営港湾運営港湾運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに向向向向けたけたけたけた指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度のののの整備整備整備整備    

    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

２００９年度（平成２１年度）には，約８兆円で全国の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，福山港，及び尾道糸崎港における物

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，物流機能の低下など企業活動に多大な支障をき

たしている。 

臨海部における企業活動を支えるため，交通混雑の解消を行い，円滑な港湾物流を

確保する４車線化を促進する必要がある。 

・ 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。 

製造業の国際競争力の強化を図るためには，低廉で安定的な液化天然ガスの供給を

図ることが急務の課題であり，世界的に進む輸送船舶の大型化への対応が必要であ

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，

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，東アジア地域の製

鉄所の目覚しい躍進と急激な円高を受け，国内企業の国際競争力の強化を図ることが

急務の課題であり，福山港・水島港が，平成２３年５月に，鉄鋼石を扱う「国際バル

ク戦略港湾」へ選定された。 

福山港は，瀬戸内海を航行できる最大の船舶である最大船型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への対応が必要である。 

・ 尾道糸崎港には木材関連企業が立地し，原木輸入港の拠点港としての役割を担って

いるが，施設の水深不足を解消する航路・泊地の整備を行い，輸送機能の強化を図る

必要がある。    
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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    

 

(1) 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【再掲】 

・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） 

(2) 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こと 

・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 

・開発保全航路〈備讃瀬戸北航路〉の水深の適正な維持管理 

・船舶の運行効率改善や保税輸送に係る規制緩和等（潮汐利用，夜間入港等） 

    

                                        福山港福山港福山港福山港・・・・水島港国際水島港国際水島港国際水島港国際バルクバルクバルクバルク戦略港湾戦略港湾戦略港湾戦略港湾    整備計画整備計画整備計画整備計画    
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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るとなるとなるとなる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    

・ 厳島港は，世界遺産宮島や瀬戸内海などの本県が持つ観光資源を活かし，国内外から

の観光客の受入れ施設の充実強化を図るため，宮島口（本土側）を平成２３年２月に厳

島港港湾区域に指定した。 

世界遺産宮島の玄関口としてふさわしい港湾機能の強化を図るため，ソフト・ハード

が一体となった取組みを進める必要がある。 

・ また，瀬戸内海は，多島美に代表される景観や有形無形の文化財を有する港町など多

数の観光資源を有している。更なる観光振興を図るためには，瀬戸内海に点在する観光

資源をネットワーク化し，海からの観光地訪問や瀬戸内クルージングを促進する新たな

仕組みが必要である。 

    

３３３３    港湾運営港湾運営港湾運営港湾運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに向向向向けたけたけたけた指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度のののの整備整備整備整備    

・ これまで，本県では，所管する港湾のコンテナターミナル等において，関税法の指定

保税地域制度を活用し，広島港及び福山港の国際コンテナターミナルを指定保税地域に

することによって，コンテナ貨物の輸出入における利便性向上を図ってきた。 

・ こうした中，港湾運営のさらなる効率化に向けて，国際拠点港湾広島港のコンテナタ

ーミナルを対象として，昨年改正された港湾法（以下「改正港湾法」という。）に基づく

港湾運営会社制度（民営化制度）の導入を進めているところである。 

・ しかしながら，現在の関税法では，港湾運営会社に関する規定が整備されておらず，

港湾運営会社が整備する荷さばき施設について，指定保税地域と認められないため，外

国からの貨物には通関が必要となり，港湾運営の効率化に向けた取組に支障が生じる可

能性がある。 

    

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    

 

港湾整備事業（全国枠国費）                168,529 百万円（対前年比 101.1％） 

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

地域自主戦略交付金（全国枠国費）       675,400 百万円（対前年比 141.5％） 

【国際バルク戦略港湾の取組状況】 

・平成２２年 ８月 ３日 国際バルク戦略港湾に福山港を応募 

・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 
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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    

    

(1) 観光交流の拠点機能の強化を図る厳島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（本土側） ターミナル周辺の再編整備 

(2) 観光資源をつなぐ海上交通ネットワークの強化，及び瀬戸内クルージングの促進に必

要なハード・ソフトの総合的な対策を講じること 

・ビジター桟橋の管理・運営体制構築への支援 

・ビジター桟橋の整備 

    

３３３３    港湾運営港湾運営港湾運営港湾運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに向向向向けたけたけたけた指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度指定保税地域制度のののの整備整備整備整備    

改正港湾法に基づく港湾運営会社が荷さばき施設を整備する場合でも，指定保税地域と

して認められるよう，関税法の関連規定を改正すること。 

 ・ 関税法施行令第３０条の２の港湾施設の建設若しくは管理を行う法人へ，改正港

湾法に基づく港湾運営会社に関する項目の追加 

    

    

    

    

    

    

 

 指定保税地域の指定を受けることが出来る土地を所有又は管理する者（関税法第３７条第１項） ○ 国 ○ 地方公共団体 ○ 港湾施設の建設若しくは管理を行う法人であって政令(関税法施行令第３０条の２)で定める者 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】 

８８８８    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    

(3)(3)(3)(3)    空港空港空港空港経営改革経営改革経営改革経営改革のののの推進推進推進推進とととと広島空港広島空港広島空港広島空港のののの機能強化機能強化機能強化機能強化についてについてについてについて 

（財務省，厚生労働省，農林水産省，法務省，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    地元地元地元地元のののの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分反映反映反映反映しししし，，，，地域地域地域地域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空港経営空港経営空港経営空港経営改革改革改革改革のののの推進推進推進推進    

２２２２    広島空港広島空港広島空港広島空港のののの機能強化機能強化機能強化機能強化（（（（エプロンスポットエプロンスポットエプロンスポットエプロンスポットのののの拡張拡張拡張拡張，，，，ＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ体制体制体制体制のののの充実充実充実充実））））    

    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    地元地元地元地元のののの意見意見意見意見をををを十分反映十分反映十分反映十分反映しししし，，，，地域地域地域地域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空港経営改革空港経営改革空港経営改革空港経営改革のののの推進推進推進推進    

・ 国管理空港の運営の見直しに関し，国は，今通常国会に「民間の能力を活用した国管

理空港等の運営等に関する法律案」を提出して，滑走路等の基本施設と空港ビル等を一

体的に民間事業者が運営することが可能となるよう制度改正を進めており，早ければ平

成２６年度にも個別空港の運営権設定が実施される方針である。 

 ・ 空港運営に民間の知恵と資金を活用し，経営の抜本的効率化を図るという同法の趣旨

には賛同するところであるが，そもそも空港は，地域経済の活性化や観光振興などに大

きく寄与する重要な交通インフラであるとともに，これまでの空港整備や利用促進には

地元として多大な負担・協力をしていることなども踏まえ，個別空港の運営見直しにあ

たっては，真に地域の発展と活力向上に資するものとしていくことが重要である。 

    

２２２２    広島空港広島空港広島空港広島空港のののの機能強化機能強化機能強化機能強化（（（（エプロンスポットエプロンスポットエプロンスポットエプロンスポットのののの拡張拡張拡張拡張，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ体制体制体制体制のののの充実充実充実充実）））） 

・ 広島空港の中枢拠点性向上のため，航空ネットワークの拡充に取り組んでいるが，広

島空港の現状のエプロンスポットでは，羽田空港の発着枠の増加，新規路線の就航及び

ナイトステイの実施に対応できない。また，異常気象や地震災害などの緊急時に対応す

るためにも，エプロンスポットを拡張する必要がある。 

 ・ さらに，広島空港の国際線の拡充やダイヤの改善（ナイトステイ化）に伴い，発着時

間が集中するなど，混雑が常態化している。このため，出入国審査等を行うＣＩＱ体制

の充実や出国審査時間の前倒しなど，抜本的対策が必要である。 

 

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    

  

 平成２４年度広島空港整備事業のうちエプロン拡張事業 

  ○ 要望額 国事業費 140,000 千円（うち地元負担額 46,667 千円） 

○ 内示額 国事業費    0 千円（うち地元負担額    0 千円） 
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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    地元地元地元地元のののの意見意見意見意見をををを十分反映十分反映十分反映十分反映しししし，，，，地域地域地域地域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空港経営改革空港経営改革空港経営改革空港経営改革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    

  今通常国会において「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」を速や

かに成立させること。 

ただし，法律制定後に行われる「基本方針」の策定に当たっては，空港利用者や地域経済

にとってメリットの大きいスキームとなるよう制度設計を行い，その上で，広島空港の運営

見直しの実行プロセスにおいては，地元の意見を十分反映し，地域の実情に即したものとす

ること。 

 

２２２２    広島空港広島空港広島空港広島空港のののの機能強化機能強化機能強化機能強化をををを行行行行うことうことうことうこと    

 (1) 現在のＧＳＥ置場を西側国有地へ移転することにより，跡地にエプロンを拡張し，小型

ジェット機サイズの 10番スポットを大型ジェット機対応のサイズとすること。 

        ※ＧＳＥ・・・Ground Support Equipment（空港用支援車両・整備機材） 

 (2) 国際線において常態化している混雑や今後の拡充に対応するため，ＣＩＱ体制の充実や

出国審査時間の前倒しなど，柔軟で弾力的な出入国審査等を行えるよう対策を講じるこ

と。 
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