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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，ここ数ヶ月の円高修正が，輸出関連企業

の収益を押し上げるなど，一部に持ち直しの動きがみられますが，業種

や企業規模によって，その影響や波及度合いにはバラツキがみられます。

また，円安による原油・原材料の輸入価格の上昇は，化学や運輸業等の

業種の経営の先行きに懸念を与えています。 

雇用の情勢につきましては，持ち直しの動きに足踏みがみられるなど，

依然として厳しい状況が続いております。 

国においては，本年１月に「日本経済再生に向けた緊急雇用対策」を

打ち出し，平成２４年度の補正予算と平成２５年度予算とを合わせた，

いわゆる「１５ヶ月予算」の考えで，景気の下支えを行い，持続的成長

を生み出す成長戦略に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，平成２５年度当初予算と

併せて，一体的で，切れ目ない緊急経済・雇用対策にスピード感を持っ

て，機動的，弾力的に取り組んでいるところです。 

本県は，本年度を「進化」の年と位置付け，１次産業から３次産業ま

で，幅広く新たな価値を生むイノベーションを起こし続けていくことを

県政運営の基本方向とし，施策の更なる重点化を行い，集中的に取り組

んでおります。 

また，経済・雇用対策，人づくりや産業振興など早急に対処すべき多

くの課題に積極的に取り組むとともに，地方分権改革などにも的確に対

応していく必要があると考えております。 

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，本県独自かつ喫緊の課題で，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２６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２５年５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    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 

（経済産業省，資源エネルギー庁，環境省，国土交通省，厚生労働省，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 

依然依然依然依然としてとしてとしてとして厳厳厳厳しいしいしいしい経済経済経済経済・・・・雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ，，，，雇用雇用雇用雇用のののの維持維持維持維持・・・・拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るためのるためのるためのるための国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの強強強強

化化化化やややや産業空洞化産業空洞化産業空洞化産業空洞化のののの防止等防止等防止等防止等のののの施策施策施策施策をををを充実充実充実充実させることさせることさせることさせること    

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    

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見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

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    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政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    

    ２２２２    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就就就就職支援職支援職支援職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

    ３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大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見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

    現在，国においては，年内を目途に，新たな「エネルギー基本計画」を策定中である

が，新たなエネルギーミックスについては，国民生活や企業活動と調和の取れた望まし

いエネルギーミックスを検討することが必要である。 

また，中長期的には再生可能エネルギーの普及が促進される見込であるが，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の活用促進を図る必

要がある。 

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 法人実効税率の引き下げ 

    政府において，国内企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化防止のための対策を

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。 

        

法人所得課税に係る実効税率の国際比較35.64%
17.00%25.00%33.33% 24.20% 24.00%29.48%

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%
日本（東京都） フランス ドイツ 中国 韓国 イギリス シンガポール

税率
    

    

    

（注） 出典：財務省ホームページ（２０１２年４月現在） 日  本：２０１２年度から３年間は，法人税額の１０％の復興特別法人税が課せられる。 イギリス：２０１３年４月より２３％，２０１４年４月より２２％に引き下げられる。 



2 

イ 車体課税の抜本的見直し等 

【車体課税について】 

  現行の車体課税を見直すことなく，消費税が引上げられると，国内販売に致命的

な打撃をもたらし，国内生産や雇用の維持が一層困難となることが懸念されるた

め，車体課税の抜本見直しを要請してきた。 

  本年 1月に決定された与党の税制改正大綱では，消費税 10％時点での自動車取

得税の廃止などの抜本的な改革について，平成 26年度税制改正で具体的な結論を

得ることとされた。一方で，税制改正大綱では，地方財政へは影響を及ぼさないと

の方向が示されてはいるものの，その具体的な措置が示されていない。 

【グリーン化特例について】 

次世代自動車等環境対応車の普及促進により，自動車による環境負荷の低減を図

るため，自動車税のグリーン化特例により，環境対応車に係る軽減措置が講じられ

ているが，その適用期限は，平成 25年度末までとなっている。 

また，現行の自動車税のグリーン化特例は，次世代自動車であるにもかかわらず，

「クリーンディーゼル乗用車」が対象となっていない。 

    

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    

 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金 7,000百万円（対前年比 510.9％） 

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    

○ 研究開発促進税制の充実 

   試験研究費に係る税額控除限度額を 20％から 30％に引き上げ（２年間）等 

○ 商業・サービス中小企業活性化税制の創設 

   建物付属設備，備品等の取得時における特別償却・税控除制度の創設 

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見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

 エネルギーの安定供給の確保やコスト低減の観点も含め，国民的議論のもと，早期に

責任あるエネルギー政策を構築すること。 

また，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 法人実効税率の引き下げ 

    平成２４年度から法人実効税率が引き下げられたが，企業の競争力強化のため，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。 

  イ 車体課税の抜本的見直し等 

【車体課税について】 

車体課税の抜本見直しを着実に実行すること。また，見直しに当たっては，市町を

はじめとする地方に減収が生じることのないよう，安定的な税源を確保すること。 

【グリーン化特例について】 

  自動車税のグリーン化特例を延長・拡充するとともに，次世代自動車として普及

を促進している「クリーンディーゼル乗用車」を対象とすること。    
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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 

    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政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    

全国第１位の集積を誇る本県の造船業及びその関連産業は，多くの雇用を創出し，本

県経済を支える基幹産業の一つであり，各社とも，グローバル市場の中で厳しい競争を

行っている。 

   

順位 都道府県 製造品出荷額等（億円） シェア 事業所数 シェア 従業者数（人） シェア
１１１１ 広 島広 島広 島広 島 5,8925,8925,8925,892 14.3%14.3%14.3%14.3% 281281281281 17.5%17.5%17.5%17.5% 12,32012,32012,32012,320 17.0%17.0%17.0%17.0%

２ 長 崎 5,218 12.7% 127 7.9% 7,791 10.7%

３ 愛 媛 5,067 12.3% 83 5.2% 3,800 5.2%

４ 兵 庫 3,077 7.5% 149 9.3% 7,540 10.4%

５ 岡 山 3,014 7.3% 65 4.0% 4,941 6.8%

全国計 41,161 100.0% 1608 100.0% 72,551 100.0%〔資料〕経済産業省「工業統計調査」（船舶製造・修理業，舶用機関製造業）
主要な造船地域（製造品出荷額等上位5県，平成22年）

 

 

建造需要が低迷し，大幅な需給ギャップが発生する中，中国・韓国との競争の激化に

よる船価の下落など，県内造船所は深刻な受注難に直面している。 

   

県内の新造船受注量・建造量・手持工事量

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

受注量竣工量手持量千総トン

 

   国土交通省においては，平成２３年７月に，関係業界や有識者で構成する「新造船政

策検討会」の報告として，「総合的な新造船政策～一流の造船国であり続けるために～」

を取りまとめており，造船業の国際競争力の確保などに向けた積極的な政策の展開を，

引き続き求める必要がある。 

    

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    

    

⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新新新新造船政策造船政策造船政策造船政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    

○ トン数標準税制の拡充 

   日本企業の海外子会社が所有する一定の要件を満たした外国船舶を対象船舶に追加 

○ 船舶の特別償却制度の延長 

   環境負荷低減船舶への代替促進税制の延長（２年間） 

○ 世界最先端の海洋環境技術開発支援事業の創設（１/３補助） ３９０百万円（皆増） 

○ 省エネ型ロジスティックス等推進事業費補助金（他の物流分野を含む全体額） 

                             ２，５００百万円（皆増） 

 

19年度 ⇒ 23年度 受注量 ▲７０．６％ 手持量 ▲３５．２％  
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

    ⑶⑶⑶⑶    総合的総合的総合的総合的なななな新造船政策新造船政策新造船政策新造船政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    

「総合的な新造船政策～一流の造船国であり続けるために～」にある，造船業の国際

競争力の確保などに向けた以下の施策を加速化すること。 

○ 我が国造船産業が，省エネ技術分野での技術優位を保ち続け，国際競争における差

別化要素として維持していくため，「革新的な省エネ船舶」の普及拡大に向けた，世界

最先端の海洋環境技術開発支援など，総合的な支援策を継続実施すること。 

○ 新興国市場の大型案件を取り込むため，官民挙げて，密度の濃い持続的な接触を行

うなど，積極的な海外販路開拓を実施すること。 

○ 海外向け船舶の受注拡大のための投資促進スキームについては整備されているが，

海事クラスターの維持・強化の観点から，国内，とりわけ中小の船主や造船所を支援

するための新造船発注等を促すファイナンススキーム（エクイティ出資，低利融資，

利子補給等）については，まだ実現されていないため，早急にその全体像を明らかに

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    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

 国の緊急雇用創出事業は，原則として平成 25年度末で終了するが，依然として有効求人

倍率が 1.0倍を下回るなど，県内の雇用情勢は依然として厳しい状況にあり，引き続き，切

れ目のない雇用機会の創出に努めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  特に，新規学卒者の就職環境が厳しい中，本県が緊急雇用創出事業として全国に先駆けて

実施した未就職卒業者への就職支援事業は，平成 24年度実績で 8割以上の就職率，6割以

上の正規雇用率を達成するなど，安定的な雇用の創出に成果を挙げているところである。 

 平成平成平成平成 24242424年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況年度未就職卒業者等就業体験事業実施状況    （単位：人，％） 
  

 参加者 就職決定 正規 非正規 就職率 正規雇用率 大学・大学院 418 361 289 72 86.4 69.1 短大・高専 45 40 25 15 88.9 55.6 専修等 60 49 30 19 81.7 50.0 高校 85 61 38 23 71.8 44.7 計 608 511 382 129 84.0 62.8 

  注）就職先はＯＪＴ先のほか，自己応募も含む。 
 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

 国は，平成２４年度補正予算において，「地域資源等を活用した産学連携による国際科学

イノベーション拠点整備事業」を公募により実施し，５９件の提案中，１５件を採択した。 

 今回，中国地方の応募について採択がなかったが，本県においても，持続的なイノベーシ

ョンの創出を図るために，産学官連携体制により，革新的課題の研究開発に異分野融合体制

で取り組む「場」の整備が必要である。 地 域 採 択 者 採択件数 北海道 北海道大学 １ 東 北 東北大学等，山形大学 ２ 関 東 筑波大学等，東京大学，東京藝術大学，高エネルギー加速器研究機構，早稲田大学，（公財）川崎市産業振興財団 ６ 中 部 信州大学，静岡大学等，名古屋大学，金沢工業大学 ４ 近 畿 京都大学 １ 中 国 （なし） ０ 四 国 （なし） ０ 九州・沖縄 九州大学 １ 計  １５ 
 

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    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

  緊急雇用創出事業について，基金が追加交付（15.1億円）されるとともに，事業実施期間

が原則として平成 25年度末まで延長 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

  新規提案 

有効求人倍率の推移
0.85 0.920.92

0.840.860.880.900.920.94
H24.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H25.1 2

（倍）
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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    未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者未就職卒業者にににに対対対対するするするする就職支援就職支援就職支援就職支援のののの継続継続継続継続についてについてについてについて    

労働力人口が減少する中，新規学卒者をはじめとする若年者の雇用拡大を図ることは，本

県の将来にわたる産業活力の維持等の観点から，きわめて重要な課題であるため，未就職卒

業者の就職支援に必要な財源措置を講じること。 

○ 未就職卒業者を対象とした緊急雇用創出事業の継続のための財源措置 

 

 

 

 

 

３３３３    産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出へのへのへのへの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大についてについてについてについて    

地域における持続的なイノベーションの創出を図るため，地域資源を柔軟に活用しつつ，

産学官連携体制により，革新的課題の研究開発に異分野融合体制で取り組む「場」の整備の

効果がより広域的に波及するよう，「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベ

ーション拠点」の整備に対する制度の拡充を図ること。    
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

２２２２    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    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，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，安価な輸入農作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 平成２５年３月１５日に総理のＴＰＰ協定への交渉参加表明と併せて，「関税撤廃した

場合の経済効果についての政府統一試算」が示されたが，国民の最大の関心事は，食の

安心・安全や医療など我々の日常生活にどのような影響があるのか，また，農林水産分

野へはどのような影響が見込まれ，その影響に対して，どのような対策が講じられるか

といった個別具体的な事項であり，この点について国から十分な情報提供と明確な説明

を受けていないため，国民的議論が深まっていない。 

    

② 平成２５年 4月１２日のＴＰＰ交渉参加に関する米国との事前協議の結果，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は，ＴＰＰ協定参加によ

り期待されるプラスの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，米を始めとする安価な輸

入農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。 

 

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 

 

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，我が

国の農林水産業の競争力の強化に向け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，国民的議論を踏まえ，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    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農林水産農林水産農林水産業業業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    

○ 農林水産業は，農山漁村地域を支える主要な産業であり，洪水防止や水源涵養など多

面的機能も有することから，将来にわたり持続的な発展を図る必要がある。 

○ 特に，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，地域コミュニティの維持という観点からも，農

林水産業の再生・強化に早急に取り組む必要がある。 

○ こうした地域の実情を踏まえ，それぞれの地域で競争力のある農林水産業への転換を

図るためにも，現在「日本経済再生本部」などで議論されている「攻めの農林水産業」

について，十分な検討を行い，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，

その再生・強化に向け，安定した財源の確保を含め，具体的かつ体系的な対策を早急に

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】】】】    

３３３３    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，総務省，財務省，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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

    ⑴ 「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の早期検討 

⑵ 広域的な避難者の受入体制の支援に係る早期検討 

⑶ 地方公共団体が行う防護措置等に係る財政措置 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

３３３３    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと維持管維持管維持管維持管理理理理のののの推進推進推進推進････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

    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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

 ○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，原子力規制委員会において，平成 24

年 10 月 31 日に「原子力災害対策指針」が策定され，平成 25 年 2月 27 日に次のとおり

改定された。 

・ 予防的防護措置準備区域「ＰＡＺ」（施設から５ｋｍを目安），緊急時防護措置準備

区域「ＵＰＺ」（施設から３０ｋｍを目安）を「原子力災害対策重点区域」として設定 

・ 「原子力災害対策重点区域」における防護措置を決定（避難，安定ヨウ素剤の服用

など） 

・ 「原子力災害対策重点区域」外においても「プルーム通過時の被ばくを避けるため

の防護措置」の実施が必要となる場合があり，今後国において検討 

 

○ 本県としては，県民の安全・安心の確保のため，最も近い島根原子力発電所に係る防

災対策上，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。 

 

○ 島根原子力発電所事故が発生した場合の広域的な避難を想定し，平成 24年 11 月の広

島県と島根県との合意に基づき，受入に係る具体的な体制等について調整しているが，

広域的な避難受け入れにかかる負担と，避難が長期化した場合の対応について検討する

必要がある。 

 

○ 更に，避難などの「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」を的確に実施

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。 
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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    

 

原子力災害対策指針に，「『プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置』を実施する

地域の具体的な範囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方については，今後，原

子力規制委員会において，国際的議論の経過を踏まえつつ検討し，記載すること」が明文化

された。 

 

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・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 「プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置」の早期検討 

 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，早期に検討すること。 

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 

 

 

 

 

⑵ 広域的な避難者の受入体制の支援に係る早期検討 

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

なる次の対策などを，早期に検討すること。 

ア 広域的な避難者及びその受入に係る地方公共団体への支援等 

  (ア)  避難者や避難者の受入に対する支援 

  (イ)  災害時要援護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 

イ 放射性物質による影響予測等 

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。 

 

⑶ 地方公共団体が行う防護措置等に係る財政措置 

  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。 

 

 

 

 

 

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 

 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

○ 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。 

 

○ 国の施設整備基本方針において，平成 27年度までの耐震化完了が求められている

が，本県の耐震化率（平成 24年４月１日時点）は，公立小中学校においては 62.5％，

私立学校においては 62.0％であり，耐震化を加速させる必要がある。 

 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

○ 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

倉庫や通信設備の整備などをさらに推進して，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    

 

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

○ 学校施設の耐震化を中心に非構造部材の耐震対策等の防災機能強化や老朽化対策等，

地方公共団体が計画している事業を実施するため，平成 24年度予備費で 730億円，補正

予算で 1,884億円，平成 25年度当初予算で 1,271億円が措置された（合計 3,885億円）。

（平成 23年度補正予算額 1,967億円，平成 24年度当初予算額 1,246 億円の合計 3,213

億円と比較して 671億円の増） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

２２２２    学校施設学校施設学校施設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    

⑴ 学校施設の耐震化の推進 

○ 現行の国庫補助率の嵩上げ措置について，残棟数の約 75％を占める 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】 補助率 区分 現行 提案内容 補強（公立） １／２ ２／３ 改築（公立） １／３ １／２ 補強（私立） １／３ １／２ 
 

○ 耐震化に係る経費のうち，国庫補助以外の部分について，地方交付税の算定割合を

拡充するとともに，新たな交付金等による地方財政措置を実施すること。 

 

○ 公立小中学校では補助対象となっている改築（建て替え）について，私立学校設置

者，保護者などから強い要望があることを踏まえ，幼稚園以外の私立学校へも補助対

象を拡大すること。 

 

⑵ 学校施設の防災機能の強化 

○ 平成 24年度から創設された防災機能強化事業について，国庫補助率の引き上げ（補

助率１／３→１／２）を行うとともに，天井材や照明器具の落下防止等の小規模工事

等にも対応できるように，採択基準の下限額の引き下げを行うなど実情に即した緩和

措置を講じること。（算定割合等：１／３，下限額 400万円～上限額２億円（過去急増

市町村にあっては３億円）） 
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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    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと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････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

ア 東日本大震災を契機として，国民が社会資本に求める機能は，「安全・安心を確保す

る機能」が最も多くなるなど，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。 

イ 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。 

ウ 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。 

 施設 項     目 単位 実 績 備 考 緊急輸送道路の整備率 ％ 94.1 H24.3 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 ％ 97.8 H24.3 道路 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  ％ 41.0 H24.3 河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 ％ 52.9 H24.3 砂防 土砂災害防止施設の整備率 ％ 29.9 H24.3 海岸 高潮に対する整備率（建設・港湾・漁港海岸） ％ 65.4 H24.3 
    

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

 先の中央自動車道笹子トンネル内での天井板落下事故においては，施設の老朽化が原

因であるとの指摘もあるなど，今後，高齢化した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ことになる。 

県民の安全で快適な生活を維持するには，既存の公共土木施設が災害時においてもそ

の機能を十分に発揮し，防災・減災に資するよう，適正に維持管理していくことが極め

て重要である。 

 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

防災・安全交付金が創設されたものの，本県への予算配分は依然として厳しい状況で

あり，真に必要な防災上重要な公共土木施設の整備や維持管理を着実に実施することが

厳しい状況が続いている。 

 

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    

治水事業（全国枠国費）       594,155百万円（対前年比 102.9％） 

海岸事業               25,183百万円（対前年比 120.4％） 

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

防災・安全交付金          1,045,953百万円（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 

    

３３３３    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社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備とととと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････強化強化強化強化についてについてについてについて    

⑴ 防災上重要な公共土木施設の整備の推進 

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，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

策を推進すること。 河川改修 太田川，江の川，芦田川等（直轄事業），手城川，新安川等 河川事業 高潮対策 猿猴川，沼田川，羽原川 ダム事業 庄原ダム 高潮対策 広島港海岸等（中央西，中央東（直轄事業），宇品，坂地区） 地御前漁港海岸等（地御前地区） 尾道海岸等（泊地区） 海岸事業 耐震(減災)対策 広島港海岸（中央西，中央東地区（直轄事業）） 福山港海岸（一文字地区） 尾道糸崎港海岸（機織地区） 
イ 土砂災害防止施設の整備とともに，土砂災害警戒避難等に資する情報提供に活用す

るため，県内全域において，高精度の降雨情報が得られるよう X バンド MP レーダの

整備・拡充を推進すること。 砂防及び 急傾斜地崩壊対策事業 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 Xバンド MPレーダを活用した降雨状況通知システムの構築 
ウ 災害等有事の際に，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 
    

⑵ 社会資本の適正な維持管理の推進・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とともに，既存施設を最

大限に活用する維持管理・更新を，適切かつ確実に進めることができるよう，地方にお

ける社会資本の適正な維持管理を推進・強化する取組を支援すること。 

 

⑶ 社会資本整備等のための財源の確保 

地方における防災・減災等に資する社会資本整備の状況を踏まえ，地方が必要とする

社会資本の整備をその厳しい財政状況の中にあっても着実に実施できるよう，確実な財

源措置を適切に行うこと。 

また，今後増大する公共土木施設の老朽化対策について交付金事業の採択基準を緩

和・拡充し，必要性・緊急性の高い施設の改築を重点的に実施できるよう措置すること。 河川事業 特定構造物改築事業（事業費上限等の採択基準の緩和） 砂防事業 砂防設備等緊急改築事業（急傾斜地崩壊防止施設の維持修繕への制度拡充）  
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【【【【重点重点重点重点提案提案提案提案】】】】    

４４４４    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    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期限期限期限延長及延長及延長及延長及びびびび追加交付追加交付追加交付追加交付    

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    

    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】】】】    

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期限期限期限延長及延長及延長及延長及びびびび追加交付追加交付追加交付追加交付    

（1）安心こども基金の活用 

区  分 内  容 

基 金 の 設 置 H20 年度（国の子育て支援対策特例交付金を原資） 

基金の造成額 179 億 2百万円 

基 金 の 期 限 H25 年度まで（ひとり親家庭に対する支援は H27 年度まで） 

基金事業の成果 

（H21～24 年度） 

・保育所等整備：整備 85件，定員増 3,329 人 

・県民全体で子育てを応援するための環境整備 等 

（2）子ども・子育て支援新制度の導入 

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である。 

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 

（1）待機児童の状況 

国においては，平成 25・26 年度の 2 年間で 20 万人分の保育の受け皿を整備すること等

を柱とした「待機児童加速化プラン」を打ち出している。 

本県では待機児童の大半が低年齢児（0～2 歳児）であり，同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 H22.4 月 H22.10 月 H23.4 月 H23.10 月 H24.4 月 待機児童数 245 人 804 人 213 人 918 人 335 人  うち低年齢児（0～2歳児） 209 人 （85.3％） 764 人 （95.0％） 169 人 （79.3％） 878 人 （95.6％） 267 人 （79.7％） 
（2）低年齢児が受け入れられにくい要因 

ア 保育士の配置 

低年齢児の保育は多数の保育士を必要とするが，保育士の確保が困難な状況にある。 区 分 保育士配置の基準（国）  （H25.3 月末現在） 0 歳児 3人に保育士 1人 求人中の保育所 1,2 歳児 6人に保育士 1人 か所数 求人数 求人と求職の マッチング数 3歳児 20 人に保育士 1人 4,5 歳児 30 人に保育士 1人  広島県 保育士等 人材バンク （H24.7 開設） 150 か所 356 人 65 人 
イ 保育所運営費の算定方法 

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おり，例えば，

0歳児 4人だと保育士 2人が必要と

なるが，支弁額は０歳児４人分のみ

であるため，保育士 2人分の人件費

として充分ではない。 

 

 

 

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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ウ 保育士 1人当たりに換算した場合の保育所運営費支弁額（事業費，管理費，人件費） 

     【都市部の保育所（定員 60人）の場合】 

・0歳児保育（保育士 1人につき児童 3人）：約 51万円/月 

・4歳児保育（保育士 1人につき児童 30人）：約 144 万円/月 

(3) 保育士の確保 

都市部では，共働き及び核家族化の影響による保育ニーズの増加への対応のため，また,

中山間地域では，保育士の退職に伴う補充のため，保育士雇用のニーズが高まっている。 

【【【【課題課題課題課題】】】】    

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    

安心こども基金の期限が平成 26 年 3月までとなっており，子ども・子育て支援新制度の

施行（平成 27年度）までの間の子育て支援基盤拡充のための財源が確保されていない。 

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 

運営費の算定方法の仕組みから，施設は正規職員を多く抱えることができず，入所者数の

増減に柔軟に対応できる臨時職員の採用が多くなる。また，雇用に見合った運営費が支弁さ

れないため，給与水準を下げざるをえない状況にある。 

このような保育所における厳しい勤務・労働条件が保育士不足の一因となっており，保育

士を雇用できず，基準を満たせない保育所が受入児童数を増やせないため，待機児童の解消

が進まない状況となっている。 

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    

○○○○    すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どものどものどものどもの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育ちをちをちをちを支支支支えるえるえるえる子育子育子育子育てててて支援基盤支援基盤支援基盤支援基盤のののの拡充拡充拡充拡充    

補助対象事業（者）の拡大等 ⇒ 拡大なし 

○○○○    子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭のののの経済的負担軽減経済的負担軽減経済的負担軽減経済的負担軽減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充実充実充実充実    

 乳幼児医療については，社会保障と税の一体改革の中で，引き上げ分の消費税を財源とす

る社会保障給付のひとつに位置づけられた。 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

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期限期限期限延長及延長及延長及延長及びびびび追加交付追加交付追加交付追加交付    

女性の働きやすい環境の整備が進み，保育所をはじめとした子育て支援のニーズは，今後

とも増加及び多様化するものと見込まれる。 

    平成 27年度の子ども・子育て支援新制度の導入を控え，実施主体となる基礎自治体におい

ても子育て支援基盤の整備に積極的に取り組む必要がある。 

     こうした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，新制度の施行まで切

れ目がないよう安心こども基金の期限延長及び追加交付を行うこと。 

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    

待機児童の主な要因とされ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，保育所に対して支弁される保育所運営費（人件費部分）につ

いて，現行の「入所児童数」から「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 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 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）  

 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 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

５５５５    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    地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与のののの削減削減削減削減をををを前提前提前提前提とするとするとするとする交付税削減交付税削減交付税削減交付税削減をををを平成平成平成平成２６２６２６２６年度以降年度以降年度以降年度以降行行行行わないわないわないわないことことことこと    

２２２２    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    

３３３３    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適正化適正化適正化等等等等    

４４４４    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    

    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    地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与のののの削減削減削減削減をををを前提前提前提前提とするとするとするとする交付税削減交付税削減交付税削減交付税削減をををを平成平成平成平成２６２６２６２６年度以降行年度以降行年度以降行年度以降行わないことわないことわないことわないこと    

○ 平成２５年度の地方財政計画において，国が一方的に地方公務員給与の削減を前提に

地方交付税等を０．９兆円削減した。 

 

○ しかしながら，地方においては，国に先駆け，職員数の削減や給与カットなど，独自

の人件費削減の取組を推進してきたところであり，本県においても，平成１１年度から

平成２５年度までの１５年間で延べ５，４７９億円（うち６３０億円は給与カット実施

分）の人件費を削減してきた。 

 

○ 加えて，都道府県の職員数（一般行政）は，平成２３年度までに，平成１３年度比１

９％（広島県では２６％）を縮少させているのに対し，国の非現業職員は，同じ期間で

３％しか縮少できていない。 

 

○ 今回の措置は，これまでの地方の行財政改革の努力を踏みにじるものであり，断じて

許されない。 

 

○ また，地方が自主的に決定すべき支出の内容を国が一方的に縛るというやり方で地方

固有の財源である地方交付税を削減するということは，地方自治の本旨に反し，極めて

不適切である。 

    

２２２２    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    

○ 一般財源総額は０．１兆円増額され５９．８兆円が確保されたが，これは，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

対策債による補塡措置により，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，残高は累増している。 
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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    

【地方財政計画】（通常収支分） 

○ 地方財政計画の規模           H25:81兆9,100億円(対前年度比100.1％) 

○ 一般財源総額（①+②+③+④+⑤）H25:59兆7,526億円(対前年度比100.2％) 

① 地方税                     H25:34兆175億円(対前年度比101.1％) 

② 地方譲与税                 H25: 2兆3,470億円(対前年度比103.8％) 

③ 地方交付税                 H25:17兆624億円(対前年度比 97.8％) 

④ 臨時財政対策債             H25: 6兆2,132億円(対前年度比101.3％) 

⑤ 地方特例交付金             H25:    1,255億円(対前年度比 98.4％) 

                           

【本県の臨時財政対策債の状況】 

○ 発行予定額 H24：928 億円 H25：975 億円  

○ 残高見込  H24 末：5,963 億円 H25 末：6,755 億円 

 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与地方公務員給与のののの削減削減削減削減をををを前提前提前提前提とするとするとするとする交付税削減交付税削減交付税削減交付税削減をををを平成平成平成平成２６２６２６２６年度以降年度以降年度以降年度以降行行行行わないわないわないわないことことことこと    

平成２５年度の地方財政計画で行われた，国が一方的に地方公務員給与の削減を前提と

した地方交付税を削減するという,極めて不適切な措置を平成２６年度以降行わないこと。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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    

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） 

  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１８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，必要な地方交付税の法定率の引き上げを行い，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塡措置を早期に解消すること。 

 

  年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 合計 給与抑制額(歳出ベース) - 250億 180億 200億 - 630億    給与抑制措置 給与抑制措置 (期末・勤勉手当を含む) 給与抑制措置 部局 長級 7.0% 7.0% 7.5% 2.0% 室長級 5.0% 5.0% 5.5% - 実施内容 - 12月昇給延伸措置 （Ｈ11.4.1～15.12.31） 一般 職員 3.0% - 3.75% - 
 

本県本県本県本県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの給与給与給与給与カットカットカットカット（（（（給与抑制措置給与抑制措置給与抑制措置給与抑制措置））））取組状況取組状況取組状況取組状況  

本県では H11 から 5,479 億円の人件費削減の取組を実施 ※ うち 630 億円は独自の給与カット実施分 

 本県本県本県本県のののの人件費削減取組状況人件費削減取組状況人件費削減取組状況人件費削減取組状況115 130 162 237 292 315 368 395 516 604 540 563 582 59169
2,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2003,400

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
億円 人件費 効果額

人件費削減額 5,479 億円 （給与カット分 630億円，その他 4,849 億円） ※Ｈ11～Ｈ25人件費削減累計額（退手分を除く） 
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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    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適正化適正化適正化等等等等    

○ 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。 

 

 

４４４４    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    

広島県では，地方分権改革を担う基礎自治体づくりのため，市町村合併を積極的に推進

してきたが，市町村合併を行った市町については，行財政運営や市町建設計画に掲げられ

た事業の実施に支障を来たさぬよう，確実な財源措置が必要である。 

⑴ 合併市町への財源措置 

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。 

 

⑵ 福祉事務所設置町への財源措置 

県からの権限移譲により町が設置する福祉事務所に係る経費は，特別交付税による国

の財源措置がなされているが，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，合併算定替の適用を受けないため，普通交付税で財源措置される市と算

定面で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    

 

【合併市町への財源措置】 

旧合併特例事業債（全国枠） 6,200億円（対前年度比 85.5％） 

平成24年6月の法律改正により，合併特例債の適用期間が5年延長された。 

 

【福祉事務所設置町への財源措置】 

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 

    

３３３３    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    

 ⑴ 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，経済情勢を踏まえ厳しく

税収額を見込むなど，財政需要及び収入見積りを的確に反映するとともに，それに応じ

た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，交付税財源を別枠加算すること。 

 

⑵ 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。 

 

４４４４    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    

 ⑴ 合併市町への財源措置 

   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，合併算定替の確実

な実施及び起債償還金への地方交付税措置など，真に市町が必要とする財源措置を確実

に講じること。 

    

 ⑵ 福祉事務所設置町への財源措置 

   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】】】】    

６６６６    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 

（内閣官房，内閣府，総務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    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形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みみみみづくりづくりづくりづくり    

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，現在，議員提案による法案の国会提出に向けた調整が行われ

ているところである。 

○ 各党で検討されている道州制に係る法案の中には，道州制検討の根幹に関わる基本理

念や基本的な方向に，道州制導入の目的や国と地方公共団体との役割分担を抜本的に見

直すことが明らかにされていない等の課題が見受けられる。 

２２２２    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，，，，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    

（義務付け・枠付けの見直し，権限移譲） 

○ ３月８日に「義務付け・枠付けの第４次見直し」が閣議決定されるとともに，先に廃

案となった第３次一括法と併せ，新たな「第３次一括法」として４月１２日に法案が閣

議決定され，国会に提出された。 

○ 義務付け・枠付けについては，地方分権改革推進委員会勧告に掲げられた項目に対し

未実施が多く，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。 

○ 都道府県から基礎自治体への権限移譲については，第２次一括法及び新たな「第３次

一括法」において，一定の進展が見られるもの，国から都道府県への権限移譲について

は進展していない。 

（地方分権改革推進本部の設置） 

○ 地方分権改革の推進に関する施策の総合的な策定及び実施を進めるため，３月８日に

「地方分権改革推進本部」の設置が閣議決定されるとともに，地方分権改革の推進に関

する施策の調査及び審議に資するため，４月５日に，同本部と総務大臣の下に置かれる

「有識者会議」の開催が決定された。 

○ ４月１２日に開催された「第１回地方分権改革有識者会議」において，地方分権改革

の道筋については，年央にとりまとめられる「骨太方針」に向けて，中間とりまとめを

行うこととされるとともに，国から地方への事務・権限の移譲等については，夏頃に，

移譲等の対象とする事務・権限について一定の結論を得るスケジュール案が示された。 

 

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    

○ 「義務付け・枠付けの第４次見直し」が３月８日に閣議決定され，新たな「第３次一

括法」として４月１２日に国会提出された。 



22 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    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形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みみみみづくりづくりづくりづくり    

○ 道州制関連法案については，地方分権改革を着実に推進するものとなるよう，地方の

意見を反映の上で取りまとめ，国会で速やかに審議・成立させるとともに，早期の実現

に向けて取り組むこと。 

○ 法案の取りまとめに当たっては，国家があって，その下に地方があるという前提のも

とで，国が地方を元気にするという発想ではなく，国は地方の集合体であるという視点

に立って，国全体の持続的な活力を生み出すため，地方分権やその受け皿としての新た

な広域自治体（道州）の形成を進めていく観点から，「多様で活力ある地域経済圏を創

出し得るようにする」ためのものではなく，「国全体の活力と競争力を創出する」ため

に行うことを基本理念とすること。 

○ また，中央集権システムを改め，分権型国家へ転換するための道州制の導入となるよ

う，少なくとも，次の２点を法案において明確化すること。 

  ・ 中央集権体制を改めて地方分権体制を構築するため，国と地方公共団体との役割分

担を抜本的に見直すこと。 

  ・ 国が最低限担うべき以外の事務は，住民に身近な地方が担うべきことを明確にした

上で，そのために必要な自立した行政の権限を地方が有する制度とすること。 

 

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 

  地方分権改革が確立した制度として実行されるよう，「地方分権改革推進本部」において，

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，「地方分権改革有識

者会議」を有効に活用し，地方の意見を十分に反映したものとすること。（具体的な内容

は巻末別紙参照） 

 ⑴ 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，積み残し分を含めた更なる取組を進

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，見直しの量だけでなく，質を高め

る取組を進めること。 

⑵ 基礎自治体への権限移譲の推進 

○ 地域のことは地域に住む住民が決めるという原点に立ち返り，基礎自治体優先の原

則のもと，住民に身近な行政サービスや，まちづくりに密接に関連する事務事業を

市町村が自ら実施できるよう，引き続き基礎自治体への法定による権限移譲や任意

の移譲を促進するための環境整備等を進めること。 

⑶ 中央省庁を含む国の事務・権限の移譲の推進 

 ○ 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

を講じた上で，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。 
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【【【【重点提案重点提案重点提案重点提案】】】】    

７７７７    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 

（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    認定認定認定認定制度制度制度制度（（（（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    

２２２２    しまなみしまなみしまなみしまなみ海道海道海道海道におけるにおけるにおけるにおける自転車自転車自転車自転車のののの通行料金通行料金通行料金通行料金のののの無料化無料化無料化無料化    

    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    認定認定認定認定制度制度制度制度（（（（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    

○ 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ており，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いるが，日本各地

にある大規模自転車道は，国内外にあまり認知されていない状況にあり，その活用を進

めて観光資源としても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が改善され

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。 

 

２２２２    しまなみしまなみしまなみしまなみ海道海道海道海道におけるにおけるにおけるにおける自転車自転車自転車自転車のののの通行料金通行料金通行料金通行料金のののの無料化無料化無料化無料化    

○ 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いる。 

自転車の通行料金を無料化することは，しま 

なみ海道の知名度を更に高め，しまなみ海道 

を中心とした観光需要の増大とともに，本線 

交通の増加にも繋がるものである。 

 

 

 

 

 

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 

 しまなみ海道サイクリング
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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    認定認定認定認定制度制度制度制度（（（（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    

○ 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））の創設や，その上での整備推進について国として

積極的な支援を行うこと。 

  

 

 

２２２２    しまなみしまなみしまなみしまなみ海道海道海道海道におけるにおけるにおけるにおける自転車自転車自転車自転車のののの通行料金通行料金通行料金通行料金のののの無料化無料化無料化無料化    

○ 沿線地域の活性化に資するため，しまなみ海道における自転車の通行料金の無料化に

ついて格段の配慮を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車用施設の充実（イメージ） ※写真はスイスでの例 ルート案内板 
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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) 
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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    

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 

 

11111111    
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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    

９９９９    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２８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活発になると期待される。 

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，青少年

国際交流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。 

 

※ 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） 

  ※ 大連は出張駐在官事務所。 
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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 3,000 人以上の，さらに中四国，九州を合わせると 6,800 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 14,559 人 （平成 23年 12 月現在） 中国からの留学生数 1,924 人 (平成 24年 5月現在） 中国路線国際旅客数 131,724 人（平成 24年度利用者数） 中国への進出企業数 211 社(地元企業)，56社(県外本社企業)（平成 24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 3,043 人（平成 23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 188 人（平成 24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 49 人（平成 24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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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    かんきつかんきつかんきつかんきつ産地産地産地産地におけるにおけるにおけるにおける農地集積農地集積農地集積農地集積対策対策対策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 

（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 

かんきつかんきつかんきつかんきつ産地産地産地産地におけるにおけるにおけるにおける担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの農地集積農地集積農地集積農地集積がががが促進促進促進促進されるようされるようされるようされるよう農地集積協力金農地集積協力金農地集積協力金農地集積協力金のののの交付要交付要交付要交付要

件件件件及及及及びびびび交付単価交付単価交付単価交付単価のののの見直見直見直見直しししし    

    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】】】】    

本県のかんきつ農家は，農地を急傾斜地や遠隔地などに分散して多数所有している。 

そこで，現在，本県では，将来にわたって経営継承が可能なかんきつ産地を育成して

いくため，産地として残すべき農地をゾーニングし，優良農地のみを担い手に集積する

ことにより，産地の核となる担い手の育成に取り組んでいる。 

国においても，分散した農地を担い手に集積することを目的に「担い手への農地集積

推進事業」の中で「農地集積協力金（経営転換協力金・分散錯

さく
圃

ほ
解消協力金）」を交付し

ているが，水田地帯における土地利用型農業を基準に制度設計されているため，本県の

かんきつ産地では，制度の活用が困難となっている。 

 

【【【【課題課題課題課題】】】】    

１１１１    経営転換協力金経営転換協力金経営転換協力金経営転換協力金    

かんきつ農家は，優良農地以外も含め多数の農地を分散して所有しているが，規模

拡大を目指している担い手は優良農地のみの集積を求めているため，農地を提供する

かんきつ農家の全ての農地を一括して担い手に集積することを前提としたこの制度の

活用は困難である。 

２２２２    分散分散分散分散錯錯錯錯

さく
圃圃圃圃

ほ
解消協力金解消協力金解消協力金解消協力金    

農地の利用状況にかかわらず交付単価が一律で，かんきつ園においては，永年性作

物の資産価値が評価されていないので，所有者は農地を手放さない。 

 

 

※ 経営転換協力金 

 リタイアする農業者等に対し，農地利用集積円滑化団体に 10ａ未満の農地を除く全

ての自作地を白紙委任することによって，担い手に集積した面積に応じ協力金を交付

（0.5ha 以下：30万円/戸，0.5ha～2.0ha：50 万円/戸，2.0ha 超：70 万円/戸） 

※ 分散錯

さく
圃

ほ
解消協力金 

 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者が，当該農地を農

地集積円滑化団体に白紙委任（地域の中心となる経営体が集積することの内諾済み）

することによって，農地の所有者に対し 5千円/10ａを交付 
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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    経営転換協力金経営転換協力金経営転換協力金経営転換協力金についてはについてはについてはについては，，，，担担担担いいいい手手手手がががが求求求求めるめるめるめる優良優良優良優良農農農農地地地地のみののみののみののみの集積集積集積集積をををを認認認認めるなどめるなどめるなどめるなど，，，，農農農農地地地地

がががが分散分散分散分散ししししているているているている地域地域地域地域のののの実態実態実態実態をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた交付要件交付要件交付要件交付要件にににに見直見直見直見直しをすることしをすることしをすることしをすること    

    

２２２２    分散分散分散分散錯錯錯錯

さく
圃圃圃圃

ほ
解消協力金解消協力金解消協力金解消協力金についてはについてはについてはについては，，，，交付単価交付単価交付単価交付単価をををを一律一律一律一律とするのではなくとするのではなくとするのではなくとするのではなく，，，，永年性作物永年性作物永年性作物永年性作物であであであであ

るるるる特特特特性性性性をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，樹体樹体樹体樹体のののの資産評価額資産評価額資産評価額資産評価額をををを反映反映反映反映させるなどさせるなどさせるなどさせるなど交付単価交付単価交付単価交付単価のののの見直見直見直見直しをすることしをすることしをすることしをすること    

 

（見直しのイメージ） 

① 経営転換協力金 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

② 分散錯

さく
圃

ほ
解消協力金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

水田 かんきつ園地現行制度

水田 かんきつ園地提案内容
一律に5,000円/10ａ

5,000円/10ａ＋樹体の評価
同一の交付単価ではインセンティブが働きにくい
5,000円/10ａ （例）標準園　83,000円/10a疎植園　42,000円/10a

全ての農地を担い手に集積

担い手の農地（農地を集積する側）
出し手の農地（農地を提供する側）

担い手が求める優良農地
担い手の農地から離れた農地

現行制度 担い手が求める農地のみを集積提案内容
担い手が求めない農地
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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    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) 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) 栗柄広谷線    平成 26年度事業認可予定 

(4) 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） 913,414 百万円（対前年度比 63.0％） 

防災・安全交付金（全国枠国費）      1,045,953 百万円（対前年度比 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    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）神辺水呑線，長江線 

○ （新規）栗柄広谷線  

(2)  広島市東部地区連続立体交差事業の計画的かつ着実な事業推進 

○ 広島市東部地区連続立体交差事業については，事業実施にあたり，膨大な事業費を

要する状況などから，現在，実現可能な見直し案の検討を進めているが，いずれにし

ても巨額な地方負担が生じるため，安定的に事業推進が図られるような着実な予算確

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    

12121212    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。 

 

○ 今後，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。 

 

○ また，平成２４年１０月には，岩国基地への先行搬入を経て沖縄県普天間基地へオスプ

レイが配備され，平成２５年３月に，岩国基地を利用したオスプレイの低空飛行訓練等の

実施が開始されたところである。本県では，オスプレイの事故原因と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２４年度） 市   町 北広島町 廿日市市 安芸太田町 江田島市 大竹市 広島市 三次市 庄原市 安芸高田市 目撃実日数 173日 110日 110日 56日 28日 27日 11日 9日 3日 目 撃 件 数      740件 364件 317件 182件 59件 28件 22件 12件 3件 ※ 目撃実日数の県合計は 236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 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 目撃実日数 

(週末・休日) 226 
(37) 

213 
(22) 

236 （37） 233 
(36) 

236 
(37) 目 撃 件 数      

(週末・休日) 1,135 
(70) 

805 
(45) 

1,479 （92） 2,049 
(117) 

1,727 
(84) 
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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    

平成２４年度においては，目撃実日数２３６日，目撃件数１,７２７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３７日，目撃件数は８４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，具体的な調査を行う

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。 

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，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。 

    

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    

11113333    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保確保確保確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    

３３３３    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    

    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        ○ 医師の地域・診療科偏在の拡大 

   平成 22 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。 
 
    ○ 臨床研修医の減少 

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)    
○ 看護職員の不足 

就業看護職員数全体は増加傾向に 

  あるが，依然として不足の状況が継 

続する見込みである。特に，中山間 

地域や中小の医療機関では，看護職員の確保が困難な状況がある。          
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医療医療医療体制確保体制確保体制確保体制確保へのへのへのへの支援支援支援支援    

○ 地域医療体制確保に取り組む医療機関に対する支援 

     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 24年度広島県

分削減額 165百万円，28％減） 

○ がん検診受診率の低迷 

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，

実際には全住民が対象者になっておらず，加えて各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，効率的な受診勧奨が困難となり，受診率向

上を阻害する大きな要因の一つとなっている。 

○ 在宅緩和ケアの推進 

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の体制整備は医療を中心と 

した多職種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柔軟な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）     10,292,336百万円（対前度年 103.4％） 

無医地区数無医地区数無医地区数無医地区数    １ ２ ３ 区 分 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） H２4年度採用実績（B） 増減（B-A） １８１ １３１ ▲５０          

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 ① 供給数 ② 不足数 
(①－②) 充足率 

(②/①) H26 年 43,818 42,913 905 97.9％     
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

本県は，人口 10 万人当たりの医学部定員数は全国 42 位と少なく，また，全国で２番目に

多い無医地区を抱えるなど，深刻な医師不足の中で，県をはじめとする行政・医療・医育の

関係者が一丸となって，地域医療を確保するための様々な取組を行っているところである。 

このような地域における取組を実効性のあるものとするためには，国においても，更なる

制度改革や財政的支援など，地域医療の確保に向けたより一層の抜本的な対応が求められて

いるところである。このような状況を踏まえ，以下の対策を講じること。 
    
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のののためのためのためのための取組取組取組取組のののの充実充実充実充実    

⑴ 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方策も示されていないため，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。 

⑵ 地域医療を担う医師の養成への支援 

地域医療を担う医師を効果的に養成するため，医学部地域枠の安定的な運用のため

の財政的支援の充実を図ること。また，自治医科大学に係る都道府県負担のあり方を

見直すこと。 

⑶ 看護師等確保に向けた財政的支援の充実 

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

所運営費補助金が減額されることのないよう，財政的支援の充実を図ること。 

⑷ 看護職員の就労環境改善の推進 

結婚・出産・子育て・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，

働き続けられる病院等の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。    

⑸ 看護職員の再就業（中途採用）者に対する研修体制の充実 

新人の応募が少ない中小医療機関等では，中途採用による看護職員確保をしている

状況であり，ブランクのある中途採用者に対する支援が強化されるよう，再就業者を

対象とした研修体制の充実のための予算措置を図ること。 
    
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    

⑴ 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の病院や，他のへき地医療拠点病院へ医師派遣

を行う場合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。 

⑵ 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。 

⑶ 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。 

⑷ 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に対する評価をさらに充実すること。また，がん

診療連携拠点病院へ設置を計画している緩和ケアセンターについて，指定要件や機能

は柔軟に対応すること。 
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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        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    

    ⑴ 都道府県単位化に係る組織体制・スケジュール等の明示 

各市町国保の県単位化については，現在，各市町の協力の下，広域化のための議論の

叩き台として，広域連合による保険運営や標準保険料の試算などを盛り込んだ「国民健

康保険事業のあり方について」を作成するなど，市町との協議・検討を進めているとこ

ろである。 

平成 25年 4 月 22 日(月)開催の第 10回社会保障制度改革国民会議において，国民健康

保険の運営主体を都道府県とすることで大筋で一致したとの報道もある中，今後，広域

化に向けた具体的な取組を進める上で，都道府県単位国保組織のあり方や，都道府県単

位化に向けたスケジュール等，国方針の早期の明示が必要である。 

 

    ⑵ 国保業務関連電算システムの統一的な整備に係る支援 

   国保事業の都道府県単位化に伴い，被保険者に係る資格及び所得，税情報の把握や，

保険料の賦課・収納状況の管理等に係る統一的な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ことか

ら，システム構築に当たり，国による支援が必要である。 

 

    ⑶ 国保財政への継続的支援 

   現在，市町村国保の多くは，各市町村の一般会計からの法定外繰入金等により支えら

れているのが実情であるが，運営主体を市町村から都道府県単位に移管することにより，

法定外繰入金を財源の一部とすることが出来なくなり，広域化後もなお財政難の状況が

継続することが考えられるため，これを見越した国の財政支援が必要である。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

 

３３３３        市市市市町町町町村村村村国保事業国保事業国保事業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    

⑴ 都道府県単位化に係る組織体制・スケジュール等の明示 

   国は早々に，都道府県単位化のあり方につき，具体的な都道府県単位保険者の組織

体制や，各市町村との役割分担，都道府県単位化に係るスケジュール等を明確にする

こと。 

また，都道府県単位化に伴う制度改正に当たっては，各都道府県の意見を十分反映

させるとともに，都道府県単位国保保険者のあり方について，広域連合による運営等，

各都道府県の実情に応じた選択が可能となるよう配慮すること。 

 

⑵ 国保業務関連電算システムの統一的な整備に係る支援 

都道府県単位化に伴い，国保業務関連電算システムの整備に当たっては，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，十分な支援を行うこと。 

 

⑶ 国保財政への継続的支援 

    国保事業の都道府県単位化後も，国による財政支援は継続的に十分に果たされるよ

う配慮すること。 
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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    

14141414    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等対策特別措置法等対策特別措置法等対策特別措置法等対策特別措置法のののの円滑円滑円滑円滑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 

（内閣官房，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    感染症情報感染症情報感染症情報感染症情報をををを都道府県都道府県都道府県都道府県にににに一元的一元的一元的一元的にににに効率効率効率効率よくよくよくよく収集解析収集解析収集解析収集解析できるできるできるでき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    

２２２２    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等大規模感染症発生等大規模感染症発生等大規模感染症発生等大規模感染症発生にににに備備備備えたえたえたえた体制整備体制整備体制整備体制整備にににに係係係係るるるる財政支援財政支援財政支援財政支援    

    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    感染症情報感染症情報感染症情報感染症情報をををを都道府県都道府県都道府県都道府県にににに一元的一元的一元的一元的にににに効率効率効率効率よくよくよくよく収集解析収集解析収集解析収集解析できるできるできるでき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    

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成 24年 5月 11 日に公布，本年 4月 13 日に

は施行され，都道府県行動計画の策定（議会に報告）や都道府県対策本部の設置（条例

に規定）など，地方公共団体に重要な役割が多く規定されている。 

○ 新型インフルエンザ等のパンデミック発生時においては，都道府県知事が行動自粛要

請の範囲等を決定するため，保健所設置市を含めた県内全域の感染症情報の迅速な把握

が不可欠であり，都道府県と保健所設置市との関係性が重要となっている。 

○ 感染症法では保健所設置市特例が設けられており，感染症情報が国に直接報告される

ため，現状では都道府県がこの情報を迅速に把握する仕組みがない。 

 

２２２２    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等大規模感染症等大規模感染症等大規模感染症等大規模感染症発生発生発生発生にににに備備備備えたえたえたえた体制整備体制整備体制整備体制整備にににに係係係係るるるる財政支援財政支援財政支援財政支援    

○ 本県では，平成 25 年 4 月 1 日に新型インフルエンザのパンデミックの経験等を踏ま

え，「判断機能（行政権限）」，「検査機能」，「調査機能」を統合した感染症対策の司令塔

機能を果たす「広島県感染症・疾病管理センター」を開設し，情報の収集から対策の企

画立案，検査・研究までを一元的・一体的に実施できる体制を整備したところであるが，

保健所や医療機関で対応困難な事案や大規模な感染症の発生に対応するためには，今後

さらに感染症や疫学に対して高度な専門性を有する体制の強化が必要となる。 

○ 新型インフルエンザが発生した場合，人工呼吸器や陰圧の ICU・PICU，院内感染対策

用設備などの医療資器材・設備の不足が懸念されるが，現状では，これらの医療資器材・

設備の整備は都道府県に委ねられており，都道府県の財政力により整備状況に差が生じ

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 

    

１１１１    感染症情報感染症情報感染症情報感染症情報をををを都道府県都道府県都道府県都道府県にににに一元的一元的一元的一元的にににに効率効率効率効率よくよくよくよく収集解析収集解析収集解析収集解析できるできるできるでき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    

○ 新型インフルエンザ等特別措置法の適用となる重大かつ広範囲にわたる事案におい

て，都道府県知事が迅速に行動自粛要請等の拡大防止措置を講ずるため，現行の感染症

サーベイランスシステムを改変する等，都道府県においても保健所設置市を含めた発生

状況を一元的に効率よく収集解析できる仕組みを構築すること。 

 

 

２２２２    新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等大規模感染症発生等大規模感染症発生等大規模感染症発生等大規模感染症発生にににに備備備備えたえたえたえた体制整備体制整備体制整備体制整備にににに係係係係るるるる財政支援財政支援財政支援財政支援    

 ○ 新型インフルエンザ等大規模感染症の発生に備えた高度な専門性を有する体制の機

能強化を図るため，感染症や疫学に関する研修会や訓練の実施等に係る財政措置を拡充

すること。 

○ 新型インフルエンザ等対策の充実・強化を図るため，新型インフルエンザ発生時に必

要となる医療資機材・設備整備等に係る財政措置を講ずること。 
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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    

15151515    児童虐待防止対策児童虐待防止対策児童虐待防止対策児童虐待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 

（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 

児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所におけるにおけるにおけるにおける相談支援体制相談支援体制相談支援体制相談支援体制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 

    

【【【【現状現状現状現状】】】】    

○ 広島市を除いた本県の児童福祉司数及び虐待対応件数は，「児童虐待の防止等に関する

法律」（平成 12年 11月 20 日施行）の施行前である平成 11年度と 23年度を比較して，

児童福祉数が 20人から 34人と 1.7 倍になっている一方で，虐待対応件数は，174 件か

ら 1,489 件と約 8.6 倍になっており，全国平均を大幅に上回る状況となっている。 

    

○ 児童福祉司の配置について，厚生労働省は，平成 24年度に児童福祉法施行令を改正し，

それまで「人口おおむね５万から８万までを標準」に１人としていた基準を「人口おお

むね４万から７万までを標準」に１人とする見直しを行っている。 

   なお，児童福祉司の配置に対しては，平成 24年度地方交付税措置において，標準団体

（人口 170 万人）当たり 34人の配置が可能な経費が計上されているところである。 

   広島市を除く本県の児童相談所が管轄する地域の人口は，平成 25年 4月 1日現在で，

約 170 万人であるが，児童福祉法施行令上の配置基準及び地方交付税上の算定基準のい

ずれも上回る 36人を配置している。 

 

    

【【【【児童相談所虐待児童相談所虐待児童相談所虐待児童相談所虐待相談相談相談相談対応件数対応件数対応件数対応件数のののの推移推移推移推移】】】】                                          （単位：件）    
 年度 

区分 

11 年度 ～ 21 年度 22 年度 23 年度 

11年度比 

全国 11,631 44,211 56,384 59,862 5.1 倍 

広島県計 302 1,633 1,989 2,347 7.8 倍 

広島県 174 1,182 1,275 1,489 8.6 倍 

 

広島市 128 

～ 

451 714 858 6.7 倍 〔出典：福祉行政報告例〕 
 

【【【【児童福祉司数児童福祉司数児童福祉司数児童福祉司数のののの推移推移推移推移】】】】                                               （単位：人）    
 年度 

区分 

11 年度 ～ 21 年度 22 年度 23 年度 

11年度比 

全国 1,313 2,428 2,477 2,606 2.0 倍 

広島県計 28 51 53 56 2.0 倍 

広島県 20 33 33 34 1.7 倍 

 

広島市 8 

～ 

18 20 22 2.8 倍 〔出典：全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料〕 



50 

    

    【【【【児童福祉司児童福祉司児童福祉司児童福祉司１１１１人当人当人当人当りのりのりのりの対応件数対応件数対応件数対応件数のののの推移推移推移推移】】】】                      （単位：件）    
 年度 

区分 

11 年度 ～ 21 年度 22 年度 23 年度 

11年度比 

全国 8.9 18.2 22.8 23.0 2.6 倍 

広島県計 10.8 32.0 37.5 41.9 3.9 倍 

広島県 8.7 35.8 38.6 43.8 5.0 倍 

 

広島市 16.0 

～ 

25.1 35.7 39.0 2.4 倍 

    

【【【【課題課題課題課題】】】】    

 ○ 全国の児童福祉司は，平成 11年度と 23年度を比較して， 2.0 倍の増加であるのに対

し，虐待対応件数は 5.1 倍の増加となっており，現行の人口に対応した児童福祉司の配

置基準では，虐待対応件数の増加に十分に対応できていない。 

   また，児童福祉司１人当たりの虐待対応件数は，都道府県によってばらつきが生じて

おり，本県の平成 23年度における処理件数は 43.8 件で，全国平均の 23.0 件を大幅に上

回る状況にあり，基準どおりの児童福祉司を配置していても，児童福祉司にかかる負荷

は都道府県によって差が生じている。  

    

    

    

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 

 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

 

１ 児童福祉司の配置基準の見直し 

  児童福祉司の配置基準については，人口に応じた配置を基礎基準とし，虐待対応件数

に対応した配置基準を追加するなど，実態を反映した配置基準とすること。 

 

 

  
 

 

 

 

２ 地方交付税への反映 

  地方交付税の算定についても，虐待対応件数に対応した児童福祉司の配置基準を考慮

した算定基準とすること。 

 

【児童福祉司１人当りの対応件数を全国平均と同等とする場合】 

 広島市を除く本県への配置数 65 人 （平成23年度広島県虐待相談対応件数1,489件/全国平均１人当たりの処理件数23.0件＝64.7） 
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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    

16161616    認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者グループホームグループホームグループホームグループホーム及及及及びびびび障害者障害者障害者障害者グループホームグループホームグループホームグループホーム等等等等ののののスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー設置設置設置設置につにつにつにつ

いていていていて    

（消防庁，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 

１ 消防法施行令（スプリンクラー設置義務）の見直し 

２ スプリンクラー設置に係る支援措置の見直し 

    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    現状現状現状現状    

⑴ 消防庁は，平成２５年２月の長崎市の認知症高齢者グループホームの火災の発生を踏

まえ，有識者で構成する「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会」を設置し，

スプリンクラーの設置基準等の見直しを検討している。 【参考】消防法施行令により，認知症高齢者グループホームや障害者のケアホーム（障害程度区分４以上の者が概ね８割を超えるもの。）は，延べ床面積が 275ｍ2以上のものにスプリンクラーの設置が義務付けられている。 
⑵ 介護を必要とする高齢者は年々増加しており，認知症高齢者グループホームは，第 5

期広島県介護保険事業支援計画において，平成 24 年度から平成 26 年度の 3 年間で 886

人の必要利用定員数の増加を見込んでいる。また，障害者総合支援法では，障害者の高

齢化や重度化の進行を背景に，平成 26 年 4 月からケアホームをグループホームへ一元

化することとされており，入所者の生命を守ることを最重視する観点から，新たに開設

される施設を含む火災安全対策について，早急な対応が必要である。 

 

２２２２    スプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー設備設置状況及設備設置状況及設備設置状況及設備設置状況及びびびび未設置未設置未設置未設置のののの理由理由理由理由    

 ⑴ 認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホーム等 

   設置義務のある施設は全て設

置済みであるが，設置義務のな

い施設のうち，未設置施設にお

ける設置しない主な理由は，設

置義務のないことや費用負担が

多額であることであった。 

 

⑵ その他 

有床診療所においても，消防法施行令に基づく設置義務のある施設は全て設置済みで

あるが，設置義務のない施設には,整備が充分には進んでいない。 

 

３３３３    スプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー等等等等設置設置設置設置にににに対対対対するするするする国国国国のののの交付金交付金交付金交付金制度制度制度制度    

認知症高齢者グループホームや軽費老人ホーム等は，国の介護基盤緊急整備等臨時特例

交付金に基づき，障害者グループホーム等は，国の社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付

金に基づき，原則，平成２１年４月（改正消防法施行時）に既存する施設に対して，県が

基金を造成し県又は市町が補助金を交付している。 

このほか，国の社会福祉施設等施設整備費補助金において，障害者グループホーム等に

対するスプリンクラー設置補助がある。 

 

設置義務あり 設置義務なし 調査対象施設 施設数 設置 あり 設置 なし 設置 あり 設置 なし 認知症高齢者 グループホーム 319 279 0 27 13※１ 障害者グループ ホーム等 260※２ 20 0 40 200 ※１ 275 ㎡以上であって設置が免除された 1施設を含む ※２ 共同生活住居数を記載 
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        【交付金・補助金等制度概要】  区 分 基準額 1,000 ㎡以上の平屋建ての場合 （軽費老人ホーム・小規模多機能型居宅介護事業所は 1,000㎡以上）  １㎡当たり 17 千円の範囲内で知事が定めた額（県は上限額単価採用） 介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領 1,000 ㎡未満の場合 １㎡当たり 9 千円の範囲内で知事が定めた額（県は上限額単価採用） 社会福祉施設等耐震化等基金管理運営要領 既存施設のうち，障害者総合支援法に定める「障害程度区分」４以上の者又はこれと同様のものが利用する施設 １㎡当たり 18 千円×知事が認めた面積 社会福祉施設等施設整備費補助金 【大規模修繕等の取扱いについて １（９）】 既存建物のバリアフリー化工事等，グループホーム等の基盤整備を図るための改修工事 30 万円以上 1,000 万円以内 
    

    

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 

 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１ 消防法施行令（スプリンクラー設置義務）の見直し 

 認知症高齢者グループホーム及び障害者グループホーム等の施設に係るスプリンクラ

ー設備の設置義務については，入所者の生命を守ることを最重視する観点から検討し，

早期に方向性を示すとともに，速やかに改正を図ること。 

        

２ スプリンクラー設置に係る支援措置の見直し    

        ⑴    消防法施行令（スプリンクラー設置義務）の見直しに合わせて，スプリンクラーの

設置が促進されるよう，平成 25年度で終了が予定されている介護基盤緊急整備等臨

時特例交付金及び社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の終了後における施設への

支援継続や，支援措置の拡充などをすること。 

⑵ 有床診療所等の医療施設におけるスプリンクラー設置について，医療提供体制施

設整備交付金の補助メニューに追加するなど，支援措置を創設すること。 
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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    

11117777 (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，減額されている。    
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    

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 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    

○ 原爆被爆者対策費（全国枠国費） 148,105百万円（対前年度比 100.2％） 

○ 在外保健医療助成事業の上限額引上げ（24年度→25 年度：17.6 万円→17.9 万円,４日

間以上の入院：18.7 万円→19.1万円)  

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 73.5%）    
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 

○ 毒ガス障害者に対する救済措置要綱改正により，健康管理手当の支給認定期間につい

て，病状が固定化しているものについて，無期限となった。（従来は 5年更新） 

○ 毒ガス障害者対策費（全国枠国費） 759 百万円（対前年度比 95.7％） 

 

 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 23232323 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）  28,926 人 80.2 歳 広 島 市       66,660 人 77.6 歳 県 全 体       95,586 人 78.4 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 介護施策の拡充強化 

○ 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 被爆者健康診断内容等の充実強化 

○ 「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 原子爆弾小頭症患者の支援 

 ○ 患者の生活実態の十分な理解と実態に応じた支援 

エ 被爆者関係施設の整備充実 

○ 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 原爆症認定制度の見直し及び審査の迅速化 

○ 「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関す

る法律」の附則の趣旨を踏まえた原爆症認定制度の見直し 

○ 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 健康診断及び保健医療費助成 

○ 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 在外公館等を通じた各種申請手続等 

○ 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 広島・長崎両市が実施している原爆被爆者動態調査への助成 

○ 今後とも十分な助成を行うこと。 

イ 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に係る調査研

究の更なる促進 

ウ 放射線影響研究所の早期移転 

 ○ 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    

17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (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 

 

【【【【現状現状現状現状】】】】    

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：17か国 388 人（平成 25年 3月現在） 

  ○ 専門家の派遣：16か国 196 名（平成 25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…医師・研究者等の IAEAへの派遣（連絡会議，セミナー等) 

・共同研究…「IAEA加盟国における生物学的線量評価の強化」の共同研究の開始 

○ 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 

  

【【【【課題課題課題課題】】】】    

 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
 

放
射
線
被
ば
く
者
医
療
関
係
機
関
 

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    

11118888    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ににについてついてついてついて 

（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    電力買取制度電力買取制度電力買取制度電力買取制度にににに内在内在内在内在するするするする不公平性不公平性不公平性不公平性のののの緩和緩和緩和緩和につながるにつながるにつながるにつながる対策対策対策対策のののの実施実施実施実施    

２２２２    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発電施設設置発電施設設置発電施設設置発電施設設置にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての各種法規制各種法規制各種法規制各種法規制のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな運用運用運用運用    

３３３３    新新新新たなたなたなたな地方税地方税地方税地方税をををを創設創設創設創設するなどのするなどのするなどのするなどの安定的安定的安定的安定的なななな財源確保財源確保財源確保財源確保    

    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    電力買取制度電力買取制度電力買取制度電力買取制度にににに内在内在内在内在するするするする不公平性不公平性不公平性不公平性のののの緩和緩和緩和緩和につながるにつながるにつながるにつながる対策対策対策対策のののの実施実施実施実施    

電力買取制度は，発電施設設置者に支払う高額買取費用を電力需要者からの賦課金で賄

う仕組みであることから，再生可能エネルギーの普及促進に有効である反面，次のような

課題を抱えている。 

○ 賦課金の上昇（電気料金の値上がり）による県民生活や事業活動への影響 

○  事業用太陽光発電等を行う事業者の利潤を，賦課金によって，多くの国民等（電力ユ

ーザー）が一方的に負担するという，制度上の不公平性の内在 

２２２２    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発電施設設置発電施設設置発電施設設置発電施設設置にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての各種法規制各種法規制各種法規制各種法規制のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな運用運用運用運用    

○ 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，再生可能エネルギー

発電施設を設置する場合，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。 

○  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。 

３３３３    新新新新たなたなたなたな地方税地方税地方税地方税をををを創設創設創設創設するなどのするなどのするなどのするなどの安定的安定的安定的安定的なななな財源確保財源確保財源確保財源確保    

 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 

不可欠である。 

国においては，地球温暖化対策推進法の改正案を今国会に提出し，改正法に基づき，国

において地球温暖化対策計画を策定することとしているが，この計画に，地方自治体の役

割や，財源措置について明記することが必要である。 

特に財源について，国は地球温暖化対策について環境税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を実施しているにもかかわらず，税制措置がない。 

平成 25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，「早急に総合的な検討を行う」とされているのみで，具体的な時期や内容は未定で

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    

 

制度改正なし 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    電力買取制度電力買取制度電力買取制度電力買取制度にににに内在内在内在内在するするするする不公平性不公平性不公平性不公平性のののの緩和緩和緩和緩和につながるにつながるにつながるにつながる対策対策対策対策のののの実施実施実施実施    

  電力買取制度は，再生可能エネルギーの普及拡大に有効な手法ではあるが，この制度に

は，再生可能エネルギー発電を行う事業者を，賦課金によって多くの国民や企業が支える

という不公平性が内在している。今後，再生可能エネルギーの更なる拡大により，この問

題が顕在化してくると考えられることから，国において，不公平性の緩和につながる対策

を講じること。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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発電施設設置発電施設設置発電施設設置発電施設設置にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての各種法規制各種法規制各種法規制各種法規制のののの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな運用運用運用運用    

  ○ 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。 

 

○ 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 

                              

 

 

３３３３    新新新新たなたなたなたな地方税地方税地方税地方税をををを創設創設創設創設するなどのするなどのするなどのするなどの安定的安定的安定的安定的なななな財源確保財源確保財源確保財源確保    
広島県では，平成 23年３月に，第２次広島県地球温暖化防止地域計画を策定しており，

目標の達成に向けて，継続的に，地域の特性に応じた地球温暖化防止施策を実施していく

ことが必要である。 

今後，国において予定されている「地球温暖化対策計画」等の策定にあたっては，再生

可能エネルギーの普及や省エネルギーの取組に関する地方自治体の役割や，財源措置を明

確にすること。特に，財源に関しては，新たな地方税を創設するなど安定的な財源を確保

すること。 

 

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 

1～4件目：配電安定化対策費不要 

発電施設 設置者 電力需要者 （県民・事業者） 売電 
電気事業者の発電コスト 

 
 電 気 事 業 者 

通常の電気料金 ＋ 賦課金 

高額買取 賦課金相当分 
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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    

19191919    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ににについてついてついてついて 

（環境省，経済産業省，農林水産省，国土交通省，厚生労働省，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 

１１１１    瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海瀬戸内海のののの環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進 
  
 

２２２２    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 
  
 

３３３３    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 
  
 

４４４４    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 
  
 

５５５５    アスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進 
  
 

６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進 
  
 

７７７７    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環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進    

瀬戸内海の環境は，瀬戸内海環境保全特別措置法等に基づく工場排水の規制等により，

水質は一定の改善が見られるものの十分ではなく，赤潮の発生，藻場・干潟の喪失，生態

系や漁場環境の悪化など，依然多くの課題を抱えている。 

また，瀬戸内海の保全・再生に向け，府・県を越えた環境保全活動が行われているが，

こうした活動への支援体制が不十分である。 

 

２２２２    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。 

 

３３３３    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    

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 550 万人（広島県分）を超える方々に利用されている。 

県では平成 22年度，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。 

 

４４４４    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    

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 25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。 
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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    

 

閉鎖性海域対策費（全国枠国費）           262百万円（対前年度比 111.0％） 

自然公園等事業費（全国枠国費）          8,195百万円（対前年度比 99.5％） 

生物多様性保全推進支援事業（全国枠国費）     191百万円（対前年度比 90.5％） 

 

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環境保全環境保全環境保全環境保全のののの推進推進推進推進    

⑴ 環境負荷の高いパルプ・鉄鋼・化学等の業種からの排水中のＣＯＤ・窒素・リンを安

価で効率的に処理する技術の開発や，これらの技術の導入に対する助成制度の創設を行

うこと。 

⑵ 環境保全・修復のための調査研究・技術開発の推進を図ること。 

ア 藻場・干潟を保全・修復するための技術開発 

イ 生態系を保全するため，生物の生息状況の把握など継続的な環境モニタリングの 

実施 

ウ 府・県域を越えて瀬戸内海における環境保全活動への支援等を実施している，（社）

瀬戸内海環境保全協会を通じるなどして，海岸清掃や生物調査等地域住民活動への助

成を行うこと。 

 

 

２２２２    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。 

 

 

３３３３    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。 

    

    

４４４４    特特特特定外来生物定外来生物定外来生物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による生態系，農林水産業，生活環境など各種被害の防止を図るた

め，特定外来生物の侵入の早期発見，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。また，地方公共団体等が行う自主的な防除事業に必要な捕獲器や薬

剤の購入に要する経費に対して，継続的な財政支援措置を図ること。 
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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    アスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

アスベスト問題について，本県は平成 17年８月に対策推進本部を設置し，健康，環境，

建築物対策など総合的に取り組んできたが，依然として，アスベストを使用した建築物等

が多く現存し，これらの建築物等が解体時期を迎えていること，また，災害時における建

築物の倒壊等を考えると，早急なアスベスト対策が求められている。 

 

 

６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進    

土壌汚染対策法では，形質変更の届出に対し，土壌汚染のおそれに応じて調査命令を発

出するが，埋立地等土壌汚染のおそれの把握が難しい場合があり，調査命令の判断に課題

が生じている。 

また，汚染の除去等の財政支援のために法に定められた基金は，汚染原因者が不明・不

存在であることなど，助成対象が限定されている。 

 

 

７７７７    微小粒子状微小粒子状微小粒子状微小粒子状物質物質物質物質（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    

中国からの飛来等により環境基準の超過等がみられるＰＭ２.５に対する住民の不安を

解消する必要があるが，健康影響の解明や発生源対策が十分には進んでいない。 

また，平成 24年度に取りまとめられた環境省の暫定指針は，ＰＭ２.５に係る注意喚起

を各自治体の運用に委ねているため，注意喚起の運用に大きな差異が生じるとともに，イ

ンターネットを使用しない住民に対するＰＭ２.５濃度等の情報の提供が不十分となって

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    

 

専修学校防災機能強化緊急特別推進事業（全国枠国費）30百万円（新規） 

土壌汚染防止対策推進費（全国枠国費）       306 百万円（対前年度比 91.6％） 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

 

５５５５    アスベストアスベストアスベストアスベスト対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

  国が，平成 25年度予算で専修学校防災機能強化緊急特別推進事業を新規で盛り込んだこ

とは，県からの財政支援制度創設提案が一部反映されたものとして評価できるが，現時点

では制度の内容が不明であり，全体予算額が十分であるとは言い難いため，財政支援を拡

充すること。 

 

 

６６６６    土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策土壌汚染対策のののの推進推進推進推進    

⑴ 埋立地における土壌汚染の調査命令の発出要件について，判断基準を明確に示すこと。 

⑵ 土壌汚染対策法に定められた基金について，要措置区域指定以前の調査や，汚染原因

者が判明していても負担能力がない場合等へ助成対象を拡充すること。 

 

 

７７７７    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    

⑴ ＰＭ２．５に関する調査研究を推進し，健康影響の解明や発生源対策を進めること。 

⑵ 国の責任において，注意喚起の運用に差を生じない明確な基準を設けること。 

⑶ 地上デジタルテレビ放送を活用するなど，「そらまめ君（環境省の大気汚染情報）」の

データの情報発信を図ること。 
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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    

20202020    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににについてついてついてついて 

（環境省，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    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

２２２２    使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの推進推進推進推進によるによるによるによる不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの抑制抑制抑制抑制    

    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    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

産業廃棄物の不法投棄は依然として後を絶たず，その多くは産業廃棄物の排出事業者が

原因者となっている。また，排出事業者の不適正な処理委託等が，産業廃棄物の不適正処

理の拡大，状況の悪化の要因となるケースもある。 

適正処理を推進するための管理責任者制度は，現状では特別管理産業廃棄物を排出する

事業者のみを対象としており，通常の産業廃棄物を排出する事業者を対象としていない。 

また，現在の産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度は，紙マニフェストと情報を電子

化した電子マニフェストのいずれかにより，産業廃棄物の処理の流れを把握，管理するこ

ととなっているが，より一層，排出事業者責任の徹底と不適正処理の未然防止を図るため

の措置が必要である。 

 

  県内の産業廃棄物不法投棄事案発生件数（投棄量 10トン以上の事案） 年度 H19 H20 H21 H22 H23 件数 3 5 8 9 9 
 

 

２２２２    使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの推進推進推進推進によるによるによるによる不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの抑制抑制抑制抑制    

特定家庭用機器再商品化法が対象としている家電 4品目（エアコン，テレビ，冷蔵庫･

冷凍庫，洗濯機･衣類乾燥機）について，再商品化費用が後払いであることが，リサイクル

推進の支障となって不法投棄が後を絶たない状況にあり，その処理費用は市町の大きな負

担となっている。 

また，小型家電（携帯電話，デジタルカメラ等）について，これまで埋立処分されてい

たが，平成 25年４月から施行された小型家電リサイクル法により，リサイクルされる制度

が開始されており，今後，法を円滑に運用していく必要がある。 

 

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 25年度，国の中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合において，家電４品目に

係る家電リサイクル制度の見直しの検討がなされる。（環境省，経済産業省） 
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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    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適正処理適正処理適正処理適正処理のののの推進推進推進推進    

産業廃棄物の排出事業者に対して産業廃棄物管理責任者の設置や，より法令の遵守や情

報の透明性を確保できる電子マニフェストの使用を義務付けるなど，排出者事業者責任の

徹底と不適正処理の未然防止のための制度を創設すること。 

 

２２２２    使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品使用済家電製品ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの推進推進推進推進によるによるによるによる不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄のののの抑制抑制抑制抑制    

家電４品目については，特定家庭用機器再商品化法のルート以外で取り扱われている家

電の処理状況を踏まえ，再商品化費用を製品販売時に回収する方式（前払い制）を導入す

るなど，法の円滑な施行，不法投棄の防止に向け，家電製品全体のあり方を検討すること。 

また，家電４品目以外の家電製品については，小型家電リサイクル法の円滑な推進と効

果的な制度の確立に向けて，市町や認定事業者へ小型家電リサイクルに係る積極的な情報

発信をするなど，市町が早期に小型家電のリサイクルに取り組めるよう支援すること。 

 

 【県内で発生した不法投棄現場】 
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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    

21212121    過疎地域対策等過疎地域対策等過疎地域対策等過疎地域対策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    延長延長延長延長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 

 

過疎地域等の条件不利地域は，若年者の流出による人口減少と少子・高齢化の一層の進行，

深刻な医師不足，生活交通の廃止や縮減，集落の小規模・高齢化の進行による日常生活を支

えてきた集落の機能低下などの課題に適切に対応するとともに，産業として自立できる農林

水産業への転換など，持続可能な過疎地域の形成に向けた取組が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

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 24242424 年年年年６６６６月月月月 27272727 日日日日））））のののの概要概要概要概要    

(１) 法 の 期 間：５年間の期間延長（平成 33年３月 31日まで） 

(２) 過疎地域指定：16市町（本県は変更なし） 

 

 

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 25年度地方債計画額 過疎対策事業債 3,050億円（対前年度比 5.2％増） 

 

項  目 全県 （旧市町村数） 過疎地域 （旧市町村数） 市町数 23（86） 16（58） 面積 8,478.58 k㎡ 5,254.96 k㎡ 人口 (増減は H17対比) 2,860,750 人 △0.6％ 283,688 人 △6.8％ 高齢者比率 20.9％ 34.5％ ○ 人口は，平成 22 年度国勢調査による。     広島県広島県広島県広島県のののの過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域におけるにおけるにおけるにおける集落集落集落集落のののの状況状況状況状況                                                    ～～～～    調査時点調査時点調査時点調査時点：：：：平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月    ～～～～     過疎地域の 集落数 高齢者割合 が 50％以上 10世帯未満の 小規模集落 64,549 10,091 6,214 全 国  (15.5) (9.6) 中国圏 12,694 2,672 1,901    (21.1) (15.0)  3,369 711 606  う  ち 広島県  (21.1) (18.0) 
 

 

広島県広島県広島県広島県のののの過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの状況状況状況状況    
広島県の過疎市町 
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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    延長延長延長延長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，過疎地域が有する安全・安心な食料や水，エネルギー

の供給，国土保全，災害の防止，地球温暖化の防止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，引き続き，延長された過疎法に基

づき，集落を支援する人材の育成，雇用の確保に係る支援の強化や過疎対策事業債の所

要額の確保などの対策を講じること。 

 

⑵ 過疎地域が実施するソフト事業について，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とこ

ろである。今後もソフト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，引き続き資金の確保・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。 

 

 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，近接した本土と生活圏を同一に

する内海離島の特殊性や本県が進めてきた市町村合併を考慮し，終点の市町村を合併前

の旧市町村単位とするなど，国庫補助対象航路の更なる拡大を図ること。 

  

 ⑶ 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    

22222222    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視聴対策難視聴対策難視聴対策難視聴対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    

  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，

その数が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。しかしながら，地上デジタル放送への移行は，国策として行われ

たものであり，これに要する費用は，本来国及び放送事業者が負担すべきものである。 

また，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。 

さらに，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。 

  ○ 新たな難視地区のうち要対策世帯 3,431世帯（平成 24年３月末現在） 

  ○ 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 

     ※市町においてもほぼ同額を負担 

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，2015年（平成 27年）頃を目途に，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 11市町／23市町（平成 25年４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 25年４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    

 

地上デジタル放送受信環境の整備  204,60百万円（対前年比 89.0％） 

情報通信利用環境整備推進事業      800百万円（対前年比 42.1％） 
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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聴対策難視聴対策難視聴対策難視聴対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    

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 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。 

 

⑶ 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    

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，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し，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

策を講じることを含め，国の財政支援を拡充すること。 

 

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積極的に進め，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等等等等    

〔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。 

▷  麻薬取扱者に対して県及び保健所設置市が交付する免許は，当該県及び市の区域のみでなく，

国内全域で有効となるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  砂防，地すべり，急傾斜地崩壊対策について，基礎自治体においても工事・管理等を実施で

き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，既存の関連事務と併せて基礎自治体で実施できるよう制度

の見直しを行うこと。 

▷  婦人相談所の売春防止法による設置義務（都道府県設置）を見直し，政令市や中核市におい

ても設置でき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〕 

▷  町においても，市と同様に福祉事務所を必置とするよう制度の見直しを行うこと。 

 

 

 ○○○○    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの分担関係分担関係分担関係分担関係のののの適正化適正化適正化適正化    

  ▷  都市部と中山間地域との教育条件を一定の水準に保ち，広域人事を活発化するなど，教職

員の資質向上施策を推進するとともに，政令指定都市における県費負担教職員の任命権者と

給与負担者の一致を図ること。 

 

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次一括法から新たな第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次一括法から新たな第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。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


