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第４章 成長を支える取組の推進 
 

 

１ 中小企業の活力向上 
 

 

（１）地場中小企業のネットワーク化による需要創出 
 

 

【現状及び課題】 

○中国地方には、その地域で産出される原材料等を活用して、古くから蓄積された技術

やノウハウを用いて生産・販売等を行っている地場産業があり、そのほとんどを中小

企業が担っている。 

○大手メーカーの事業再編やグローバルな競争等の影響により、地場中小企業の受注環

境は一段と厳しさを増し、発注のモジュール化やユニット化の進展等に伴い地場中小

企業が単独で対応しきれないケースも増えている。 

○経営資源に制約がある中小企業では、他組織とネットワークを組むことにより不足資

源を相互に補完することが有効であり、評判・信用力向上、人脈の形成・拡大、情報

収集力その他諸能力の向上、また、さらには中国地方が一体となった競争力強化につ

ながるなどの副次効果も期待できる。また、発注先企業にとっても、必要とする技術

を持つ受注先企業を個々に探索する必要がなくなるため、インセンティブとなる。 

○中国地方においては、「SUSANOO」（島根県）や「ウイングウイン岡山」（岡山県）等の

企業グループが、高度な技術をもとに航空機部品の一貫加工受注を目指して積極的な

活動を行っている。 

○ネットワーク化による事業効果を高めるためには、多様なメンバーを束ねる求心力を

備えた組織化、脆弱なマーケティング力の強化、メンバーが保有する技術の多様性と

それを統合して発注先や市場に提供する高い能力の確保など多くの課題を克服するこ

とが必要である。 

○課題の克服にあたっては、コネクター・ハブ企業（注）のように技術に関する高い知見

を有し、幅広い業種の多数の企業等と強い繋がり持つコーディネーター（個人、企業）

の存在が求められるが、中国地方は首都圏や近畿圏と比べて人材及び企業の集積が少

ない現状にある。 
（注）コネクター・ハブ企業：地域において様々な企業と取引があり、かつ遠隔地や異業種の

大企業等との懸け橋となる企業を指す。 

○災害に強い経済社会を構築するため、中国地方に開通した東西・南北の高速道を活か

して、サプライチェーン（供給網）を構築するための企業間連携、地域内・業界内の

連携強化及び中小企業に対する支援が必要である。 
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 【中国地方が目指す方向性】 

①共同受注グループの育成や地場中小企業のコーディネート機能確保など、県レベル

の企業ネットワーク化推進により、受注獲得を目指す。 

②中国地方レベルの企業ネットワーク同士の広域連携を推進し、中国地方全体の競争

力を強化することより、国内外へのブランディング強化を目指す。 

③産学官連携によるネットワークも活用した先進的かつ高度な研究開発等を推進す

る。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

実効性と持続性のあ

るネットワーク体制

の構築 

○地場中小企業の情報集積・共有化 

○地場中小企業のネットワークを活用した共同受注を行い、ユニット

化、高付加価値化及び短納期化を実現 

○組織、品質、事務、生産フロー、技術等に関する支援 

○人材育成 

ネットワーク化のコ

ーディネート機能確

保 

○地場中小企業のネットワーク化を推進するための専門家派遣、コーデ

ィネート機能の確保 

販路開拓支援 

 

○発注情報の収集 

○展示・商談会開催 

○情報発信ツール整備 

研究開発支援 

（製品化に近い研究

開発を中心にした成

果獲得） 

○試作開発支援 

○学官による技術支援 

○大企業との連携（大企業の設備やマーケティング力の活用） 
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（２）中小企業のライフステージに応じた支援（創業支援を除く。） 
 

 

【現状及び課題】 

○経営改善が進んでいない中小企業の抜本的な再生を促進するため、中小企業再生支援

協議会の機能強化、政府系金融機関を中心とした資本性借入金や債務の株式化・劣後

化、再生ファンド活用のより一層の推進を図ることが必要である。 

○経営者が高齢化し、廃業を考える小規模事業者が年々増加していることから、事業を

円滑に承継するための窓口機能の拡充が必要である。（アンケートをとると、将来的に

廃業を考えている小規模事業者は非常に多く、地方の零細事業者がいなくなってしま

う。） 

○中小企業支援機関は，積極的に域内企業の技術や経営の状況を認識すべきであり、ま

た、施策がユーザーに浸透するような広報体制など、マーケティングを十分に行う必

要がある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①事業を譲渡したい者と譲り受けたい者を仲介するなどの事業承継を支援する。 

②中国地方全体で中小企業支援機関の人的ネットワークを構築し、支援メニューの相

互連携等を推進する。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

中小企業支援機構に

よるライフステージ

支援 

○中小企業支援機関に中小企業のライフステージごとに支援する窓口

の設置 

中小企業支援機関の

強化 

○中小企業支援機関の支援メニューの相互連携等の推進、広報の強化 

事業承継に係る制度

の充実 

○事業承継に係る相続税軽減措置の要件（事業継続、雇用維持等）の緩

和 
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（３）創業（第二創業を含む。）・ベンチャー支援 
 

 

【現状及び課題】 

○バブル経済崩壊後、日本の中小企業は開業数が減少し、1991年からは廃業数が増加傾

向となる逆転傾向となっている。一方で、法人企業の開業率・廃業率を見ると、2002

年を底に増加傾向で推移している。このような中で、若年、女性、壮年の創業意欲も

大きく、IJUターン創業などの事例も見られており、地域全体の活性化、雇用の受け皿

のためにも新規創業者の増加に向けた対策を講じる必要がある。 

○国・県・市町村・商工団体・支援機関等では、創業にあたって様々な支援制度が設け

られているところであるが、開業しても、往々にして経営ノウハウの欠除、甘いビジ

ネスプランから、資金不足、準備不足が見られ、失敗するケースが少なくない。この

ため、創業の準備段階から、創業、創業後の事業継続に向けてのフォローアップなど、

企業の発展段階に応じ、継続的に「ハンズオン」支援できる人材の育成・確保が必要

である。 

○産業競争力強化法が施行され、今後は市町村の役割が一層重要となることから、国や

県は市町村に対して、商工団体や金融機関、NPO等の創業支援事業者との連携強化、創

業支援事業計画の策定及び実施を支援していく必要がある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

○市町村を中心とした支援のワンストップ化、支援機関のネットワーク強化、支援員

の育成等により、事業が軌道に乗るまでの発展段階に応じたきめこまかな支援を行

う。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

「起業」の普及啓発と

起業家育成支援 

○創業塾・起業塾等の開催 

○起業に関するコンテスト、講演、相談会等 

○中国地方の起業家等の交流の場の創出 

商工会議所等の経営

指導員や専門家によ

る助言・支援 

○経営指導員や専門家による創業の段階に応じた助言・支援、コーディ

ネーターの育成 

・創業準備期における入念なビジネスプランの作成支援 

 ・創業の段階に応じた支援・制度の活用に向けたコーディネート 

・事業継続のための投資やＭ＆Ａ、事業譲渡等のマッチング等 

既存施設等を活用し

た創業支援 

○既存施設に加え、廃校舎や空き店舗などの活用によるインキュベーシ

ョン施設、創業準備オフィスの拡充・確保 

○商店街の空き店舗を活用したチャレンジショップ等による起業体験 

新規創業補助金や制

度融資による支援 

○創業時に必要となる資金を調達するための補助金又は制度融資によ

る支援 

○補助金が実行されるまでの柔軟なつなぎ融資 

創業時の負担軽減 ○創業時の負担軽減（税制措置、社会保険負担軽減）等 
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２ 多様性と活力に満ちた地域産業の創出 
 

 

【現状及び課題】 

○現在、企業の工場等は、一定程度地域への立地が進んできたものの、その本社機能、

研究開発拠点等はいまだその多くが首都圏に集中している。また、企業活動をサポー

トする人材、実際にプレーヤーとして事業を行う人材についても、専門性を有する人

材になるほど多くが首都圏に集中しており、国としてみたときにも、多様性の欠如や

大規模災害に対するリスクの集中などの弊害が懸念される。 

○地方には首都圏と比較して優れた生活環境等が低コストで手に入るなどの魅力があり、

こうした魅力も十分に訴求しながら、首都圏に過剰に集中する企業や人材を地域に分

散させていくことが重要であり、これらを地域に呼び込むことによって、多様性と活

力に満ちた地域産業が創出され、国全体としての活力と競争力も強化される。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

○首都圏に集中している「人材」や「企業」などの“知”を分散させ、中国地方に呼

び込む取組を進め、多様性と活力に満ちた地域産業の創出を目指す。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

企業の高付加価値部

門の立地促進 

○首都圏に集中する企業の本社機能や研究開発拠点等の高付加価値部

門を、多様性の確保や大災害に対するリスク分散の観点から中国地方

に呼び込むことを支援 

企業誘致に係る優遇

税制の創設 

○企業誘致のインセンティブを高めるため、補助金等の益金不算入制度

を、地方に分散立地する企業に適用 

専門的な人材の地域

への呼び込み 

○企業が抱える課題に対して、財務、法務、知財等の専門的な観点から

サポートできる人材の確保や、そうしたサポートが地域においても受

けられる体制の整備 

○企業が海外展開を行う場合のグローバル即戦力人材の確保など、中国

地方だけでは確保しにくい人材確保を支援 

大学の地方分散 ○大学の地方分散に向けた大学の機能分化及び大学定員の見直し 

○都市部の大学の定員減と地方の大学の定員増 

農地転用許可権限の

地方への移譲等 

○地域の実情に沿った土地利用を促進するため、農地法に基づく農地転

用の許可権限を地方へ移譲するとともに、農地の土地利用に関する規

制を緩和 
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３ 中山間地域における産業の振興 
 

 

【現状及び課題】 

○中国地方は、中山間地域が面積の約 80％以上を占め、中国地方の全人口の約 33％が居

住している。この地域で人々が暮らし、安心した生活を維持・確保していくためには

働く場の創出・確保が必要であるが、現状は思うように図られていない。 

○中山間地域における製造業等の産業は、立地環境が不利であることから大企業の集積

を望むのが難しく、小規模ながらも地域に密着した特色ある企業を生み出し、発展さ

せることが、持続的な産業振興を図る上で重要である。 

○地域の特性を活かした優れた技術による研究開発型企業や、地元農林産品を用いた食

品製造業など、利益面から大企業には敬遠される半面、小回りがきく中小企業の強み

を活かして、産業の振興を図ることが必要である。また、中国山地は食料や水、森林

資源の宝庫であり、「里山資本主義」にみられるような最先端のエネルギー革命が進み

つつある地域がある。こうした取組を活かし、持続可能な産業の創出につなげていく

必要がある。 

○中山間地域には、豊かな自然、優れた景観、歴史遺産や伝統文化など、多くの魅力あ

る地域資源が存在する。これらを有効に活用することによって、国内外からの観光客

の誘致に努め、観光振興による地域の活性化に取り組む必要がある。 

  ○都市部との交流は、中山間地域が有する公益的機能への都市住民の理解と関心を高め、

中山間地域の産業の活性化、雇用の確保等の効果も期待できることから、現在、施設

を活用した交流・体験の促進、ツーリズムの普及等が図られている。今後とも、魅力

ある交流・体験メニューの充実や地域、行政、NPO 等の連携を進め、さらなる交流の

促進に取り組む必要がある。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①中山間地域のキラリと光る技術や素材、人材を見いだし、産・学・官、工・農・商

の密接な人的ネットワークを活用した総合的支援により、中山間地域の活力を向上

させる産業の創出を目指す。 

②中国地方の豊かな食料や水、森林資源を活用した持続可能な産業を創出し、地域の

活力向上を目指す。 

③集落の元気や賑わいの創出を図るため、最近の観光ニーズである体験・学習・交流

型の観光素材を活用した旅行商品を開発し、国内外からの観光客の増加を目指す。 

④地域の資源を活用した事業や地域の課題解決のための事業展開を考えている都市部

企業・団体等と中山間地域との交流やソーシャルビジネスについての意識の醸成を

図る。 
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【求められる対策】 

施 策 内 容 

小規模企業に対する

支援 

○中山間地域の小規模事業者に対する補助金の継続実施と強化 

目利き者、コーディネ

ーターの配置 

○中山間地域の技術・素材・人材を見いだし、マッチングを行う専任者

（目利き者、コーディネーター）を配置 

中山間地域と企業等

とのマッチング 

○中山間地域と企業等とのマッチングを積極的に推進 

 

地域資源の新たな活

用に対する支援 

○有害獣肉を活用した食品加工、木材生産時に発生するバーク（樹皮）

を活用したリサイクルビジネスなど、地元農林産品の新たな活用方法

を導入した新ビジネスに対する支援 

空き施設の活用に対

する支援 

○空き家、空き店舗、廃校舎等を事務所、工場として活用するための改

修経費に対する支援 

木質バイオマスの利

用推進 

○木質バイオマスを地域の熱源として利用する取組を支援 

○木質バイオマス発電所の整備の推進 等 

魅力ある地域資源の

磨き上げ 

○中山間地域ならではの多様で魅力ある地域資源を生かした旅行商品

の開発に努め、広く情報を発信 

農山漁村でのグリー

ンツーリズム・ブルー

ツーリズム・エコツー

リズムの推進 

○都市との交流拠点となる体験・交流施設の設置を支援 

○地域の豊かな自然や食材、伝統文化など、中山間地域の特色ある地域

資源をオリジナル体験プログラムとして発掘・活用し、訪れた都市住

民に提供 

農地転用許可権限の

地方への移譲 

○地域の実情に沿った土地利用を促進するため、農地法に基づく農地転

用の許可権限を地方へ移譲 
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４ アジアを中心とした海外展開支援 
 

 

【現状及び課題】 

○大手企業を中心とする製造拠点の海外移転や国内市場縮小など厳しい経済環境の中、

成長著しい海外市場の取り込みなど新市場を確保していくことが重要となっている。

アジアを中心とする新興国は、経済成長により中間層が拡大し消費市場としての魅力

が高まっていることから、新興国への市場参入・獲得を目指した競争が激化している。

一方で、海外市場への参入はリスクもあることから、戦略的な事業展開を行う必要が

ある。 

○中国地方の中小企業が持つ優れた技術により海外市場へ参入する例は増加しているが、

大手企業に比して財務基盤が厳しく非常に大きなリスクが伴うことや、海外展開を中

心的に担う社内人材の不足など、中小企業の新規市場参入に向けて解決すべき課題が

多くある。 

○海外市場への参入リスクや課題は、進出形態（輸出、直接投資）やフェーズ（進出前、

進出後）によって異なることがこれまでの調査から浮かび上がっており、それぞれの

状況にあった対応が求められる。進出形態による課題としては、直接投資企業、輸出

企業いずれにも共通する課題として、品質やコストの管理、販路確保・拡大・マーケ

ティングに関することがあげられる。直接投資企業に特有の課題としては、現地での

人材確保・労務管理や法・会計・行政手続き等に関することがあり、輸出企業に特有

の課題としては、納期管理やパートナー確保といったことがあげられる。 

○進出フェーズの課題として、進出時には市場の特性・消費者ニーズ、現地の労務管理

や労働事情、税制や規制、投資優遇政策といった現地情報が重大な課題として認識さ

れている。進出時や進出後には、生産委託先等の事業パートナーの発掘、部材調達先

の確保、現地のマネージャー人材・ワーカーの確保・定着が重大な課題と認識されて

いる。 

○中小企業のアジア等新興国への進出を後押しするためには、各県の有する現地政府・

経済団体との Win－Winの関係構築による環境の整備、また、国に対して、中小企業が

円滑に海外展開できる仕組みづくり（物流インフラの整備・活用等）を働きかける必

要がある。 

 

 

 【中国地方が目指す方向性】 

①各県が連携している現地との関係を有効活用し、中国地方の中小企業のアジア等新

興市場への進出を後押しする。 

②各県の有する情報、ネットワークを中国地方で共有し、各企業の進出形態、海外展

開フェーズに沿った支援策をタイムリーに提供する。 

③国内における支援にとどまらず、進出先国における情報提供や相談対応、継続的な

フォローアップ等を行う連携支援体制を構築する。 
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 【求められる対策】 

施 策 内 容 

各県の現地ネットワ

ークの相互活用 

○各県が連携している現地政府・経済団体とのネットワークを他県にも

利用拡大 

中小企業の円滑な海

外展開を行う仕組み

の検討 

○新興国における投資環境や制度の改善などの事業環境整備の働きか

け 

○中小企業が円滑な海外展開を行う仕組みの検討会の開催 

現地情報の提供 ○セミナーの共同開催、セミナー情報の共有 

展示会等への共同出

展 

○国内外で行う海外展開のビジネス商談会、展示会等の共同開催・共同

出展 

物流拠点の相互利用

促進 

○各県に所在する空港・港湾等の物流拠点施設の効率的・効果的な相互

利用の仕組みづくり 

○海外展開に必要な物流インフラ整備 

企業の海外展開支援

に係る連携 

○各県、在外公館、JETRO、現地の日本商工会議所等による企業の海外

展開に係る連携支援 
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５ 産業人材育成支援 
 

 

【現状及び課題】 

 ○国内市場の縮小、製造業の海外移転や技術の高度化、IT 化の進展等により、企業間、

地域間の競争が激化する中、今後の産業振興を図る上で、技術や技能、各種サービス

の高度化等に対応できる人材が求められている。しかしながら、産業界では、コスト

志向が強まる中、人材育成に関する投資が抑制される傾向があり、企業内人材育成な

ど人材マネジメントが十分に行われてきたとはいえない状況にある。 

○今後、中国地方の産業振興を図るためには、イノベーションの原動力となる高度な産

業人材の育成を図り、新分野・新事業への展開や競争力強化を行う必要がある。また、

中国地方域内で卒業する理工系人材等が首都圏等域外で就職する等、人材の流出も課

題となっており、就職先に中国地方を選択してもらうための魅力強化等も必要である。 

○ものづくり産業は優れた技能を有する人材が担っており、その維持・発展にはものづ

くりを目指す人材の育成が欠かせない。ものづくり現場の中核をなす団塊世代の熟練

技能者が退職期を迎えており、中核を担い次世代技術に対応できる高度な技術者や、

熟練技能を継承し、高品質なものづくりができる技能者を育成することが必要である。 

○建設業をはじめ各産業の現場においては人手不足が深刻化しており、人手不足を補う

施策、取組が必要である。 

  ○IT産業においては、急速な成長に伴い、人材が質量とも不足しており、先端技術を担

う高度な人材、業界のニーズに応じた幅広い人材の育成、確保に加え、今後を担う中

学、高校、大学等成長期における育成を図る必要がある。 

  ○農林水産業においては、若者を含む新規就業者の定着及び担い手の確保が必要である。

そのため、地域におけるリーダーの育成、更には地域全体の活性化を促す企画・立案

ができる人材の育成が課題となっている。 

  ○観光産業においては、市場変化に対応できる経営力向上に向けた中核人材の育成や地

域資源を活用したまちづくり、観光商品化等の地域観光を担う人材の育成、確保が必

要である。 

○経済成長の著しい海外での事業展開を図る企業が増加しており、海外拠点の立ち上げ

や運営、グローバルなビジネスに対応できる人材など、海外展開の促進に向けた人材

育成、確保も課題となっている。 

○中小企業においては、働き手となる人材の確保・育成等に対する支援とともに、経営

者・後継者等の育成支援等により、グローバルな視点に立った高い志と先駆的な経営

戦略を持つ若手リーダーによる経営力やイノベーション力強化が必要である。 

○若者については、早期離職率の高さ、フリーター等非正規雇用の割合の高さやニート

等若年無業者の存在など「学校から社会・職業への移行」が円滑に行われていない。

また、職住分離や多様な職業人と接する機会の減少等から職業意識が未熟な若者が増

加し、社会的・職業的自立の妨げになるなど様々な課題が指摘されており、児童・生

徒・学生の各段階に応じたキャリア教育・職業教育の充実が求められている。 

○ITの発達により、地方で暮らしながら都会と仕事ができる環境が整備された。さらに

一部の IJU ターン者によって、今の若者世代が憧れるクリエーター等の職業を地方で

実践する人材が増えている。しかしながらその事実が、地元に帰りたいと願う都会の
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若者に伝わっていない。 

○少子高齢化への対応や新たな分野での産業振興などが求められる中で、優秀な人材を

確保していくためには、女性の活躍の促進が期待されるところである。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①中国地方の戦略的推進分野を中心に、行政、産業界、地域、学校が連携して、域外

に流出している人材を域内に留めることも含め、働き手となる人材の育成・確保や

学校等におけるキャリア教育・職業教育等を推進する。 

②グローバルな視点に立つ高い志と先駆的な経営戦略を持つ企業の中核人材（若手経

営者・リーダー等）を育成し、市場変化に対応できる経営力やイノベーション力の

向上を図る。 

③専門家の活用・派遣や研修等の充実により、技術や技能、各種サービスの高度化等

に対応できる人材を育成する。 

④海外展開に必要な支援人材を育成する。 

⑤技能の伝承が円滑に図られるよう、関係機関が連携して技術的・経済的・人的支援

を一元的に提供し、域外に流出している人材を域内に留めることも含め、指導者や

後継者となる人材を育成・確保する。 

⑥地方で自分の夢を叶える IJU ターンへのシフトチェンジにより、都会の若者の活力

を田舎に引き寄せる。 

⑦中国地方における地域ニーズ等を踏まえ、個々人の特性に応じた社会人基礎力、専

門能力、現場実践力などを補強し、就職可能性を高める職業訓練の充実・強化を図

る。 

⑧女性が働きやすい環境をつくり、女性の活躍を促進する。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

国の窓口への専門家

配置 

○国の企業相談窓口を一つにし、人材育成を行う専門家を配置 

イノベーション人材

の育成 

○広域でカンファレンスやワークショップを開催。対話や学びの場を通

じてイノベーション人材のネットワーキング相互啓発を促進 

○企業のイノベーション人材育成（大学院・研究機関等への派遣等を含

む。）に対する支援 

○イノベーションを担うリーダーシップの実践教育を行う「イノベーシ

ョンリーダー養成塾」の設置 

若手経営者・リーダー

の育成 

○各地で取り組む若手経営者・リーダー等の育成塾の相互交流 

若手の事業継承に対

する支援 

○若手が地元の企業を事業継承し、力を発揮するための支援、セミナー

の開催など 
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施 策 内 容 

海外展開支援人材の

育成 

○大学等を活用した海外展開支援人材育成のセミナーやワークショッ

プの開催 

高度技術者の育成 ○高度技術の習得に対する支援 

資格を必要とする現

場に対する支援 

○資格取得に対する支援や、現場で必要な資格要件についての柔軟な対

応 

中国地方の優れた技

能の紹介 

○中国地方の企業が有する優れた技能や技能者の活躍をホームページ、

冊子等でわかりやすく紹介 

ものづくりマイスタ

ー制度の充実 

○ものづくりマイスター制度を充実させ、技能大会へ参加させるなどし

て、若年技能者を育成 

○ものづくりマイスターがいない技能分野について、各県のものづくり

マイスターを円滑に派遣 

学校におけるキャリ

ア教育の推進 

○学校と家庭、地域、産業界、行政等との連携強化を図り、インターン

シップ等をはじめとするキャリア教育を推進（短期・中期・長期で進

める。） 

○児童・生徒等における農業やものづくりの楽しさ・魅力を学習する機

会の提供 

高校生、大学生等の職

業教育の充実と産業

人材の育成 

○産業界、国、自治体、教育機関、産業支援機関等が連携して、高校生、

大学生等が地域のものづくり産業を支える人材として地域内で活躍

できるよう、就職後に役立つ技能の習得を在学中から支援 

○情報交換による各県の取組内容の充実 

・厚生労働省「若年技能者人材育成支援等事業」の継続的な実施要

望 

地方で夢を叶える

IJU ターンへのシフ

トチェンジ 

○都会でできる仕事が地方にもあり、地方で自分の夢を叶えることも可

能であるとの視点から、IJU ターンのシフトチェンジを図る 

○IJU ターンのワンストップ窓口を開設し、サポートを実施 

○IJU ターン者をケアするためのコミュニティづくり 

地域の関係機関の協

働による職業訓練の

充実・強化 

○中国地方各県における人材育成に関する地域ニーズや人材育成の取

組の好事例の把握 

○地域の実情を反映させた職業訓練コースの開発・設定 

女性の活躍促進 ○女性の活躍促進に取組む企業等に対するインセンティブの付与 

○女性のライフステージに応じたハード及びソフト両面の活躍支援 
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６ インフラ整備 
 

 

【現状及び課題】 

○中国地方は、化学・鉄鋼等の基礎素材型産業や輸送用機械等の加工組立型産業など、

全国的にも優れた産業集積や、豊かな観光資源など多様な地域資源に恵まれている。

地域経済の再生に向けては、これらの地域資源を活用して産業力・観光力を強化して

いくことが重要であり、山陰道をはじめとするミッシングリンクの解消など高速道路

ネットワークの早期整備、地域や空港・港湾等の物流拠点間の連携を強化する地域高

規格道路の整備促進、山陰新幹線や中四国横断新幹線といった高速鉄道網の整備促進、

さらには物流の効率化を図るための港湾施設の整備促進など、中国地方全体の経済・

交流基盤や国際競争力の更なる強化が不可欠である。 

○インフラ整備は、災害時にも機能する国土づくりの観点からも極めて重要である。 

○４月１日から導入される新たな高速道路料金制度において、海峡部をはじめ、割高な

料金水準となっている区間の料金が引き下げられるなど、「利用者重視」の観点から見

直しが行われることは評価すべきであるものの、（料金割引制度については、縮小継続

になっており、）物流コスト低減や移動人口の増加の観点からは、さらなる料金制度の

改善・導入が必要である。 

 

 

【中国地方が目指す方向性】 

①山陰・山陽の地域内及び相互連携による中国地方の物流基盤の強化とともに、周辺

地域との広域連携強化のための交通ネットワーク形成により地域経済活性化を図

る。 

②港湾等の物流基盤整備による国際競争力強化を図る。 

 

 

 【求められる対策】 

施 策 内 容 

高速道路ネットワー

クの早期整備 

○山陰道の建設促進 

○事業中区間の一層の整備促進と未事業化区間の早期事業化 

○暫定２車線供用区間の４車線化（隘路解消）と当面の対策としての付

加車線整備 

高速道路の料金制度

の改善等 

○物流コストの低減や移動人口の増加に結びつくさらなる料金制度の

改善・導入等 

○利便性向上と渋滞緩和に資する簡易な出入口の増設 

地域高規格道路等の

整備促進 

○地域高規格道路、国道、地域を支える地方道の整備促進 

高速鉄道網の整備促

進 

○基本計画線である山陰新幹線、中四国横断新幹線に関する具体的検討

の要請 

○新幹線実現までの段階的な整備として、フリーゲージトレインの開発

研究や導入に向けた取組の推進 
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施 策 内 容 

港湾の整備促進等 ○国際拠点港湾及び重要港湾の整備拡充及び緊急かつ円滑な港湾整備

の促進 

○国際バルク戦略港湾選定港の施設整備及び規制緩和 

○国際バルク戦略港湾選定港の特定貨物輸入拠点港湾への指定及び支

援措置の拡充 

○日本海側拠点港選定港の港湾機能の充実・強化 

○備讃瀬戸など航路の航行環境の改善 

地方航空路線の維持

等 

○地方航空路線維持のための仕組み（国が一定の責任）の創設 

○地方が取り組む路線維持対策への支援 

○羽田空港の発着枠見直しに際しての地方空港路線への優先配分 

フェリー、離島航路等

に対する支援 

○航路維持に対する支援 

○補助要件の緩和 

○運賃低廉化のための支援事業の充実 
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