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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    

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    高速道路高速道路高速道路高速道路のののの料金料金料金料金制度制度制度制度のののの改善改善改善改善 

２２２２    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促進整備促進整備促進整備促進    

３３３３    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をををを補完補完補完補完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等等等等のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

    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    高速道路高速道路高速道路高速道路のののの料金制度料金制度料金制度料金制度のののの改善改善改善改善    

○ 社会資本整備審議会の国土幹線道路部会が昨年７月に設置され，今後の料金制度のあ

り方等について議論されている。 

この中で，高速道路本来の機能が発揮できるよう，地方の意見を踏まえながら料金制

度の改善を図っていく必要がある。 

 

○ 特に，本州四国連絡高速道路の料金については，平成２６年度から全国共通料金を導

入することを目指し，その具体的な実施方針を取りまとめること，また，全国プール制

への組み入れに対する協力として，平成２４年度，２５年度の２年間に限り新たな出資

を行うことで国と合意したところである。 

全国共通料金の導入は，地域の産業の発展，観光・交流の活発化等にとって極めて重

要であり，国においては，平成２６年度から確実に全国共通料金を導入するため，必要

な準備を着実に進める必要がある。 

 

○ また，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，日本道路公団の民営化の際，「一般有料道

路である広島岩国道路は高速自動車国道と一体となってネットワークを構築する路線」

と位置付けられ，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。 

 

○ 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。 
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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    

    

○○○○    高速道路高速道路高速道路高速道路のののの料金制度料金制度料金制度料金制度のののの改善改善改善改善    

社会資本整備審議会の国土幹線道路部会が昨年７月に設置され，今後の料金制度のあり

方等について議論されている。 

    

○○○○    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料金割引料金割引料金割引料金割引 

・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） 

・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） 

特別区間割引前の料率［普通車］ 特別区間割引後の料率［普通車］ 

43.03円/km 24.6 円/km 

 ※特別区間割引後の料率は全国水準と同一 
 

 

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のののの料金制度料金制度料金制度料金制度のののの改善改善改善改善    

○ 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。 

 

○ 本四高速道路の料金については，平成２６年度からの全国共通料金の導入に向け，高   

速自動車国道の全国プール制の組み入れや償還期間の延長等の必要な措置を講じること

とし，具体的な実施方針については，早急に取りまとめること。 

 

○ 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。 

 

○ 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。 
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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    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促進整備促進整備促進整備促進    

中国地方の一体的発展や大規模災害時における迅速で的確な対応を図るためには，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。 

そのような中，中国地方の高速道路ネットワークは，依然として多くのミッシングリン

クが存在しており，災害時の緊急輸送道路や迂回路としての役割を果たすことができず，

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脆弱である。 

広島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，危機管理の観点から早期の供用開始が望まれる。 

    

    

３３３３    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をををを補完補完補完補完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等等等等のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

県内の広域的な交流・連携機会を増大させ，災害時の緊急輸送道路となる，直轄国道バ

イパス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。 

とりわけ，広島県の東西軸を形成する国道２号においては，慢性的な交通渋滞が生じて

おり，その早期解消が必要とされている。 

 

 

 

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    

            

○○○○    平成平成平成平成２２２２４４４４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    

    中国横断自動車道 尾道松江線（吉田掛合 IC～三次東 JCT・IC Ｌ＝48.7km） 

平成 25 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 25 年度     

公共事業関係費     （全国枠国費）4,456,791 百万円（対前年度比 113％） （全国防災関係費を含む） 
道路整備費計      （全国枠国費）1,332,676 百万円（対前年度比 101％） 

  うち直轄事業     （全国枠国費）1,202,927 百万円（対前年度比 102％） 

    補助事業    （全国枠国費）   61,412 百万円（対前年度比 119％） 

    有料道路事業等 （全国枠国費）   68,337 百万円（対前年度比  77％） 
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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    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促進整備促進整備促進整備促進    

○ 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，中国横断自動車道尾道松江線，東広島・呉自動車道の全線供用

は，防災のみならず地域振興など，多大な社会経済的効果を及ぼすものであり，事業の

前倒し等により可能な限り早期の供用開始に向けた整備を行うこと。 

 ・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） 

○ また，計画されている中国地方の高速道路ネットワークのミッシングリンクの解消に

向け，着実にかつ早期に整備を行うこと。 

    

３３３３    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をををを補完補完補完補完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等等等等のののの整備促進整備促進整備促進整備促進    

高速道路とともに，広域的な緊急輸送道路を担う，直轄国道バイパス等の整備を促進す

ること。    

・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，岩国大竹道路等 

 ・一般国道５４号：可部バイパス等 

・一般国道１８５号：休山改良等 

 

 

 高野 I.C 口和 I.C 三次東 三良坂 I.C(仮称) 吉舎 I.C(仮称) 世羅 I.C 尾道北 I.C 
JCT・I.C 甲奴 I.C(仮称) 



29 

【【【【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    

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，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    

    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

２０１１年度（平成２３年度）には，約８兆６千億円で全国の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，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，物流機能の低下など企業活動に多大な支障を来

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。 

○ 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。 

企業の競争力の強化を図るためには，物流コストの削減が課題であり，大型の木材

運搬船に対応した施設整備が必要である。 

○ 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，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，瀬戸内マックスと呼ばれる最大船型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に対応できていない。 

 このため，瀬戸内マックスの満載入港ができるように，国家戦略として企業の国際

競争力強化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    

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，国会で審議中の

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 

    

瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内マックマックマックマックススス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，，，，航路航路航路航路水深水深水深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１９  ｍ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航航航路閉塞路閉塞路閉塞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すすすることがることがることが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，ソフト・ハードが一体となった取組みを進めている。 

 

○ 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，平成２５年３月に「松浜地区みなとの賑わいプラン」

を策定し，今後，尾道糸崎港松浜地区において，官民一体となり臨海部の賑わい創出

に取り組むこととしている。 

 

○ 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，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。広島県は，平成２５年

度より，プレジャーボートによる海からの観光地訪問や瀬戸内海でのクルージングを

広くＰＲするため，県内のクルージングに必要な航行ルート，海洋情報の提供，ビジ

ター桟橋周辺の観光案内，ビジター桟橋の予約機能，利用者からの問合せに答え，快

適なクルージングを提供するコンシェルジュ等を有する「瀬戸内クルージングポータ

ルサイト」を開設したところである。 

    しかし，瀬戸内海全域では，こうしたシステムはなく，今後クル

ージングへの需要を喚起する施策展開により，瀬戸内海に点在する観光資源やクルー

ジング拠点をネットワーク化する必要がある。 

    

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    

港湾整備事業（全国枠国費）          173,192百万円（対前年比 102.8％） 

社会資本整備総合交付金（全国枠国費）  913,414百万円（対前年比 63.5％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）   1,045,953百万円（皆増） 

【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    

⑴ 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や交流広場の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 観光振興に資する瀬戸内クルージングの促進に必要な対策を講じること。 

○ 海からの観光地訪問や瀬戸内海でのクルージングを促進するため，クルージングの

利便性が向上するシステム（広島県方式）の瀬戸内海全域への展開・支援 

 

 

 

 

 

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    
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【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    

⑶⑶⑶⑶    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とととと空港空港空港空港アクセスアクセスアクセスアクセスのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上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    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（（（（更新更新更新更新・・・・修繕計画修繕計画修繕計画修繕計画のののの実施実施実施実施，，，，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増設増設増設増設，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ体制体制体制体制のののの

充実充実充実充実，，，，爆発物検査機爆発物検査機爆発物検査機爆発物検査機のののの整備支援整備支援整備支援整備支援））））    

２２２２    空港空港空港空港アクセスアクセスアクセスアクセスのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上（ＪＲ（ＪＲ（ＪＲ（ＪＲ白市駅白市駅白市駅白市駅ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化ののの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    広島空港広島空港広島空港広島空港のののの機機機機能強化能強化能強化能強化（（（（更新更新更新更新・・・・修繕計画修繕計画修繕計画修繕計画のののの実施実施実施実施，，，，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増設増設増設増設，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ，ＣＩＱ体制体制体制体制のののの

充実充実充実充実，，，，爆発物検査機爆発物検査機爆発物検査機爆発物検査機のののの整備支援整備支援整備支援整備支援））））    

○ 広島空港は，開港から２０年が経過しようとしており，施設設備の老朽化が進んでい

ることから，計画的な更新・修繕の実施が必要である。 

○ 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，9番・

10番スポットは，異常気象や地震災害等の緊急時に対応するため，現在，定期便の駐機

等は制限されており，航空会社の希望するナイトステイ等に対応できない。このため，

緊急時の対応に支障を及ぼすことなく，利用が見込まれる朝晩の時間帯での新たな駐機

が可能となるよう，エプロンスポットを増設することが必要である。  

○ 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の対策が必要である。 

 ○ 国際航空貨物保安制度の改正によって，平成２６年度以降もこれまで同様に航空貨

物を取り扱うためには，空港ビル会社等が新たな検査機器を整備し，爆発物検査の厳

格化に対応する必要があり，国において機器整備の支援を行うための要望を取りまと

めている。 

 

２２２２    空港空港空港空港アクセアクセアクセアクセススススのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上（ＪＲ（ＪＲ（ＪＲ（ＪＲ白市駅白市駅白市駅白市駅ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化のののの支援支援支援支援）））） 

○ 広島空港へのアクセスは，山陽自動車道の事故・渋滞等の影響を受けやすいため，Ｊ

Ｒ山陽本線を活用したアクセスルートの改善が課題となっている。しかし，空港拠点駅

として空港利用者が乗降するＪＲ白市駅の跨線橋にエレベーターが設置されていないこ

とから，空港アクセスの利便性向上のためＪＲ白市駅のバリアフリー化を推進する必要

がある。事業主体であるＪＲ西日本は，国に対して平成２５年度予算での補助金申請を

予定している。 

 

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    

 空港事業（全国枠国費）     77,202 百万円（対前年比 1.09％） 
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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    

    ⑴ 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 現在のＧＳＥ置場を西側国有地へ移転することにより，大型機対応サイズのエプロン

スポットを増設すること。  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 ⑶ 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。 

    ⑷ 国際航空貨物保安制度の改正に対応するため空港ビル会社等が行う機器整備等につい

て，財政支援を講じること。 

    

    

２２２２    空港空港空港空港アクセスアクセスアクセスアクセスのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上    

  ＪＲ西日本がＪＲ白市駅のバリアフリー化の工事を着実に実施できるよう「地域公共交

通確保維持改善事業費補助金」の継続的支援を確実に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10101010    LLLLＡＡＡＡ    ←←←←移設移設移設移設    

区  分 内  容 

対象鉄道駅 ＪＲ白市駅（広島県東広島市） 

事 業 年 度 平成２５年度～平成２６年度 

整 備 内 容 跨線橋の架替，ＥＶ２基 等 

事 業 主 体 ＪＲ西日本 

補 助 制 度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（所管：国土交通省鉄道局） 

補 助 率 国１／３，ＪＲ西日本１／３，地方公共団体１／３ 
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