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平成２７年１１月１０日

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政 様

山口県議会議長 畑 原 基 成 様

山 口 県 経 営 者 協 会

会 長 田 村 浩 章

平成２８年度山口県政に関する要望書

山口県経営者協会並びに会員各企業に対し、平素より格別のご支援ご協力を賜わ

り厚くお礼申し上げます。

さて、本県産業界は、厳しい経営環境下にありますが、会員企業は存続をかけ、成

長分野への進出や海外展開、コスト削減など事業の再構築に取組み、雇用の維持・拡

大をはじめ期待される社会責任を果たすべく懸命な経営努力を続けております。

つきましては、平成２８年度の山口県予算編成並びに施策の策定において、県内

景気の着実な回復と将来に向けた本県経済産業基盤の一層の強化を図るため、下記

事項について特段のご配慮、ご尽力をお願い申し上げます。

記

▽国際コスト競争力や県内立地競争力の強化に向け、港湾機能の強化・道路ネットワ

ークの構築、工業用水の安定確保

▽環境変化に対応し新規展開を図る、中小企業への支援

▽成長分野の育成支援、企業誘致及び拡大投資への環境整備

▽中小企業の人材確保・育成、若者の県内定着対策の強化

▽仕事と育児・介護の両立支援

▽県内需要拡大に向け、地産地消・観光振興対策の強化
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（全 県 要 望 事 項）

１ 産業基盤・社会資本の整備、関連ソフト対策について

港湾、道路、空港等の交通基盤の整備、工業用水の安定確保、関連するソフト

対策等について一層のご配慮をお願いするとともに、財源確保をはじめ地方の実

情を十分に踏まえた社会資本整備が行われるよう政府への働きかけをお願いする。

また、産業戦略推進計画に位置づけられた各戦略の着実な具現化と完成・着工時

期が示されたハード事業の確実な実行、及び、その他の事業の対応時期の明示等に

も引きつづき努められるようお願いする。

⑴港湾施設の整備

①航路・泊地・岸壁、荷役機械、臨港道路、ターミナル等の整備（継続） （土木建築部）

本県経済を牽引する瀬戸内産業は、厳しい国際コスト競争にさらされている。

港湾は製造業のコスト競争力に直結するインフラであり、国内屈指の臨海産業

集積地域として、今後とも高い国際競争力を維持しつつアジアの成長を取込み、

本県の社会経済の発展を支えていくためには、船舶の大型化や貨物のコンテナ

化などに対応した港湾整備が不可欠である。空洞化の未然防止と県内投資の誘

導のためにも官民ベクトルを併せた強力な取組をお願いする。

☞ 個別箇所の要望は支部別要望欄に記載

②国際バルク戦略港湾の整備促進 （継続・一部見直し） （土木建築部）
国家プロジェクトとして、石炭の一括大量輸送により安定的で安価な供給を

確保し、国際コスト競争力を強化する世界水準の港湾整備を目指す本構想への

期待は大きい。徳山下松港、宇部港は全国一の石炭量を取扱い、全国への供給

拠点としても重要な役割を担っている。エネルギーの石炭火力への依存度が高

まるなど、その実現は急を要すが制度設計は未だ不十分である。国家プロジェ

クトとして早期の実現を担保する国庫負担割合の嵩上げや規制緩和、民活への

税財政支援、更には本選定港湾を対象とする「特定貨物輸入拠点港湾」への指

定について、国への要請や県予算の確保にご配慮、ご尽力いただき育成プログ

ラム（変更整備スケジュール）に沿った確実な事業推進をお願いする。

③港湾施設使用料減免措置の適用拡大と定期航路誘致の取組強化（継続・一部見直し）

（土木建築部）

コンテナ航路の増便や取扱量の増加は、港湾物流の効率化やコスト縮減によ

る企業競争力の強化や雇用の増加に資する。今年度はガントリークレーン使用

料等に係る外貿定期コンテナへの減免措置の延長とともに初めて内航フィーダ
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ーへ適用いただきお礼申し上げる。しかしなお、冷凍コンセント使用料は、競

争関係にある門司港、福岡港と比べ時間単価で３倍程度の開きが残っている。

引き続き、競争力確保に向けた港湾使用料の是正と航路誘致、港湾連携への取

組強化をお願いする。

④港湾諸手続の迅速化や規制緩和（継続） （土木建築部）

諸手続の迅速化や規制緩和による効率化、低コスト化に引き続きご配慮をお

願いする。特に、夜間入出港については大型船舶に係るコスト削減効果が大きく、

危険物の夜間荷役と併せその早期実現に向け必要な施設整備や関係機関との調整

促進等にご配慮、ご尽力をお願いする。

⑵基幹的道路網の整備

①直轄国道・地域高規格道路・基幹的道路の整備促進（継続 ） （土木建築部）

分散型県土構造をカバーする基幹的道路ネットワークの形成は、生産活動や

物流の効率化、交流人口の増大はもとより、災害時の事業継続、県土の総合力

の発揮など、本県にとって特に重要な施策であり、重点対応をお願いする。

また、サービス水準の高い幹線道路網の整備と併せ、産業拠点等から幹線道路、

ＩＣ等へのアクセス改善にもきめ細かいご配慮をお願いする。

☞ 個別箇所の要望は支部別要望欄に記載

②下関北九州道路の早期整備（継続・一部見直し） （土木建築部）

関門経済圏の一体的発展において、海峡をまたぐ広域幹線道路ネットワーク

の充実強化は不可欠であるが、河川で分断された全国他都市の整備水準を大き

く下回っている。また、本州と九州を結ぶ道路は関門橋築４１年、国道トンネ

ル築５７年が経過し日本の動脈が危なくなっている。不測の事態が生ずれば、

本県はもとより九州全体のダーメージは極めて大きい。

昨年６月に国が策定した「国土強靱化計画」では、「国の大動脈については、

広域的な視点から代替輸送ルートを早期に確保する」とされている。重要性、

緊急性の高まりに鑑み、福岡県等との連携を一層強化され、早期整備に向けた

具体的方策の検討が進むよう関係機関への働きかけなど特段のご尽力をお願い

する。

③産業インフラの維持管理対策及び大型産業車両等への通行対応の強化

（継続・一部見直し）（土木建築部）

●道路、港湾、橋梁等の老朽化が急速に進んでいる。局所トラブルでも連続操業

等への影響は大きい。県におかれては、その重要性と膨大な事業量に鑑み、産
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業インフラの長寿命化対策を施策の新たな柱として位置づけられた。施設毎の

点検・評価、全体整備計画の作成を急がれるとともに、ライフサイクルコスト

や国土強靱化の観点から工法・資材の選択にご配慮いただき、一層の効率的・

経済的な対応をお願いする。

●施工に当たっては、地産地消の観点から県内生産量の多い資材（コンクリート

をはじめステンレス鋼材・鉄鋼等）の優先活用も一層強化いただきたい。

また、県では、「優先活用はライフサイクルコストを総合的に勘案する」と

されている。そのコストを定量的に算定し、経済合理性に裏打ちされた評価方

法を構築し開示することができれば、企業から新たな工法・資材の選択に関す

る提案も進み、対応力のもう一段の高まり、ひいては地方創生に繋がる。国の

関係機関との連携など実現に向けた研究をお願いする。

●産業用車両の大型化が進む中、港湾や産業拠点と幹線道路を結ぶアクセス道路

の規格不足等により、運送上の制約を受ける箇所が発生している。県では、国

と連携され、昨年より大型特殊車両の通行許可の迅速化を図る「大型車両を誘

導すべき道路」の指定にお取組いただきお礼申し上げる。引き続き、指定ルー

トの拡大をはじめ、橋梁等の補強、交差点改良、ボトルネック調査、通行規制

緩和等にご配慮、ご尽力をお願いする。

⑶高速交通体系の整備

航空路線、新幹線、高速自動車道はビジネスや観光、主要都市間交流等に多大

な役割を担っている。下記事項についてご配慮、ご尽力をお願いする。

①山口宇部空港並びに岩国錦帯橋空港の利便性の向上、相互の連携効果の発揮

（継続・一部見直し）（商工労働部、土木建築部）

●山口宇部空港は、運用時間の延長（最終便）とバランスのとれた運航ダイヤへ

の改善。新山口駅から空港へのバスの接続改善

●岩国錦帯橋空港は、周南、柳井、広島県方面からのアクセス向上のための岩国

大竹道路等の早期整備や岩国ＩＣからのアクセス、交通機関等の利便性の向上。

●県東西に２つの空港を持つ強みを活かし、首都圏からの観光客誘致、相互のダ

イヤ調整等による経済活動や県民生活の利便性の向上。

②新幹線の県内停車増、接続の改善など利便性向上（継続・一部見直し）（商工労働部）

「のぞみ」等の県内停車増を始め、運行時間の延長、「こだま」「在来線」との接

続の改善など利便性の向上に特段のご尽力をお願いする。特に、新幹線停車本数

の少ない駅は在来線等との接続も極めて悪く不便な状況が続いている。ＪＲ西日

本はもとより下関地域においてはＪＲ九州への働きかけの強化もお願いする。



- 5 -

③山陰自動車道の整備促進（継続・一部見直し） （土木建築部）

広域的な交流・連携による地域活性化や大震災時等における社会経済活動を支

えるリダンダンシー機能の発揮など、高速交通体系の基軸を構成する重要な社会

資本であるが、県内の整備は遅れ、約８割が未着手区間となっている。今年度、

長門・俵山間の平成３１年開通見込みが示され、また、５つの優先整備（絞込）

区間で概略ルート検討等が始まるなどステップアップされたが、なお本県の整備

が最も遅れている状況に変わりはない。引き続きご尽力をお願いする。

⑷工業用水の安定確保

（継続、一部見直し） （農林水産部、土木建築部、企業局）

「工業用水の安定供給」を産業戦略の重点施策に位置づけられ、多くの取組が

前進しておりお礼申し上げる。しかし、なお自主節水が常態化している地域では

厳しい状況が続いており、日々の操業はもとより拡大投資や企業誘致に足かせ

となるなど課題が山積している。引き続き下記事項についてご尽力、ご配慮を

お願いする。

●広域利水とこれに係る低料金対策、水利権の調整・水源の確保、また、水質

保全や水源涵養。

●工水使用量の効率化や節水等により契約水量と実給水量の乖離が広がっている。

改善に向け、企業間の利害に配慮しつつ二部料金制の導入を進めていただいて

いるが、なおインセンティブが弱いとする企業が多い。地域的な観点も含め、

企業努力や使用実態が一層反映され、より利用しやすく納得性の高い料金体系

となるよう更なる検討と改善。

●ダムの効率的運用を図るダム管理支援システムは、今年度から木屋川、厚東、

菅野、生見川ダムでの試験運用へとステップアップしていただいた。今後とも

精度の向上に努められ、工水の確保に資するよりきめ細かいダム操作の実現。

●ダムの新設や河川掘削・護岸整備等により治水安全度の改善が図られた場合、

水系全体として少しでも工業用水容量の改善に繋がるよう、運用幅に柔軟性を

持たせた対応の検討。
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２ 施策・制度の拡充について

産業力の強化に向け、ソフト施策の拡充強化と財源確保、並びに必要な規制緩和等

の政府への積極的な働きかけや弾力的な運用をお願いする。

⑴成長分野の育成・支援と企業誘致・拡大投資への環境整備

（継続、一部見直し） （環境生活部、商工労働部）

①県におかれては、医療、環境など成長分野の育成・集積を重点施策に掲げ、次世代

産業クラスター等の取組を展開されている。昨年は、国の地域選定を受け、優れた

人材の招聘や有利な研究開発資金の確保に目途を付けるなど推進体制を整えられた。

この取組が、真に産学公金の効果的な連携を引き出し本県産業の高度化に繋がるよ

う引き続き関連施策の充実と着実な実行をお願いする。

また、水素関連事業は緒に就いたばかりであり、水素先進県の実現に向け、水素

燃料自動車購入者への補助制度の継続、水素ステーション等のインフラ整備、研究

開発支援等への積極的な取組をお願いする。

②上記取組と相まって、成長分野の企業誘致や投資拡大に向け、地震津波被害の少な

い本県の優れた立地環境や工場適地のＰＲ（企業遊休地含む）、誘致関連支援策の拡

充強化を引き続きお願いする。

③統廃合が進むコンビナート等で遊休地が増加している。一方、県は工業団地の造成を

抑制している。企業の遊休地は、電力や工業用水等のユーティリティが揃っており、

工場の適地として、当該企業では関連業種等の誘致に取り組んでいるが、中小プラン

トの移転整備には多大なコストを要し進出の障害となっている。既存コンビナート等

の活力・雇用の維持強化に向け民間が取り組む企業誘致活動も高い公益性を有する。

県に準じた施策をコンビナート等へ適用いただければ官民の相乗効果が発揮できる。

研究・検討いただきたい。（新規）

④沿岸工業地帯に立地する企業の拡大投資は、改正土壌汚染対策法等の規制強化が行

われた結果、当面対応に多大なコストと時間を要し、将来にわたり国内・県内への

展開を難しくしている。生産拠点の国内集約化や海外展開が進んでいる中、県にお

かれては、既存企業の県内展開への自助努力を助長し、企業誘致にも資する規制緩

和や弾力的運用による障壁の軽減に向けご配慮、ご尽力をお願いする。

また、土壌汚染防止法に係る自主的な区域申請・調査省略申請等の事例が、企業の

判断材料として活用できるよう事例集の作成をお願いする。

⑵経営環境の変化に対応し新規展開等を図る中小企業への支援

（継続) （環境生活部、商工労働部）

産業構造・経営環境の急激な変化に的確に対応するため、中小企業の多くは新分

野進出や海外展開、事業再構築など新たな挑戦に臨み、経営安定・雇用の維持に懸
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命に取り組んでいる。ついては下記事項に対する相談、技術・販路開拓支援、融資

補助制度の充実、及び、これら施策の周知など支援体制の一層の強化をお願いする。

●新分野進出や新商品・新サービスの開発提供等による経営革新

●大手企業の技術力や大学のシーズとの相互連携、産学公連携

●海外展開（情報収集と判断、販路開拓等）

●次世代環境産業、再生可能エネルギー産業の育成支援と普及基盤の整備

●ＩＣＴ等情報技術の向上と企業の情報化に係る総合支援

⑶深刻な人手不足に直面する中小企業の人材確保・育成及び若者定住対策の強化

（継続、新規、一部見直し）（総合企画部、産業戦略部、商工労働部、土木建築部、教育委員会）

中小企業の人材の確保は一層厳しさを増し、当面の対応はもとより中長期の経営

戦略に深刻な課題となっている。若者雇用のミスマッチや早期離職、就活解禁の後

ろ倒しなど要因は多岐にわたり、企業の自助努力だけでは如何ともしがたいものが

ある。地方創生も睨み中小企業の人材確保・若者定住対策に国・県としてあらゆる

施策を総動員すべき重要な時期にある。特段の対応をお願いする。

●インターンシップ事業への支援強化（一部新規）

重要性と期待が高まっている。産学公による推進協議会の対応力強化に向けコーデ

ィネーター人材確保の為の財政等支援強化、及び、学生が県内の広範囲で体験活動

ができるよう旅費・宿泊費の助成制度の創設（近県で取組が始まっている）

●就職説明会・ＵＪＩターン対策の充実（一部新規）

就職説明会への支援強化と共に、県と労働局の協定を契機に全国ハローワーク情報

の活用によるＵターン希望者への情報伝達の強化、並びにコーディネーターの配置

●ＣＯＣ＋事業の全県を挙げた推進への支援（新規）

本年９月に国の採択を受けた本事業は、地域の大学、自治体、企業・団体等が連携し、

地域の雇用創出と学生の地元就職の促進を目指すもの。県内企業が求める人材を育成

し１９年度までに県内就職率１０％アップを掲げている。

今後、具体的な手法の検討に入るが、多様な関係主体を挙げて取組が進み実効性ある

事業となるようご配慮、ご尽力

●若者の早期離職者対策（新規）

中小製造業等で高卒者の多くが早期離職している。ミスマッチを軽減するための

学内選考の在り方や、若年離職者の再就職支援体制整備に向け、関係者による検討

組織の設立

●職業観や自己の適正、県内企業の早期意識付け（見直し）

小中生・教員向けの企業見学などのキャリア教育を県、教育委員会、企業等が一体

となって実施する全県的な取組の検討

●県外大学進学生に対する情報提供等の充実（新規）

●若者雇用に係る補助、融資、及び就業環境向上のための支援策強化
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●特に厳しい環境にある建設業界の総合的な人材確保・育成対策の強化

●人手不足業種における職業訓練科目及び定員等の拡充

●ものづくり人材の育成に係る支援策の強化

熟練技能者の引退、若者のものづくり離れが進んでいる。小中高生への産業教育

の強化や若手、中堅社員の技能技術の向上に資する職業訓練等の充実。

⑷仕事と育児・介護の両立支援等（女性の活躍促進、介護離職の防止）

（継続） （環境生活部、健康福祉部、商工労働部）

先進国がどこも経験したことのない早さで労働力が減少している中、質の高い労

働力を確保し経済の活性化を図るため女性の潜在力活用等が企業経営上大きな課題

となっている。社会のあり方を大きく変える問題であり、社会的なセーフティネッ

トの充実が不可欠である。育児や介護の福祉制度を企業経営・労働者側の視点に立

って充実し、相互補完、相乗効果を発揮できるような施策展開をお願いする。

●保育施設等の充実や夜間・休日開所、延長保育、放課後児童クラブの充実、期

中入園の実現。サービスの質の確保対策

●短時間勤務や育児・介護休業の取得困難企業への支援

●介護休業取得者に対する育児休業取得者に準じた支援策の検討

●介護施設入居待ちの解消。

●育児・介護施策事業の活用方法等の企業・労働者向け PRの実施

また、障害者雇用率の引き上げに伴う採用、研修、雇用継続のための支援策の強

化をお願いする。特に、２０１８年度導入予定の精神障害者の雇用義務化を前に、

事前の環境整備として、精神障害者への国、県による職業訓練、就業を目的とした

教育の実施等をお願いする。

⑸南海トラフに係る災害想定と対策の充実

（継続・一部見直し）（総務部、土木建築部）

①会員企業の多くは、行政による被害想定とソフト、ハード対策を踏まえ、ＢＣ

Ｐの検証や各種対策を迫られている。県におかれては、国の施策動向を睨みつ

つ、減災対策や地域全体のハード整備に取り組んでいただくとともに、その一環

として企業護岸改修等の対応が求められる場合、公共性に応じ企業負担の軽減措

置がより強化されるよう、国への働きかけや県による支援策の充実に、ご尽力、

ご配慮をお願いする。

②津波高、到達時間予測の精度向上は、化学プラントの安全操業等に極めて重要で

あり、気象庁等関係機関への働きかけをお願いする。また、その情報が瀬戸内の

関係企業へ迅速・確実に伝わるよう実効性あるシステム構築を、日本のバックヤ

ードとしての役割が期待される本県から関係機関に働きかけていただきたい。
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⑹地産地消による県産品等の優先採用、県内企業への優先発注

（継続） （商工労働部、土木建築部、会計管理局）

全ての産業で地産地消を進めるという全国初の条例制定以来、取組を着実にス

テップアップしていただいておりお礼申し上げる。県内市場の停滞が依然として

続いており、官公需等への県内産資機材・商品・サービスの優先採用や義務付け

の一層の拡充と徹底、また、県事業への県内企業の優先発注や入札制度の改善等

に引き続きお取り組みいただき、業界の持続的発展、県内経済の好循環の形成に

ご配慮をお願いする。

⑺県内需要拡大に向け観光振興対策の強化

（継続・一部見直し）（商工労働部、土木建築部）

人口減少や少子高齢化が進み国内市場の縮小が続く中、観光の振興は、県内消費

を拡大し、県経済の活性化や雇用の拡大につながる近時の重要な政策課題である。

本県は、宿泊滞在を促す観光資源やルート形成が弱く、認知度全国ランキングも低

いことから宿泊数は全国低位であるとされている。大河ドラマや世界遺産登録、平

成３０年の維新１５０年を活かした観光需要の拡大に向け、観光資源や物産のブラ

ンド力の強化、広域・インバウンド観光、情報発信力の強化、宿泊施設の充実支援、

更には、空港、新幹線、２次交通、幹線道路ネットワーク等の交流基盤の充実など、

県の取組強化と民活への効果的な支援をお願いする。また、客単価が高く、情報発

信力も高い首都圏での誘客やアンテナショップの拠点とされている「おいでませ山

口館」の更なる充実に向けた検証・検討も引き続きお願いする。
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3 主要プロジェクトについて

⑴上関原子力発電所建設に係る配慮ある対応

（継続・一部見直し） （商工労働部）
７月１６日、長期エネルギー需給見通しが決定され、エネルギー自給率の向上、

電力コストの低減、温室効果ガスの削減等の観点から、新たなエネルギーミックス

が示された。その中で原子力発電は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や

火力発電所の効率化などにより、 可能な限り低減させるとしながらも、ベースロー

ド電源として、２０３０年度の時点において、 ２０～２２％程度維持することが明

確化された。

２０３０年度において、２０～２２％の原子力比率を維持するためには、経年化

した原子力発電所に代わる、安全性に一層優れた新規原子力発電所の開発を計画的

に進めていくことが必要であると思慮される。２０１６年には電力小売り全面自由

化を迎え、電力を取り巻く状況は大きく変化していく中、どのように原子力比率を

維持しようと考えているのか、国の責任において具体的な計画が速やかに明示され

るべきと考える。

県におかれても、上関原子力発電所計画が、５つの未来開拓戦略の一つ「産業活

力創造戦略」の本旨である産業力の強化を支える低廉な電力の安定供給、雇用創出、

地域活性化等に資するとの観点も踏まえ、同計画の推進に特段のご配慮をお願いする。

⑵国際バルク戦略港湾の着実な事業推進と所要予算の確保

（継続）

【 再 掲 】
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４ 地 方 創 生 に 係 る 提 案 （新規）

地方から大都市圏への人口移動が一貫して続いている。本県でも生産年齢人口の大

幅な減少で、産業の成長が阻害され地域の活力が奪われるなど更に人口減少に拍車が

かかる悪循環が続いている。地方創生は、若者をはじめとする人の確保の地域間競争

を一層激化させる。以下の視点から産業界の自助努力を支援する県の施策検討を提案

する。

①若者等に「職」と「暮らし」の魅力をセットで提案する産官一体となった取組

（総合企画部）

・若者に県内定住・還流の必要性を説いても説得力は薄い。若者にとって生涯を本県

で暮らす動機付けは、「職」とともに「暮らしの魅力」が欠かせない。

・職の魅力は企業の責任。暮らしの魅力を“引き出し、アピール”する企画を県にお

願いしたい。

・本県は分散型県土構造で大都市はないが極端な過疎過密もない。「広域都市圏単位」

で見ると、教育・文化、医療・介護、食、観光、交通アクセスなど暮らしのレベル

は揃っており、大規模災害のリスクも少ない安定した県土構造である。渋滞、治安、

環境など大都市の弊害も少なく、福岡、広島の中枢都市に挟まれた立ち位置も視点

を変えれば有利な立地条件である。

・中央を選ぶか、本県を選ぶか、若者に選択肢を提供する暮らしの提案。即ち外向け

の企業誘致と同様に、“県関係の若者を県内に誘致する”『内向け』の取組をご検討

いただきたい。

・これをベースに、「暮らしの魅力と県内企業紹介をセットにしたガイドブック」によ

る採用活動や小中高校大学の教育現場、更には企業誘致への活用など様々なバリエ

ーションが広がる。

②中小企業の住居手当負担軽減に係る支援（総務部、総合企画部、商工労働部、土木建築部）

・中小企業は、人手不足対策として採用範囲を県内外に広げているが、住居手当の負

担が大きくなり競争力ある初任給の引き上げに苦慮している。自宅通勤不可能者に

対し、家賃に係る何らかの公的支援、例えば、公共住宅等の安価な貸与、定着まで

の２～３年間程度、家賃にかかる直接補助等の支援があれば給与処遇の改善に大き

く資する。財源、補助基準、事務処理など困難性は高いかと思慮するが、域外から

の採用者は人口の純増となり、地元自治体のメリットもある。市町と連携した制度

設計などを研究・検討いただきたい。

③本社機能等の移転に係る実効性ある支援制度への見直し （商工労働部）

・本県は女性の県内回帰率が低い。その要因は製造業が多く女性向けの職業が少ない
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とされる。これは文系男子学生にとっても同様。事務系業務、３次産業の集積の弱

さは本県のアキレス腱となっている。

・今般、地方創生として、首都圏の本社機能や研究開発機能の地方移転に対し優遇税

制や県の補助制度が打ち出され、一人当たり最大１９０万円の支援制度が創設され

た。業務機能等の質、量の充実は本県の活性化に極めて有用である。しかし、国の

制度は雇用促進税制の枠内で、当該社全体での雇用増が前提となるなど極めてハー

ドルが高く、首都圏から地方への人口移転・還流を掲げる地方創生の理念にそぐわ

ない。

・企業にとって本社機能等の移転は大きな経営判断とリスク、コストを要し、現行の国、

県の支援策ではインセンティブは働かないとする企業の声は多い。国への実効性あ

る制度への見直し要請、県の支援策強化などが必要と考える。ご検討いただきたい。

④ＣＣＲＣ施策の地方における実効性の確保 （総合企画部、健康福祉部）

・CCRCが国の大きな政策課題として掲げられている。今後の首都圏の高齢者対策の
限界と地方創生での地方の人口増をセットにした仕掛けである。高齢者の増加は消

費、雇用などでの経済活性化の可能性は否定しないが、それに伴う地方負担増により、

現行の県内福祉水準の低下が大いに懸念される。避けて通れない問題だが、推進の

ためには地方、また介護・福祉業界につけが回らないよう十全の制度設計が不可欠

である。

・内閣府の全国調査（２７年３月２６日～４月１５日）でも様子見の自治体が圧倒的に多い。推進主体

である市町とも連携され、全国知事会を通じた国への働きかけなど十全な検討と対

応をお願いする。



- 13 -

（支 部 別 要 望 事 項）

岩 国 支 部

1.道路整備について（継続） （土木建築部）

近年、県のご努力により岩国地域の道路網は着実に整備されつつあるが、全県

的に見ると依然として後進地域となっており、地域内の幹線道路は各所で交通渋

滞をきたし、産業活動や市民活動にも大きな影響を与えている。岩国錦帯橋空港

への周南・柳井、広島方面からのアクセス関連道路の早期整備なども含め格段の

ご尽力をお願いする。

(1)岩国大竹道路（大竹ＩＣ～山手ＩＣ）の事業促進
(2)国道 188号保津バイパス（南バイパス以南）の調査促進
(3)県道岩国大竹線（森ヶ原工区）の早期整備
(4)岩国ＩＣ等から岩国錦帯橋空港へのアクセス関連道路の強化
(5)西岩国バイパス（岩国市新港～岩国ＩＣ）の調査促進

2.港湾整備について（継続） （土木建築部）

港湾貨物量の増大に対応できる岩国港湾計画の早期実現を図るため、室の木地

区の-7.5ｍ岸壁の舗装、周辺施設の整備促進について格段のご尽力をお願いする。

3.岩国基地関係（継続・一部見直し）

○事業の地元企業への発注について （総務部）

米軍再編成整備に伴う諸事業等の発注に当たっては、地元企業の受注機会が

確保されるよう国への働きかけなど、格段のご配慮をお願いする。

○米軍岩国基地への資材搬入に伴う渋滞対策について（一部見直し）

（総務部、土木建築部）

一昨年発生した大渋滞は関係機関のご尽力により相当程度改善されたが、現在、

工事量の大幅な増加により再び大渋滞が発生している。道路利用者はもとより、

工事関係者の時間的ロスも非常に大きくなっている。早急に、搬入車両数の正確

な予測等に基づく抜本的対策が講じられるよう、基地関係者が一体となって十全

の取組をお願いする。

4.ＪＲシティ電車の利便性向上及び運行区間の延長について（継続）（商工労働部）

広島駅と岩国駅間で運行されているシティ電車を増便するとともに、岩国錦帯

橋空港開港を踏まえ岩国以西への延長について、格段のご尽力をお願いする。



- 14 -

5.錦川の塩害対策について（継続・一部見直し）（農林水産部、土木建築部）

県におかれては、厳しい財政事情の中、一昨年から「塩水遡上調査」を継続に実

施いただきお礼申し上げる。

地元関係企業は、錦川の清流を生産活動に活用すべく、戦前に当地に立地。以後

８０年以上にわたって地元と共に発展してきた。紙・繊維産業にとっては高品質の

水の確保が不可欠であり、今日においてもその水源はほぼ100％錦川に依存している。

この水質の悪化（塩水の遡上）は、単に生産への直接影響にとどまらず、今後の生

産拠点展開の過程においても、大きな足かせともなりかねない。

幸いにも、過去２年間の調査期間中には生産に直接影響の出るような大きな塩分

濃度の上昇は観測されなかったが、状況が改善された訳ではなく、近い将来、再度

の被害発生が予想される状況にある。引き続き原因究明と対策に取り組んでいただ

くようお願いする。

６．防潮堤の補強及び現況の情報提供等について（継続・一部見直し）

（総務部、土木建築部）

県が発表された南海トラフの津波被害想定で岩国地域は死者数を始め県下で突出

した被害予測がなされている。当地域は海抜が低く被害の極小化に最も有効な防潮

堤の補強を計画的に推進いただきたい。また、従業員の効果的な避難誘導策その他

必要な対策を講ずるため、企業の求めに応じ、現行防潮堤の状況の提示、関連する

る相談等に対応いただきたい。

柳井周南支部

1.道路整備について（継続） （土木建築部）

近年、周南地域の道路整備は停滞しており、また柳井地域は幹線道路ネットワ

ークの整備が遅れている。格段のご尽力をお願いする。

(1)周南地域
・周南道路の早期実現

県道172号（産業道路）の延長

下松～光間の内陸部幹線道路の新設

・国道２号周南立体事業の整備促進

・大型車両の周南産業道路と国道２号等とのアクセスに係る通行支障対策

・国道３１５号栄谷地区改良整備

・岩国錦帯橋空港へのアクセス向上対策
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(2)柳井地域
・国道188号柳井市南町～平生築廻区間の整備促進

・県道柳井玖珂線の整備(柳井～玖珂IC)

・岩国柳井間地域高規格道路の指定

2.港湾整備等について（継続・一部新規） （土木建築部）

新たな港湾計画に沿って、下記の港湾施設の整備促進について、格段のご尽力

をお願いする。

(1)国際バルク戦略港湾の育成プログラム（変更整備スケジュール）に沿った整備促進

・下松地区桟橋新設「-20m」、徳山地区「-18m」及び新南陽地区「-14 ｍ」岸壁
改良（バース延長）の早期着工（一部新規）

・徳山地区「-14m」、新南陽地区「-12m」の航路・泊地の早期整備
・石炭取扱量増大予想に伴う徳山地区新設「-18m岸壁」及び新南陽地区「-14m
岸壁」の早期着工（新規）

(2)「特定貨物輸入拠点港湾」の指定要件である港湾運営会社の設立については、既
存の運営会社が不利とならないよう配慮（新規）

(3) 徳山地区「-12m岸壁」の２バース化の早期実現
(4) 危険物貯蔵場の拡充整備
(5)「海の日」の地元協賛活動へ港湾管理者として人的・財政的支援の強化（新規）

3.中山川ダムからの新規給水に係る料金の低廉化について（継続） （企業局）

他水系からの分水は、多額な施設整備費を伴い工水料金の高騰が懸念される。工

水供給量の確保とともにコスト競争力の維持・向上にご高配いただき、国庫補助金

の確保、補助率の嵩上げ、県一般会計からの支援など、料金の低廉化に特段のご配慮、

ご尽力をお願いする。

４.徳山高専の学科拡充（化学系の拡充）について（新規）

（総務部、産業戦略部、商工労働部）

周南地域は全国有数の石油化学コンビナート群を形成し県・地域の発展に貢献し

ているが、人材の確保が今日の大きな課題となっている。当地域の「知と人材供給

の拠点」である徳山高専の機能をより高めるため化学系学科の新設にご尽力をお願

いする。

周南で育った人材が、徳山高専にて化学系技術を習得できれば、地元の石油化学

企業で働くことができ、企業競争力の維持強化にも資する。また、国、経団連等を

挙げて理系女子を増やそうとしている中、学校の取組と相俟って地元就職が進めば、

女性の県外流出の抑制、更には人口増への展開も期待できる。
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山口防府支部

道州制移行への先取り対策として、県央経済圏の強化は県勢振興上極めて重要で

ある。福岡、広島に挟まれた本県の立ち位置や県央部の優れた機能・ポテンシャル

を活かす広域都市圏の総合的な振興方策をご検討いただき、効果的なインフラ整備

を始め都市機能の強化や３次産業誘致などに積極的な取組をお願いする。

1.道路整備について（継続・一部見直し） （土木建築部）

県央部の持つ行政の中枢管理機能や高次の教育文化・医療・生産・研究開発機能

等を有機的に結びつける道路ネットワークの構築は急務である。近年整いつつある

骨格道路ネットワークの一層の整備促進と既存ストックを活かした連続性・ネット

ワーク性の強化等に向け、宇部地域とは県道山口宇部線の空港までの全線４車線化、

周南から山口防府、宇部山陽小野田地域を結ぶ国道２号の４車線化、山口地区から

山陽自動車道へのアクセス向上を図る湯田PAスマートICの整備、今一歩に迫った防

府環状線の国道２号線への接続など、下記の道路整備促進について、格段のご配慮、

ご尽力をお願いする。

(1)国道
①国道２号台道～鋳銭司間の４車線化

②国道２号防府バイパスの全線４車線化

(2)県道
①環状１号線の防府バイパスへの早期接続

②県道山口宇部線全線の４車線化

2.三田尻中関港の港湾整備について（継続・一部見直し） （土木建築部）

近年、三田尻中関港は取扱貨物量が飛躍的に増大している。県央部の重要港湾

として、また県内屈指の輸出入拠点として県経済の発展に極めて大きい役割を担

っているにも関わらず十分に整備されていない。ついては、次の港湾施設等の重

点的かつ早急な整備促進について、格段のご尽力をお願いする。

(1)コンテナターミナルの早期の拡充整備（臨港道路の完成に引き続くコンテナ
ヤードの一体整備等)

(2)ガントリークレーンの整備促進

3.県央部の都市基盤の整備について（継続・一部見直し）

（総合企画部、商工労働部、土木建築部）

県都にふさわしい都市基盤整備の一環として進められているターミナルパーク整

備事業は、橋上駅舎や南北自由通路が本年１０月に供用開始し、駅前広場も一部着
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工されるなど順調に推移している。また、駅周辺の市街化においても、北口西側の

遊休地に拠点施設の実施計画が策定されるなど計画が具現化しつつある。県におか

れては、昨年着工された新山口駅と山口宇部道路長谷 IC 間のアクセス道路の早期竣
工、並びに本事業の本旨である駅周辺への一般事業所や商業施設等の誘致等にご尽

力、ご配慮をお願いする。

宇部山陽小野田支部

1.宇部港及び周辺事業の整備について（継続・一部新規） （土木建築部・企業局）

宇部港は貨物取扱量が年々増大し、かつ国内最大規模のコールセンターを抱え

る重要港湾でありながら、大水深バース、航路、泊地が十分に整備されていない。

また、港の機能等に着目し石炭火力発電所建設計画も動き出している。

ついては、次の港湾施設等の整備促進に格段のご尽力をお願いする。

(1)宇部港-13ｍ航路（２７年度水深確保）の整備促進

(2)宇部港沖の山地区-13ｍ航路・泊地の浚渫（エネルギー港湾事業による実施）

(3)石炭取扱量の増大に対応した大水深公共桟橋の整備促進（新規）
(4)西沖石炭火力発電所建設計画に対する支援（新規）
・西沖アクセス道（馬渡橋の拡張、補強）・工業用水配管の整備・西沖航路、泊地の浚渫支援

(5)コンテナターミナルの整備（西芝中）（一部新規）
・危険物上屋の新設、コンテナヤードの拡大、ガントリークレーンの新設、コ

ンテナ洗浄設備、トラックスケールの設置、天井クレーン付き上屋の新設

(6)国際バルク戦略港湾の育成プログラム（変更整備スケジュール）に沿った整備促進

(7)公共岸壁前面泊地の維持浚渫（沖の山１号、２号が急務(新規))
(8)沖の山１号岸壁の照度確保
(9)沖の山２号岸壁の補修
(10)東航路の浚渫

2.小野田港の整備について（継続） （土木建築部）

港湾整備を計画的に進めるため、小野田港振興策を促進するとともに、航路浚

渫工事の促進について、格段のご尽力をお願いする。

3.道路整備について（継続） （土木建築部）

次の幹線道路等の整備促進に格段のご尽力をお願いする。

(1)国道
①国道 190号山陽小野田市丸河内～西高泊間の 4車線化
②国道２号厚狭バイパス以東宇部市内４車線化
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(2)県道
①山口宇部小野田湾岸道路

・小野田湾岸道路と宇部湾岸道路間の自動車専用道路での接続（新規）

・宇部湾岸道路の新町までの延長（新規）

②県道美祢油谷線の拡幅

(3)地域高規格道路小郡萩道路全線の早期整備

下 関 支 部

1.国道整備について（継続） （土木建築部）

次の国道の整備促進に格段のご尽力をお願いする。

(1)国道２号小月バイパスの全線４車線化の促進（２８年度完成）

(2)国道2号楠乃～印内交差点間の4車線化
(3)下関西道路の早期事業化（新規）

2.下関港直轄海岸保全施設整備事業の促進について（継続） （土木建築部）

国道９号線壇ノ浦～長府外浦間では、平成 11年に発生した大規模な高潮被害
を始め、台風による家屋の浸水や国道の通行禁止等の被害が度々発生している。

ついては、これに対処するための施設整備が促進されるよう、格段のご尽力を

お願いする。

3.下関・北浦海域沖合人工島建設事業の促進について（継続） （土木建築部）

関門海域における下関港沖合人工島建設事業は、増大する国際コンテナ貨物、

船舶の大型化に対応できる西日本地域と東アジアとの総合的な交流拠点として、

貿易の振興、地域経済の発展に大きく寄与するものと期待されている。

多目的バースの一部が供用開始されたところであるが、引き続き運輸物流ゾ

ーンの計画的な整備促進を図るとともに、六連島西航路の浚渫土の処分場確保

についても、格段のご尽力をお願いする。

4.関門シティ電車の実現及び新幹線と在来線の接続改善について

（継続・一部見直し） （商工労働部）

関門地域の連携・交流を深め地域経済の活性化を図るため、関門シティ電車

の実現など両地域を結ぶＪＲ在来線の利便性向上について、ＪＲ九州、北九州

市等関係機関も含め折衝・連携の強化をお願いする。特に、本地域は新幹線の

停車本数が少ない上、在来線等との接続も極めて悪く不便な状況が続いている。

新幹線新下関駅、厚狭駅との接続改善のＪＲ西日本への働きかけ、また、小倉駅

からの接続改善に向けＪＲ九州への働きかけを特にお願いする。


