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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    

10101010    訪日観光客訪日観光客訪日観光客訪日観光客のののの増加増加増加増加についてについてについてについて 

（国土交通省，観光庁）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

    欧米欧米欧米欧米（（（（特特特特にににに欧州欧州欧州欧州））））からのからのからのからの訪日観光客訪日観光客訪日観光客訪日観光客増加増加増加増加にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組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 

 

欧米欧米欧米欧米（（（（特特特特にににに欧州欧州欧州欧州））））からのからのからのからの訪日観光客増加訪日観光客増加訪日観光客増加訪日観光客増加にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

１１１１    現状現状現状現状（（（（国別国別国別国別のののの訪日外客数訪日外客数訪日外客数訪日外客数））））    

観光庁の宿泊旅行統計調査によると，中国や台湾などでは回復傾向にあるが，欧米は

依然として厳しい状況が続いている。 

      

 

２２２２    課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点    

広島県の主要な観光地である 2つの世界遺産（嚴島神社，原爆ドーム）は，特に欧米

からの観光客が多いことから，影響が大きい。 

 

    

外国人延べ宿泊者数（観光庁宿泊旅行統計調査） （単位：人）区分 増減全国 -18.1%広島県 -30.4%H22年10～12月 H23年10～12月6,526,720 5,343,24069,060 48,070

国別外国人延べ宿泊者数（観光庁宿泊旅行統計調査） （単位：人）H22年10～12月 H23年10～12月 増減 H22年10～12月 H23年10～12月 増減韓国 1,044,630 568,410 -45.6% 4,020 5,050 25.6%中国 814,640 922,180 13.2% 4,580 7,130 55.7%香港 383,020 376,770 -1.6% 260 290 11.5%台湾 755,650 674,830 -10.7% 1,700 2,630 54.7%アメリカ 684,650 537,490 -21.5% 8,390 5,660 -32.5%カナダ 79,290 55,440 -30.1% 1,140 530 -53.5%イギリス 136,980 112,800 -17.7% 1,840 1,320 -28.3%ドイツ 142,330 95,540 -32.9% 1,800 870 -51.7%フランス 129,580 82,480 -36.3% 3,170 1,020 -67.8%オーストラリア 188,150 121,200 -35.6% 4,080 2,710 -33.6%

区分 全国 広島県
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

欧米欧米欧米欧米（（（（特特特特にににに欧州欧州欧州欧州））））からのからのからのからの訪日観光客増加訪日観光客増加訪日観光客増加訪日観光客増加にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの推進推進推進推進    

 

１ 欧米からの訪日観光客数は，依然，対前年度比で大きく落ち込んでいることから，風

評被害対策を引き続き行うとともに，東アジアや米国のみならず，欧州でのプロモーシ

ョンの強化や，留学生等在日外国人を活用したＳＮＳによる情報の発信など，欧米から

の訪日観光客の増加に向けた積極的な取組を行うこと。 

 

２ ビジット・ジャパン事業（訪日旅行促進事業）の予算を拡充した上で，地方連携事業

における欧米からの旅行社やメディアの招請事業は国が全額負担するなど，欧米を対象

としたビジット・ジャパン地方連携事業を強化すること。 

 

 

 《参考》 

平成 24年度ビジット・ジャパン事業（訪日旅行促進事業（国）） 

  ○ 予算額 

    4,927百万円（対前年度▲19%）  

 

  ○ 現地消費者向け事業 

    ・広告宣伝事業 

    ・メディア招請事業 

 

 

  ○ 地方連携事業 

平成 23年度は，ビジット・ジャパン風評被害 

対策緊急事業として，旅行会社及びメディアの 

招請事業を全額国費負担に変更。    

 

予算を拡充すること 

対象５大市場 （韓国，中国，台湾，米国，香港） 欧州も対象とすること 

今後も，訪日観光客が落

ち込んでいる欧米を対象

とした招請事業を全額国

費負担とすること 
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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    

11111111    担担担担いいいい手手手手をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした農業構造改革農業構造改革農業構造改革農業構造改革にににに繋繋繋繋がるがるがるがる農業者農業者農業者農業者戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償制度制度制度制度のののの見直見直見直見直ししししについてについてについてについて 

（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 

持続的経営を可能とする担い手の育成や農業構造改革に繋がり，水稲から付加価値の高い

園芸作物への転換が進むよう，全国一律の制度ではなく，地域の主体性が発揮できる制度と

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 

 

【現状】 

 国は，平成２３年度から，農業者戸別所得補償制度を本格実施させたが，水田活用（転

作作物）の所得補償交付金において，食料自給率向上の観点から，麦，大豆等の土地利用

型作物を全国一律に優遇する制度としている。 

 

【課題】 

 本県では，水稲から付加価値の高い園芸作物等への転換の促進や，持続的な経営を可能

とする担い手育成を進めているが，現行の制度では，「産地資金

※
」枠があるものの，地域

が設定する助成内容について，国の承認を要するなど財源を含めて地域の裁量が極めて限

定されている。 

  ※産地資金：地域の実情に即して，水田で生産する麦・大豆等の戦略作物の生産性向上等の取組や，地域振興作物・備蓄米の生産を支援するもの。 

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    

 

農業者戸別所得補償制度（全国枠国費）    690，070百万円（対前年 86.2％） 

（水田活用の所得補償交付金は，前年同額が措置） 
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提案提案提案提案のののの内容内容内容内容 

    

担担担担いいいい手手手手をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした農業構造改革農業構造改革農業構造改革農業構造改革にににに繋繋繋繋がるがるがるがる農業者農業者農業者農業者戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償戸別所得補償制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しししし    

 

 収益性の低い麦，大豆等の土地利用型作物を優遇する全国一律の制度ではなく，地域の

特性に合った付加価値の高い園芸作物への転換の促進や，担い手育成につながり，農業構

造改革が進むよう，水田活用の所得補償交付金の財源を含め，対象品目の単価，対象者等

を地域の判断で設定ができる，地域の裁量の高い制度とすること。    

    

    

 

    １ 交付金の交付  国から農業者に直接支払 ２ 水田活用の所得補償交付金(水田のみ)                  2,284 億円  (1) 戦略作物 （全国一律単価） 作 物 単価 （10a 当たり） 麦 35,000 円 大豆 35,000 円 飼料作物 35,000 円 米粉用米・飼料用米・WCS用稲 80,000 円 そば，なたね，加工用米 20,000 円  (2) 産地資金について 地域の判断で活用できる対策として「産地資金」（481 億円）が設定されているが，総額(2,284億円)に占める地域の自由度は，引き続き低い状況（21％）である。 

現行制度現行制度現行制度現行制度    

国国国国    県，   市町等 
農業者農業者農業者農業者    
直直直直接接接接支支支支払払払払    

 

制度提案制度提案制度提案制度提案のののの内容内容内容内容（（（（例例例例））））    水田活用水田活用水田活用水田活用のののの所得補償交付金所得補償交付金所得補償交付金所得補償交付金のののの県域分県域分県域分県域分についてについてについてについて，，，，一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化    
県県県県，，，，市町市町市町市町等等等等    

国国国国    一括一括一括一括    交付交付交付交付    農業者農業者農業者農業者    
今後の担い手育成の観点や，地域で戦略的に振興する品目について，県・市町（地域）等の各段階の判断により，対象品目の単価，助成対象者の設定や，独自の担い手育成等に向けた支援など，各地域の将来のビジョンに基づいて主体性が発揮できるものとする。  ○本県における野菜の重点品目  品        目 キャベツ，トマト，青ねぎ，ほうれんそう，わけぎ， アスパラガス  
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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    

12121212    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推進整備推進整備推進整備推進    

    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    

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) 神辺水呑線（Ⅰ期）平成 17年 2月 事業認可～現在 用地買収及び工事促進中 

(2) 長江線       平成 16年 2月 事業認可～現在 用地買収及び工事促進中 

(3) 青崎池尻線    平成 25年度事業認可予定 

(4) 佐方線      平成 25年度事業認可予定 

(5) 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    流域下水道流域下水道流域下水道流域下水道のののの整整整整備備備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。 

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） 1,439,530 百万円（対前年度比 82.1％） 

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

    

１１１１    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    

(1) 都市計画道路の整備の推進 

・（継続）神辺水呑線，長江線 

・（新規）青崎池尻線，佐方線  

(2) 広島市東部地区連続立体交差事業の推進 

・ 社会経済情勢の変化に伴い，連続立体交差事業の見直しを実施中であるが，な

お巨額な地方負担が生じるため，着実な工事実施が行えるよう，必要な予算を確

保すること。 

また，連続立体交差事業に伴う地方負担が急増することから，地方道路整備臨

時貸付金（無利子貸付制度）の平成 24年度までの期間を延伸すること。 

・ 鉄道事業者への委託に係る入札・契約について，「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」を充実させる

とともに，加えて競争性が確保されるよう改善に努めること。 

 

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    

(1) 今後増大する老朽化した機械・電気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） 

    

    

 


