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令和２年度国の施策並びに予算に関する提案・要望

本年７月２３日、２４日に、令和最初の全国知事会議を富山県富山
市で開催しました。
「行動する知事会」、「健康立国」に加え、新たに「５Ｇ元年

地

方創生」をスローガンとして掲げ、Society 5.0時代に向けた５Ｇの利
活用による地方創生の実現、防災・減災対策、持続可能な社会保障制
度の構築など、日本が抱える様々な課題について議論し、「令和２年
度国の施策並びに予算に関する提案・要望」をとりまとめました。
全国知事会は、自らアクションを起こしていく「行動する知事会」
として、日本の抱える課題に早急に取り組み、地方から日本の再生に
取り組んで参ります。
国においては、本提案・要望を十分に踏まえ、今後の予算編成や施
策立案に当たり、実効性のある形で反映するよう強く要請いたします。

令和元年７月２４日
全国知事会会長 上田

清司
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≪政策提案≫

１

地方創生・富山宣言

令和時代の地方創生～新たな挑戦「都市と地方の自立・連携・共生を目指して」～
平成の時代は、地方分権推進法の成立以降、機関委任事務の廃止や国から地
方への権限移譲など累次の地方分権改革を通じ、地方が自らの発想と創意工夫
により課題解決を図ることができる枠組みづくりが進められた。
我々は、これまで培った自治の精神の下、あらゆる主体と連携し、その叡智
を結集して、自らの地域のあるべき未来の実現に向けて取り組んできた。これ
らの結果、すべての都道府県で有効求人倍率は史上初めて１倍を超え、完全失
業率も低下するなど、雇用・所得環境の改善が続いている。また、地方圏の平均
地価がバブル崩壊後初めて上昇するとともに、農林水産物の輸出額や訪日外国
人延べ宿泊者数は過去最高を更新するなど海外需要を取り込んだ地域経済の成
長が実現しつつある。
しかしながら、今日の我が国は、他の先進国に例をみないスピードで進行す
る少子高齢化・人口減少により、離島や中山間地域の中には今後の存続が危機
的な状況にある地域が増加しており、地域のあり方が改めて問われている。ま
た、人と人とのつながりが希薄化する中で、児童虐待や引きこもり、孤独死の
増加などの深刻な社会問題も顕在化している。
また、過度な首都東京への一極集中は、出生率の低下、災害のリスク管理な
どの問題を生じさせるとともに、地方の担い手不足を招くこととなる。その一
方で、日本の経済成長のエンジンとして、東京は世界をリードする国際都市と
しての機能強化も求められている。さらに、2020 年には東京オリンピック・パ
ラリンピックが、2025 年には大阪・関西万博がそれぞれ開催されるが、これら
の国家的一大プロジェクトの成功を各地域の元気につなげていくことも重要で
ある。
このように、国の重要施策である地方創生の実現は道半ばであり、令和とい
う新たな時代の幕開けとともに、新たなステージを迎える。
安全・安心な地域社会の維持・発展は、我が国の持続可能な発展の上で欠か
すことが出来ない基礎的な条件であり、全国知事会は、東日本大震災等の被災
地の復興、防災・減災、国土強靱化等の取組みを加速化させる。また、2020 年
か ら 第 ５ 世 代 移動 通 信 シ ス テ ム（ ５ Ｇ ） の 商 用サ ー ビ ス が 開 始す る な ど
Society5.0 時代が本格的に到来する新たな転換期にあって、第４次産業革命の
先端技術等を積極的に活用して、地域の利便性や労働生産性を飛躍的に向上さ

せ、豊かで暮らしやすい地方を実現するとともに、持続可能な開発目標（SDGｓ）
の取組みを進め、新たな時代の我が国経済社会の発展につなげていく。加えて、
若者、女性、高齢者、障害者、在留外国人など多様な人材がお互いの個性を尊重
しながら活躍できるしなやかな社会を構築するとともに、子ども・子育て支援
の更なる強化、働き方改革の推進、健康寿命の延伸など、昨年採択した「健康立
国宣言」に基づき、持続可能な社会保障制度の構築に向けた取組みを加速化さ
せる。
また、これらの施策の推進に当たっては、国においても、経済産業政策、国土
政策、税財政、社会保障制度など政策を総動員して積極的に対応することを強
く求める。
富山県にもゆかりの深い万葉集を典拠とする新元号「令和」は、心豊かな文
化の薫り高い、国民一人ひとりが未来に希望を持ち、それぞれの花を大きく咲
かせることのできる、令しい平和な国づくりを志向するものである。全国知事
会は、明治期以来、多様な地域社会の中で育まれ幾多の困難を乗り越えてきた
志ある多彩な人材が我が国の経済・文化の発展と平和な国づくりを支えてきた
歴史にも鑑み、少子高齢化・人口減少社会を克服し、
「都市と地方が自立・連携・
共生する令和時代の地方創生」の実現に向けて、新たな挑戦に果敢に取り組ん
でいくことをここに宣言する。

２

東日本大震災からの復興を早期に成し遂げるための提言

平成23年３月11日に発生し、死者・行方不明者・震災関連死約２万２千人、建築物の全
半壊約40万戸に上る未曽有の被害をもたらした東日本大震災から約８年４か月が経過した。
被災地では官民を挙げた懸命の努力により、インフラ整備を始めとした復旧・復興は着実
に前進している。
国におかれては、復興交付金を始めとする所要財源の確保、各種事業の要件緩和、人的
支援の充実、用地確保の促進措置など、地方からの様々な提言や要望を具体化するととも
に、令和２年度までの「復興・創生期間」においても、特例的な財政支援措置を基本的に
継続していただいていることに心より御礼申し上げる。
また、平成31年３月の「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方
針」の見直しにおいて、復興庁の後継組織の設置が明記され、復興・創生期間後の方向性
が示されたことは、被災地としても心強く感じているが、一方で、復興を支える仕組みや
後継組織の具体的なあり方は今後の検討とされているところである。
被災地の復興はいまだ途上であり、現在も約５万１千人が仮設住宅等での避難生活を余
儀なくされている。
東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という）による東京電力福島第
一原子力発電所の廃炉作業、除染、放射性物質に汚染された廃棄物等の最終処分場の確保
の遅延、また、被災地方公共団体や民間企業の人手不足と資材高騰等に加え、原発事故に
伴う国内外の根強い風評と、時間とともに加速する風化が重い課題となっている。さらに、
復興状況の地域間格差や被災者の心のケアなど、新たな課題も生じており、復興を実感で
きないでいる被災者も多い。
被災者が一日も早く住居や事業を再建し、地域のコミュニティの再生・形成を実現する
ために、被災地方公共団体が行わなければならない業務は依然として膨大である。
福島の再生を加速し、被災地の復興を早期に成し遂げるためには、現状への危機意識を
持ち、被災者に寄り添い思い切った対策を採ることが不可欠である。また、災害を風化さ
せず次世代へつなげるとともに、将来を見据えた災害に強い国づくりに全力で取り組んで
いかねばならない。このような考えの下、全国知事会では、東日本大震災復興協力本部が
中心となって改めて国への提言を取りまとめた。
国においては、被災地が切実な思いで提出している提言・要望に誠実に対応するととも
に、喫緊の課題である以下の事項について、速やかに実施するよう提言する。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で復興が前に進んだ姿を世界に発信す
るためにも、改めて国を挙げた取組を実行されたい。

１

東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束

【提言のポイント】
○ 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策を含めた廃炉作業、損害賠償、除染、放
射性物質に汚染された廃棄物処理、風評被害防止など、原子力災害のあらゆる課題につ
いては、東京電力任せにすることなく、国主導で早期に解決すること。
○ 地方公共団体又は事業者等が原子力災害に起因して実施した除染、廃棄物処理、風評
被害対策などに要する費用については、すべて国庫又は東京電力の負担とすること。
【課題等】
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、今もなお多くの住民が避難を続けている。
東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策を含めた廃炉作業は一定の進捗を見せている
ものの、燃料デブリの取り出しなど前例のない困難な課題を抱えている。また、除染、放
射性物質に汚染された廃棄物処理、損害賠償の遅延、国内外の根強い風評などの課題も解
決しておらず、復興の足かせとなっている。平成29年６月に国が改定した「福島復興再生
基本方針」において、国は前面に立って取り組むとしているが、福島の復興は着実に前へ
進んでいる一方で、課題が個別化・複雑化するなど、復興を完全に成し遂げるまでには、
まだまだ長い時間を要する。原発事故は過去形ではなく、現在進行形の人為的災害である
との認識の下、福島県の再生を促進し、避難者が一日も早く安心して故郷に戻れるように
することが国の責務である。
【個別の提言事項】
提言1-1 原子力災害の国主導の早期解決
原子力災害のあらゆる課題については、国策として原子力事業を推進してきた責任を踏
まえ、東京電力任せにすることなく国主導で取り組み、早期に解決すること。
提言1-2 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の推進
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組については、リスク管理と各対策の
重層化を徹底して、汚染水の海洋への流出や放射性物質の飛散を防止すること。また、燃
料デブリの取出しなど前例のない困難な課題に対して、国内外の英知を結集し、国が総力
を挙げて取り組み、安全かつ着実に進めること。
提言1-3 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策の徹底
汚染水対策の疎漏が復興の足かせや風評の原因になってきたことを深く認識し、汚染水
問題の解決に向け、原子炉建屋等の止水など、汚染水を増やさないための抜本的対策を講
ずること。
また、多核種除去設備（ALPS）等処理水の取扱いについては、環境や風評への影響など
を十分議論の上、国民に丁寧に説明しながら慎重に検討を進めること。
提言1-4 原子力損害賠償の完全実施
東京電力福島第一原子力発電所事故がなければ生じることのなかったすべての損害につ
いて、その範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った賠償が確実・迅速に行われるように

すること。あらゆる風評被害について、風評が完全に払拭されるまで賠償が行われるよう
にすること。
東京電力に対しては、加害者としての立場を十分自覚させ、被害者に対して誠実かつ迅
速な対応を行うよう徹底させること。
提言１-5 除染等の促進
放射性物質の影響を受けた地域の除染については、除去土壌等の適正管理と早期搬出、
搬出後の原状回復、除染後のフォローアップ、森林の放射性物質低減に向けた取組など、
必要な措置を着実に実施すること。
また、特定復興再生拠点区域を始めとする帰還困難区域の除染については、関係地方公
共団体の実情に配慮しながら、確実に対応するとともに、拠点区域以外の除染について具
体的な方針を示すこと。
森林については、生活環境の安全・安心の確保や森林・林業の再生に向けた放射性物質
対策を着実に講じるとともに中長期的な財源を確保すること。
中間貯蔵施設の整備については、施設設置者として責任を持って、地権者に対して丁寧
な説明を尽くすなど、総力を挙げて取り組むとともに、早期に最終処分先を確保すること。
道路側溝堆積物や河川堆積土砂など放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染以外で
生ずる土壌等の処分について、国の責任の下、撤去及び処理について、最後まで適正に対
応すること。
提言1-6 放射性物質に汚染された廃棄物等の処理等の促進
放射性物質により汚染された焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、建設・農林業系副産物等
の廃棄物、残土及び除染に伴い発生した除去土壌は、その濃度に関わらず、国が責任を持
って処理施設を確保するなど迅速かつ適切な処理を進めること。
特に、放射性物質の濃度が8,000Bq/kgを超える指定廃棄物については、地域の意向を踏
まえ、地元の理解を得ながら、国が総力を挙げて早急に処分すること。
また、指定廃棄物を国に引き渡すまでの間安全を確保するため、フレキシブルコンテナ
の経年劣化等への対応などの飛散防止対策や周辺環境への影響に係るモニタリングの強化
等、各事業者等が適切に保管できるよう、国が対策を講じること。加えて、個人の敷地で
一時保管が長期化している農家等の負担軽減策を講じること。
8,000Bq/㎏以下の廃棄物の処分を円滑に進めるため、住民の理解と処理の促進が図られ
るよう、処理や再利用に係る基準値の設定根拠を含め安全性を明確に示すとともに、地方
公共団体・排出事業者に対する技術・財政的支援や処分先の確保など、国が責任を十分に
果たすこと。
また、帰還困難区域における復興事業等に伴い発生する廃棄物等については、事業に支
障が生じないよう、国が責任を持って最後まで確実に対応すること。
提言1-7 食品・低線量被ばくの健康影響等についての対策の強化
食品中の放射性物質の基準値や低線量被ばくの健康影響について、国が正確な情報を分
かりやすく継続的に情報提供するとともに、事故以前の基準との違いを丁寧に説明し、放
射線や放射性物質に対する理解を深めて国民の不安の解消に努めること。
環境中に放出された放射性物質等の影響については、水、大気、土壌、水道水、農林水

産物などの総合的かつ長期的なモニタリングを実施すること。
低線量被ばくの健康影響にかかる不安の解消に努めるため、国において、対象者、対象
地域などの必要な条件を設定し疫学的な調査を実施すること。
提言1-8 風評被害対策の強化
原子力災害により国内外に生じている広範な風評を完全に払拭するため、風評払拭・リ
スクコミュニケーション強化戦略に基づき、正確かつ効果的な情報発信と安全性の普及啓
発を強化すること。諸外国による食品等への輸入規制については、科学的な根拠に基づい
た正確な情報発信を強化し、早期撤廃を実現すること。
農林水産物や加工食品、工業製品等の放射性物質検査などの国による体制強化や支援の
充実を図るとともに、地方公共団体、事業者等が実施する観光誘客事業や販路回復・拡大、
販売促進に向けた取組等の風評被害対策事業に対する支援を強化すること。
根拠のない風評によって住民生活と経済活動への悪影響や人権侵害が生じることのない
よう普及啓発を継続的に実施すること。
提言1-9 出荷制限の早期解決の支援強化等
すべての出荷制限品目について、早期の解除が図れるよう支援の強化を図ること。
検体量確保が困難な野生の山菜やきのこ、野生鳥獣の肉、出荷制限対象水域に生息する
資源量が少ない魚介類などについては、地方公共団体等による実態に即した検査の結果を
踏まえたより現実的な解除要件とするなど柔軟に対応すること。
提言1-10 原子力災害対応費用の負担等
地方公共団体または事業者等が原子力災害に起因して実施した除染、廃棄物の保管や処
理、放射性物質の検査の実施、風評被害対策などに要する費用については、これらに係る
人件費及び税収減を含め、すべて国庫負担又は東京電力による賠償の対象とし、迅速な支
払いを行うこと。
提言1-11 特定復興再生拠点区域の整備
帰還困難区域の「特定復興再生拠点区域復興再生計画」を実現し、計画期間内の避難指
示解除が確実になされるよう、責任を持って取り組むこと。
特定復興再生拠点区域の整備に当たっては、除染や廃棄物等の処理を国の責任の下で最
後まで確実に対応するとともに、生活環境の整備や生業の再生等に対する十分な予算を確
保し、それぞれの地域の実情に応じた拠点区域の整備に取り組むことができるようにする
こと。
帰還困難区域全体の復興再生に向けた地方公共団体による中長期的な構想をしっかりと
受け止め、十分な支援を行うこと。
提言 1-12 早期の営農再開に向けた農地の原状回復
避難指示が解除された地域の農地において、早期の営農再開が図れるよう、仮置場の原
状回復に必要な取組を確実に実施するとともに、除染等により生じた不具合の解消に向け、
国の責任の下、対策を講ずること。

２

財政支援の継続、復興交付金等の手続の簡素化等

【提言のポイント】
○ 特例的な財政支援を可能な限り拡充するとともに、復興・創生期間内はもとより、そ
の後においても被災地の復旧・復興が完全に成し遂げられるまで手厚い財政支援措置を
継続し、十分に財源を確保すること。
○ 財政基盤が弱く、事業の進捗が遅れている被災地方公共団体に十分配慮すること。
福島県では、原子力災害により復興が長期化するので、更なる負担軽減を図ること。
【課題等】
東日本大震災の被害の甚大さに鑑みて、様々な特例的な手厚い財政支援措置が講じられ
ているが、被災地の復旧・復興には長い年月を要するので、国の特例的な支援を継続する
ことが必要である。
被害規模や財政基盤等の状況から、被災地方公共団体によって復興事業の進捗度合に格
差が生じており、復興が遅れている団体の底上げを図ることが必要である。
【個別の提言事項】
提言2-1 特例的な財政支援と財源の確保
被災地における復興まちづくりには長期間を要するので、平成27年６月に国の復興推進
会議で決定された「平成28年度以降の復旧・復興事業について」に基づく特例的な財政支
援を可能な限り拡充するとともに、復興・創生期間内はもとより、その後においても被災
地の復旧・復興が完全に成し遂げられるまで手厚い財政支援措置を継続し、十分に財源を
確保すること。
また、「平成28年度以降の復旧・復興事業について」において、一般会計等で対応する
とされた事業であっても、復興のために不可欠な事業であることから、引き続き必要な財
源を確保すること。
復興に要する費用の地方負担分に対する財源措置の充実・確保を継続すること。
資材や人件費の高騰等による事業費の増加や事業の進捗により新たに必要となった事業
についても、適切に支援すること。
避難者を受け入れている地方公共団体の受入れに係る経費についても、災害救助法に基
づく求償のほか、特別交付税等により適切に所要額を措置すること。
提言2-2 被災地方公共団体の財政状況への配慮
被災地方公共団体の復興事業の進捗状況や財政状況の適切な把握に努め、財政基盤の弱
い団体や事業の進捗が遅れている団体に十分配慮し、その底上げを図ること。
提言2-3 原子力災害からの復興への配慮
原子力災害の極めて深刻かつ特殊な被害と影響を踏まえ、引き続き、県及び市町村等の
負担とならないよう、全面的な対応策を講じること。
特に福島県においては、避難地域の復興再生、避難者の生活再建、廃炉・汚染水対策、
除染、中間貯蔵施設への搬入、風評被害、鳥獣被害対策など、原子力災害からの復興が長
期化することから、今後の予算編成において、「原子力事故災害に由来する復興事業」の
範囲を最大限広く捉えるなど、更なる負担の軽減を図ること。

提言2-4 東日本大震災復興交付金制度の継続及び改善
復興の進展に伴って生じる新たな行政需要や課題に柔軟に対応できるよう、東日本大震
災復興交付金制度を復旧・復興が完了するまでの間、継続すること。
基幹事業（５省40事業）や効果促進事業の一括配分の対象事業を拡大するとともに、被
災地方公共団体による効果促進事業の自主的・主体的な活用や、原子力事故への対応が必
要な内陸部の市町村による復興交付金の幅広い活用ができるようにするなど、真に使いや
すい制度に改善し、柔軟な運用を図ること。
復興庁がワンストップで申請受付から交付決定まで行うようにすること。
提言2-5 使途の自由度の高い交付金等の充実
被災地方公共団体において、具体化が進むまちづくりの進捗に応じ、住民生活の安定や
地域経済の振興に向けた事業を継続的・安定的に実施できるよう、使途の自由度の高い交
付金等、従来の枠を超えた財源確保の充実を図ること。
提言2-6

社会資本整備総合交付金（復興枠）・農山漁村地域整備交付金（復興枠）等の
確実な予算措置
復興交付金の対象とならない復興事業が着実に実施できるよう、さらには、新たな課題
に柔軟に対応した新規事業の着実な事業化が図られるよう、復興が完了するまでの間、社
会資本整備総合交付金（復興枠）や農山漁村地域整備交付金（復興枠）等により確実な予
算措置を講じること。
提言 2-7 国が行う復旧・復興事業の着実な推進
被災地の復興を牽引する復興道路及び復興支援道路、河川・海岸堤防や港湾等の国が行
う復旧・復興事業について、必要な予算と体制を別枠で確保し、整備を図ること。
提言 2-8 津波対策施設の維持管理費等に対する財政措置
水門、樋門等の自動化、遠隔操作施設による津波防災対策をより確実なものにするため、
維持管理費、修繕費及び更新費について、恒久的な財政措置を講じること。
提言2-9 復興交付金等の事務手続の簡素化の徹底
被災地方公共団体の事務負担を軽減するため、復興交付金を始めとする補助金・交付金
等の事務手続や提出書類の簡素化を更に進めること。
提言2-10 復旧・復興に係る繰越手続の弾力的運用等
復旧・復興を円滑に進めるため、事故繰越手続きの簡素化など、事務手続きの簡素化の
措置を継続すること。
繰越年度内に完了しない事業を継続するために必要となる予算の再予算化や各種手続き
の簡素化等を引き続き行うとともに、現在と同様の財政支援措置を講じること。
提言2-11 「新しい東北」の推進
復興推進委員会が提言した「新しい東北」が確実に実現できるよう、必要な予算や制度
について措置すること。

３

被災地方公共団体に対する人的支援の強化

【提言のポイント】
○ 被災地方公共団体に対する国・独立行政法人や民間企業からの中長期的な人員派遣を
一層強化するとともに、地方公共団体からの人員派遣、被災地方公共団体の職員採用の
支援を引き続き行うこと。
○ 復旧・復興業務に従事する任期付職員を国において一括して採用し、被災地方公共団
体へ派遣する制度を早急に導入すること。
○ 地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び震災対応のための職員採用の人件費等に
対する震災復興特別交付税について、経費全額に対する財政措置を継続すること。
【課題等】
被災地方公共団体では、市街地や産業の再生、被災者の生活再建や避難生活の支援、除
染や放射性物質に汚染された廃棄物の処理など、大震災前の予算規模をはるかに超える事
業を実施している。自らの職員採用や地方公共団体による広域的な人的支援など地方はで
きる限り努力しているが、限界がある。特に、土木・用地・税務・水産・保健など専門的
知識を有するマンパワー不足は早期復興を実現するための支障となることから国による人
的支援の強化が不可欠である。
【個別の提言事項】
提言3-1 国による人的支援の強化等
被災地方公共団体に対する国・独立行政法人や民間企業からの中長期的な人員派遣を一
層強化すること。
令和２年度以降も引き続きマンパワー不足が見込まれるので、全国の地方公共団体から
の人員派遣、被災地方公共団体の職員採用に対する支援を継続すること。この場合、特定
業務へのチーム派遣も検討すること。
職員の事務負担軽減のため、民間企業等への復興関連事業の業務委託を一層支援するこ
と。
提言3-2 国による任期付職員制度の導入
復旧・復興業務に従事する任期付職員を必要に応じて国において一括して採用し、被災
地方公共団体へ派遣する制度を早急に導入すること。
提言3-3 震災復興特別交付税による人件費等に対する財政措置の継続等
地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び東日本大震災への対応のために職員採用を
行った場合の人件費等の経費に対する震災復興特別交付税については、復旧・復興を完全
に果たすことができるまでの期間、経費全額に対する財政措置を確実に継続すること。
併せて、被災地方公共団体以外の地方公共団体が行う任期付職員の採用に係る経費及び
派遣元で実施する研修等に係る経費に対する財政措置を行うこと。
また、国・独立行政法人や民間企業からの人的支援についても被災地方公共団体の負担
が生じないよう配慮すること。

４

住宅再建・復興まちづくり、鉄道復旧・道路整備等の促進

【提言のポイント】
○ 復興まちづくりを進めるため、住宅再建、防潮堤の整備、鉄道の復旧、道路の整備、
液状化被害対策、福島県の災害廃棄物処理等を促進すること。
○ 資材高騰・人材不足への効果的な対策を速やかに講じること。
【課題等】
住民の流出を食い止め、流出した住民の帰還を促すため、住宅再建、防災集団移転、防
潮堤整備などを一日も早く完了させることが必要である。
また、鉄道・道路の復旧・整備は地域再生のバックボーンとなるものであり、一層の支
援強化が不可欠である。
【個別の提言事項】
提言4-1 住宅再建に対する財政支援
復興まちづくりの取組を一層加速させるとともに、一日も早い住宅再建を支援すること
が可能となるよう、建築確認申請等の手数料減免に対する財政措置の継続など、被災地方
公共団体に対する十分な財政支援を行うこと。
また、災害公営住宅の家賃を一定期間減免する東日本大震災特別家賃低減事業及び災害
公営住宅家賃低廉化事業については、被災者の速やかな生活再建や安定した暮らしの確保、
被災地方公共団体の復興支援のため必要不可欠な事業であるが、復興・創生期間後の事業
スキームや財源等が不透明な状況にあることから、現行制度による国の財政支援を継続す
ること。
提言4-2 防災集団移転促進事業の要件の一層の緩和
地方公共団体による被災した土地の買取対象は、移転促進区域内の住宅用途に係る宅地
及び農地に限定されているが、移転促進区域内のすべての土地が買取対象となるよう要件
を緩和すること。
提言4-3 防潮堤の整備促進
集落再生に不可欠な防潮堤の整備を迅速に進めること。とりわけ、漁港区域内の防潮堤
の整備を促進するため、「農山漁村地域整備交付金（復興枠）」の予算を十分に確保する
こと。
提言4-4 鉄道運休区間の早期復旧等への支援
東日本大震災で被災したＪＲ各線の運休区間については、一日も早く復旧するよう十分
な支援を行うこと。
特に、常磐線については、令和元年度末までの全線復旧を確実に実現するとともに、単
なる復旧にとどまらない基盤強化を図ること。東日本旅客鉄道株式会社がまちづくりと一
体となった鉄道復旧を行う場合に増加する事業費については、国が全額を支援すること。
また、平成31年３月にJR山田線から経営移管された三陸鉄道リアス線について、持続的
な経営の確保に向けて十分な支援を行うこと。

ＢＲＴで復旧させる路線については、利便性が向上するよう十分な支援を行うこと。
提言4-5 復興道路等の整備の促進
三陸沿岸道路、東北中央自動車道（相馬福島道路）等の復興道路・復興支援道路の整備
については、事業予算を十分に確保して早期に完成させること。
被災地域と内陸部の後方支援拠点等を結ぶ道路等の災害に強い交通ネットワークの整備
についても、社会資本整備総合交付金（復興枠）等の充実と継続を図るとともに、事業が
終了するまで必要な予算を確保すること。
また、復興事業の進展等により、新たに発生する課題等への対応が想定されることから、
復興・創生期間以降における必要な制度の構築を図るとともに、長期的かつ十分な予算を
確保すること。
提言4-6 資材高騰・人材不足への対応
復旧・復興事業の遅延等の原因となっている資材高騰及び建設業界等の人材不足につい
て、労務費や建設資材等の建設コストの高騰に対応した財政支援を継続すること。
提言4-7 液状化被害への支援の継続・強化
液状化対策事業については、事業費が多額で住民同意の取得難航などの実情に十分に配
慮し、復興交付金による支援を継続するとともに、被害世帯への支援を強化すること。
提言4-8 汚染廃棄物対策地域における廃棄物処理の促進
放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域における国による廃棄物処理を迅速かつ確
実に実施するとともに、帰還困難区域内における復興事業等に伴い発生する廃棄物につい
ては、事業に支障が生じないよう、国が責任を持って最後まで確実に対応すること。
また、対策地域において住民帰還や事業再開のために排出される廃棄物は、原発事故に
よる長期間立入制限に起因するため、国の責任により処理促進のための支援を行うこと。

５

産業の復興、雇用対策の促進

【提言のポイント】
○ 農林水産業等の地域の基幹的な産業の復興促進、成長分野の新たな産業立地の推進等
により、安定した雇用を確保すること。
○ 被災企業に対する各種助成制度等の大幅な拡充・要件緩和、二重債務問題の早期解
決、就業支援、人手不足対策を強化すること。

【課題等】
被災地の農林水産業や商工・観光業などの事業者は各種支援措置を活用しながら事業再
生に努めているが、その過半が未だ大震災以前の水準まで回復していないのが実情である。
また、被災者がふるさとを離れることなく就業できるよう「なりわい」の再生と新たな
産業立地を促進し、きめ細かな就業支援や人手不足対策を強化することが必要である。

【個別の提言事項】
提言5-1 産業の復興加速、被災企業等への支援の強化等
被災地の復興を加速するため、地域の基幹的な産業の復興を促進するとともに、成長分
野の新たな立地、農林水産業の６次産業化などを強力に推進し、安定した雇用を確保する
こと。
地域経済の未曽有の危機に対処するため、これまでの枠組みにとらわれず、被災企業に
対する助成制度の大幅な拡充・要件緩和や新たな補助制度の創設など支援を強化すること。
被災企業の二重債務問題については、その早期解決に向けて、債権買取等支援を継続す
ること。また、支援決定後の経営改善への助言等の支援を強化すること。
提言5-2 農林水産業の復旧・復興支援の強化
漁港・海岸保全施設・海岸防災林・農地・森林等の復旧・整備や復興のモデルとなる園
芸団地の整備に必要な十分な予算を確保し、農林水産業の復旧・復興を促進すること。
特に、水産業における漁業と流通・加工業の一体的な再生に向け、現行の高率補助によ
る施設等の整備や担い手の確保・育成、技術者等の派遣、被災海域における放流種苗の確
保、関連業者の事業再開・経営再建と失われた販路の回復への支援を継続すること。また、
福島県については、復旧・復興の進捗に合わせたきめ細かい支援を強化すること。
漁場のがれきの将来にわたる撤去・処分についても、全額国庫負担により支援すること。
提言5-3 「グループ補助金」や「東日本大震災復興緊急保証」等の継続・拡充
中小企業の再建のための「グループ補助金」や「東日本大震災復興緊急保証」等につい
ては、今後のインフラ整備の進捗に合わせて事業に着手する事業者も多数見込まれること
から、引き続き制度を継続し、十分に予算を確保すること。
提言5-4 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の継続・充実
「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」については、被災地の企業立地
及び雇用創出などに有効であることから、被災地における産業復興の実情を踏まえ、事業
実施期間を延長するとともに、十分な予算確保を行うこと。また、沿岸部内陸部の区別な
く事業採択するなど、被災地方公共団体の意見を踏まえて運用すること。
提言 5-5 復興特区における税制上の特例に係る措置の継続
復興特区における国税の特例措置及び地方税の課税免除又は不均一課税に係る減収補填
措置については、被災地の状況を踏まえ、産業復興や産業集積の十分な支援となるよう、
今後も現在の措置を継続すること。
提言5-6 観光振興の強化
被災地及びその周辺の観光地への旅行を促進するため、被災地に関する正確な情報の発
信、国内外の大規模な観光キャンペーンの継続的な実施、外国人旅行者のビザ発給条件の
更なる緩和、観光振興に対する財政支援の強化など、総合的な観光促進策を強化すること。
また、東北観光復興対策交付金については継続するとともに、その他の支援については、
東北の外国人観光客数の伸びが全国の伸びに追いつくまでの間、継続・拡充すること。

提言5-7 まちのにぎわいづくりへの支援
人口減少が進む中、商店街の仮設から本設店舗への円滑な移行、本設商店街での共同施
設整備、イベント開催等、被災地のにぎわい創出やうるおいのあるまちづくりに向けた地
域の商業者の主体的な取組みに対する支援に継続して取組むこと。
提言5-8

就業支援や人手不足対策の強化

被災地におけるきめ細かな就業支援や企業の人手不足対策を強化するとともに、被災者
の状況や復旧・復興の段階に応じた多様な雇用就業機会の創出を支援すること。
「事業復興型雇用確保事業」及び「原子力災害対応雇用支援事業」については、被災企
業が積極的に活用できるよう簡素で手厚い支援制度とするとともに、弾力的な運用を図る
こと。また、被災地の厳しい雇用状況を踏まえ、制度の継続と必要な財源確保を図ること。
「特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発コース）」については、要件を緩和し、
震災時から引き続き被災地域に居住している求職者すべてを対象とすること。
提言5-9 福島イノベーション･コースト構想の推進
福島イノベーション・コースト構想については、2020 年を当面の目標とし、各プロジェ
クト（廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産、環境・リサイクル等）の具体化や産業集
積の促進、未来を担う教育・人材育成等の着実な実施のため、関係省庁一体となって推進
し、構想の関連事業も含めて必要な財源を継続的かつ十分に確保すること。
また、地元企業が参画しやすい仕組みづくりに取り組むこと。

６

被災者への総合的な支援の強化、東日本大震災の風化防止、
「復興・創生期間」後の体制の確立

【提言のポイント】
○ 被災者の生活再建や雇用確保、避難者の早期帰還等を促進し、復興の長期化に伴う心
のケアや地域コミュニティ再生・形成など、生活再建ステージに応じた支援を強化するこ
と。
○ 大震災の被害や教訓の風化を防止するため、テレビ等による政府広報を強化すること。
○ 被災地の早期復興に加え、今後の災害に備えた一連の対策を担う体制を整備すること。

【課題等】
依然として多くの住民が故郷を離れた避難先や仮設住宅等で先行きの見えない厳しい避
難生活を余儀なくされている。また、復興公営住宅などで新たな生活を始めても、様々な
不安を抱えている人も少なくない。
早期の帰還や生活再建、復興の長期化に伴う心のケア、さらには地域コミュニティの再
生や新しい環境でのコミュニティ形成に対する支援などに向け、一人一人に寄り添ったき
め細かな支援を継続していくことが必要である。
さらに、被災地の再生のためには、地域医療・福祉や子育て支援など住民が安心して暮
らせる環境を整備することが不可欠である。

東日本大震災の実情と教訓を今後とも風化させず、次世代へつなげていくことは、復興
を国民全体で支え、防災意識を向上させる上で不可欠である。
【個別の提言事項】
提言6-1 避難者の早期帰還の促進等
被災者の安定した生活の再建及び雇用の確保や事業の再建への総合的な支援を強化する
とともに、避難者の早期帰還等を促進すること。
長期間にわたり帰還困難となる住民については、生活再建の見通しを明確に示すこと。
避難先での定住を希望する避難者に対し、避難先での生活再建を円滑に進めるため、就
業支援や住宅確保のための支援策を講じること。
被災地方公共団体及び避難者を受け入れている地方公共団体の取組に対して十分な財政
支援を行うこと。
提言6-2 被災者の心のケア
心身の健康や将来の不安などへのケアが必要な被災者への支援をきめ細かく行えるよう
に、被災者支援総合交付金の継続・拡充、臨床心理士等の専門家の確保及び相談や孤立防
止などの取組に対する支援の強化を行うこと。
特に、被災者の心のケアについては、住居環境の変化に伴うストレスや家庭問題、経済
問題などを背景に、相談内容が深刻化・複雑化しており、人材を安定的に確保し、中長期
的に取り組む必要があることから、引き続き被災者の心のケア支援事業費補助金所要額の
確保を図るとともに、中長期的に全額国庫による財政支援を継続すること。
また、自主避難者を含む避難者の所在を的確に把握し、避難先を問わず必要な支援を確
実に受けられるようにすること。
提言 6-3 地域コミュニティの再生・形成に対する支援の強化
被災地では、仮設住宅から災害公営住宅への転居や住宅の高台移転が進み、新たなまち
づくりに取り組んでいるが、今後の活力ある被災地の復興のため、地域住民の交流の促進
やＮＰＯ等による多様な活動への支援など、地域コミュニティの再生・形成に係る取組へ
の支援を強化すること。
また、高齢者等が孤立しないよう、見守り体制の整備、生きがいづくり対策などのきめ
細かな取組への支援を強化すること。
提言6-4 被災地の実態に合った子育て支援の強化
安心して子供を生み育てられるよう被災地の実態に応じたきめ細かな就学支援や心のケ
ア、復興を支える人材育成のための教育・子育て環境の整備などの取組を全面的に支援す
ること。
県外へ避難している子育て家庭については、多くが精神的、経済的に厳しい状況にある
ことを踏まえ、保育料減免や就学援助などの経済的負担軽減、心のケアなどを十分に支援
すること。

提言6-5 個人の二重債務解消に向けた支援
個人の住宅ローン等に係る二重債務問題の解決を促進し、住宅再建を加速させるため、
法整備を含む新たな仕組みの構築を積極的に行うこと。
提言6-6 医療・福祉サービス提供体制の復旧・復興支援
原子力災害の影響の大きい福島県を始めとする被災地方公共団体では、人口減少、医
療・介護人材の不足、建設コストの高騰等により、医療・福祉サービス提供体制の復旧が
遅れているため、処遇改善による人材確保、施設整備などの支援を強化すること。
医療や介護の復興は長期間にわたり、安定した財源確保が必要であるため、地域医療再
生基金の設置期限の延長や基金の弾力的な運用を行うとともに、医療・介護人材の確保や
施設の再開、再開後の経営安定化等に係る十分な支援を行うこと。
提言6-7 公的保険の減免措置等に対する財政支援
国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、保険料(税)の大幅減収や医療
費の増大などによって、被災地方公共団体の財政基盤が大きく損なわれたことから、安定
的な運営が図られるよう調整交付金の増額や国費による補填など十分な財政支援措置を講
じること。
また、避難指示等対象地域における全額免除措置に対する国の特別な財政支援を引き続
き継続すること。
提言6-8 災害救助法に基づく救助の対象範囲の拡大等
応急仮設住宅に係る維持管理や補修、集約化に際し必要となる居住環境整備に要する経
費や応急救助の終了に生じる経費など救助に要するものすべてを災害救助法の対象とする
とともに、必要な事務経費のすべてを全額国庫負担の対象とすること。
応急仮設住宅の供与終了に伴う未退去案件への対応については、必要な人的支援及び財
政的支援を行うこと。
避難者の生活実態の変化に伴う応急仮設住宅の住み替えなど、被災地方公共団体のニー
ズに合わせて柔軟に対応すること。
提言6-9 東日本大震災の被害や教訓等の風化防止
東日本大震災の記憶を国民全体で共有し後世に伝え、今後起こりうる広域災害の備えに
活かすため、被害の実情や教訓、復旧・復興の過程でのノウハウ等を蓄積・整理し、防災
意識を向上させるためのテレビなどによる政府広報を強化すること。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において、これまでの被災地支援に対
して感謝を伝えるとともに、被災地の復興状況や魅力を国内外に発信するための取組を積
極的に行うこと。
震災遺構の保存や撤去に対する財政支援を長期的に継続すること。
被災地でのボランティア活動や学校の修学旅行を始めとする被災地ツーリズム等を促進
すること。
学校、家庭・地域、自治体等が一体となった防災教育を徹底できるよう支援し、東日本
大震災の教訓を踏まえた実践的な避難訓練及び防災訓練を充実させること。

提言6-10 被災地域の復興に向けた教育環境の整備への支援
被災地の児童生徒に対しては、それぞれの状況に応じたきめ細かな教育的支援や心のケ
アが必要であることから、復興推進に向けた教職員の加配、スクールカウンセラー及びス
クールソーシャルワーカーの配置等、必要な支援を令和２年度以降も継続・充実すること。
また、地域の復興を支える人材育成のため、発達段階に応じた教育環境の整備を支援す
るとともに、幼児・児童・生徒に対する長期的な就学支援を継続して実施すること。
東日本大震災により被災した子供や原発事故により避難している子供がいじめに悩まさ
れることのないよう、国の責任において、放射線への正確な理解を促進するとともに、地
方公共団体が、いじめの未然防止、早期発見及び発見後に適切に対処できるよう支援する
こと。
提言6-11 「復興・創生期間」も必要となる復興及び防災・減災体制の確立
被災地の早期復興と、我が国の防災・減災対策及び国土強靱化を強力に推進するため、
東日本大震災の「復興・創生期間」終了後も被災地が復興を成し遂げられる事業や支援を
実施するとともに、今後の災害への備えから復旧・復興までの一連の対策を担う体制を整
備し、それを指揮する専任の大臣を置くこと。

３ 来たるべき大規模災害に備え教訓に基づき行動するための提言
～平成 30 年に発生した災害の検証結果を踏まえて～

阪神・淡路大震災をはじめ、未曽有の被害をもたらした東日本大震災、そし
て毎年のように発生する大規模な災害は、多くの尊い命、住み慣れた街並みな
どを一瞬にして奪い去ってしまう。
平成から令和の時代を迎えたが、南海トラフ地震や首都直下地震など、国難
レベルの巨大災害に備えるため、今まさに防災・減災についての基本的な考え
方や取組を見直し、日本の防災・減災対策を新たなステージに進化させなけれ
ばならない。
そのための第一歩として、過去の災害から得られた教訓を最大限に生かし、
現在我々が講じている防災・減災対策の総点検を行うため、大阪府北部を震源
とする地震、平成 30 年７月豪雨及び北海道胆振東部地震で被害に遭った道府県
の協力のもと、災害対応の事後検証とその共有を行った。
本提言は、その検証の結果得られた教訓をもとに取りまとめたものであり、
実際の災害対応経験に裏打ちされた貴重な提案であることを踏まえ、我々知事
会が先頭に立って行動することを再認識するとともに、国においては、被害を
確実に減じるため、積極的に施策に反映するよう強く求めるものである。

１

住民の適切な避難行動につなげて命を守るために

平成 30 年７月豪雨において、行政が発する避難情報が住民に浸透せず、避
難指示発令後においても逃げ遅れ、亡くなられた方がいること、加えて、高
齢者や避難行動要支援者に多数の犠牲が出たことを重く受け止める必要があ
る。
災害対応において最優先で取り組むべきは「命を守る」ことであり、今回
の教訓を踏まえ、国・都道府県・市区町村・関係機関が一丸となって、一人
でも多くの命を救うために全力で取り組まねばならない。
（１） 「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、災害時に適切な避難
行動が容易に取れるよう、防災情報を５つの警戒レベルに区分し、この警
戒レベルを付してわかりやすく提供するための取組がなされているが、国
においても引き続き地方と協力して普及啓発に取り組むこと。
また、地方自治体がより適正に避難情報を発令し、住民の避難行動につ
なげられるよう、より細かな地域単位での情報の提供など、防災情報の更
なる改善を図ること。
（２） 災害時に住民等が自らの判断や支え合いにより避難行動をとることがで
きるようにするため、市町村が統一的な基準によりハザードマップを作成
し、過去の災害記録やダムの洪水調整能力を超える洪水など、住民に対し

て地域の災害リスク、避難行動の必要性を周知できるよう、技術的支援及
び財政支援を充実すること。
また、防災情報を確実に伝達し、適切な避難行動を促すため、防災行政
無線やソーシャルメディア等を活用した伝達手段の充実・強化に対して、
技術的・財政的な支援を行うこと。
（３） 地域の災害リスクを住民に浸透させるための具体的な手法として、宅地
建物取引業法を改正し、市町村が作成したハザードマップの説明を、取引
時に住宅購入者等へ説明が義務付けられる重要事項として位置付けるこ
と。
（４） 自助及び共助による避難行動が可能な体制を強化するため、地域の防災
リーダーの養成・スキルアップなど、地域防災力を支える自主防災組織や
消防団（水防団）の育成・強化につながる取組に対する支援制度を充実す
ること。

２

被災者の円滑な生活再建を支援するために

災害は突然発生するものであるため、発災直後から復旧・復興が軌道に乗
るまでの間は様々な課題が生じるが、迅速に解決することで被災者が早期に
通常の生活を取り戻すことにつながる。その解決にあたっては、地域によっ
て、また災害規模の大小によって支援に差が生じないようにすることを基本
とすべきである。
今回の検証において提案された方策は、経験に裏打ちされた実効性の高い
ものであり、着実に施策に反映することが求められる。
（１） 災害により発生した土砂・流木・がれきなどは民家の敷地内にも流れ込
み、被災者の生活再建のための重大な支障となるが、平成 30 年７月豪雨
で被災した広島県において、内閣府及び環境省を中心に国・県の関係部署
をメンバーとして編成した「土砂・廃棄物処理チーム」が有効に機能し、
処理の迅速化が図られたという好事例があることから、そのスキームを標
準化し、発災後の迅速な支援体制を整えること。
（２） 被災市町村の職員は、罹災証明書の発行や避難所の運営といった災害対
応業務を、通常業務に加えて行わなければならず、必然的に人員が不足す
るため、災害救助法において「救助」の対象となっている避難所の運営な
どについて、ＮＰＯ法人などへの民間委託した場合も、当該委託費用を「救
助」の対象に含めること。
また、家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務に係る経費についても
「救助」の対象に含めること。
（３） 被災者が通常の生活を取り戻すためには、生活再建資金が必要不可欠で
あるため、被災者生活再建支援制度の支給対象を半壊まで拡大すること
また、一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合には、
法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域を支援の
対象とすること。

３

被災地への応援を迅速かつ効果的に行うために

大規模災害の発生直後に様々な対応を迫られる中、救援物資の供給等、被
災者の避難生活を迅速かつ円滑に支援する必要があることから、地方自治体
の努力だけではなく、国の支援が求められる。
（１） 被災自治体への応援人員が充足しているかどうかは、単に人員の数だけ
ではなく、避難所運営業務や被災建築物・宅地の応急危険度判定業務など、
時間の経過とともに、求められる応急対応業務の内容が変化していくこと
などを踏まえて総合的に判断する必要があるため、被災市区町村応援職員
確保システムの運用に際しては、被災自治体の状況を考慮して柔軟に対応
すること。
また、大規模・広域災害が発生した場合は応援できる自治体も限られ、
人員の不足が被災地の復旧・復興の妨げとなる事態が懸念されることから、
土木・農林分野など、災害発生時に被災地に派遣される地方自治体職員の
要員確保のため、必要な財政措置等を講じるとともに、復旧・復興期に必
要とされる中長期の職員派遣を円滑に行うための体制整備に取り組むこ
と。
（２） 災害対応に習熟している職員は自治体においてごく少数であり、人員不
足等に起因する災害発生時の初動の混乱を最小限とするため、総合防災シ
ステム、被災者台帳システム、物資調達・輸送調整等支援システム等の防
災関係システムを統一化することが非常に有効であることから、国が主導
して全国統一のシステムを導入すること。
また、物資調達・輸送調整等支援システムについて、都道府県・市町村
と連携して円滑に運用できるよう改善を図ること。
（３） 被災者がＳＮＳ等により発信する不足物資等の情報を、支援物資の充足
状況を把握するための参考情報として、集約、もしくは分析する仕組みを
検討すること。

４

災害に強い国土強靱化を実現するために

ソフト面での取組により、住民の命を守り、被災者の生活再建を支援する
ことは非常に重要であるが、河川改修や土砂災害対策など、そもそも災害の
発生を抑止し、また発生した場合もその被害を最小化するための、ハード面
での防災・減災対策を引き続き積極的に推進する必要がある。
（１） 堤防が決壊した河川については、同様の被害が発生しないよう、復旧と
あわせて、河道掘削や築堤等の改良や既設の護岸の材質改良等の護岸強化
が必要であり、こうした河川改修や、平成 30 年７月豪雨などの災害を教
訓とした土砂災害対策を計画的に行うために必要な予算を確保すること。
また、地方自治体が実施する災害関連緊急事業、砂防激甚災害対策特別

緊急事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業等の推進、併せて直轄によ
る砂防災害関連緊急事業等の推進と体制確保について特段の配慮を行う
こと。
（２） この度成立した「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に位置付
けられた管理者や行政の義務や役割が適切に果たせるよう、地方自治体の
法に基づく事務に要する経費について、適切な財政措置を行うこと。
（３） 浄水場等の被災により長期間の断水が発生し、住民生活に多大な支障が
発生したことから、浄水機能を担う機器等を応急的に提供できる体制整備
など、早期復旧に向けた対応策を講じるとともに、継続的に水道施設の強
靱化を図るため、補助対象施設の拡大や補助率の嵩上げなど、財政措置を
拡充すること。
（４） 平成 30 年度から防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策に取
り組んでいただいているが、地方自治体が策定する国土強靱化地域計画に
基づき実施される取組に対しても具体的な財政措置を実施するとともに、
河川改修や堆積土砂の除去、土砂災害対策、ため池の改修・廃止対策、水
道施設改修等、長期的な視点で取り組むべき防災対策について、３か年の
緊急対策後も着実に国土強靱化を図るため、今後の制度設計に際して十分
に配慮すること。
（５） 多岐にわたる防災対策を着実に推進するために、緊急防災・減災事業債
は非常に有効であることから、制度を恒久化することに加えて、対象事業
の拡大及び要件緩和を図ること。
（６） 被災地の迅速な復旧・復興を推進するため、激甚災害の適用措置におけ
る災害復旧事業等の補助率嵩上げ措置について、地域の実情に合わせて対
象要件を緩和すること。

５

社会的混乱を最小限にするために

北海道胆振東部地震における大規模停電（ブラックアウト）、大阪府北部
を震源とする地震における鉄道運休に伴う帰宅困難者の大量発生など、社会
インフラが機能を停止することにより発生する社会的混乱は、住民生活に大
きな支障や不安をもたらすほか、災害復旧の初動において大きな阻害要因と
なり得ることから、インフラ事業者との平時からの緊密な連携等が必要不可
欠である。
また、東京オリンピック・パラリンピック及び大阪・関西万博の開催や、
先般の入管法の改正により、訪日及び在留外国人は今後ますます増加する可
能性が高く、災害時における情報発信のあり方等は、都市部にとどまらず全
国的な課題となっており、早急に対策を講じる必要がある。
（１） 北海道胆振東部地震における大規模停電を全国的な教訓とし、電力会社
に対して、災害に強い電力供給体制の整備、及び電力の安定供給や適切な
情報発信に向けた体制の強化を働きかけること。
また、災害時の電力の確保や、帰宅困難者の一時滞在施設となり得る民

間施設を確保する観点から、停電時に住宅やビルなどの電力を確保できる
よう、太陽光発電や蓄電池システム等の普及促進を図ること。
（２） 鉄道事業者に対して、運行状況に関する情報の一元化など、利用者目線
に立った情報発信体制の整備を働きかけること。
（３） 帰宅困難者の滞留による混乱を防ぐため、民間事業者に対してＢＣＰの
作成を引き続き働きかけるとともに、その作成を支援するために発災時間
帯別の行動ルール等、全国統一的な基準を検討すること。
また、帰宅困難者の一時滞在施設の確保に向けて、民間施設所有者が協
力しやすいように、発災時の損害賠償責任が施設所有者に及ばないような
制度を早急に構築すること。
（４） 訪日及び在留外国人が災害時に自らの行動を判断できるように、発災
に備えた入国審査場などでの効果的な情報提供を行うとともに、発災時に
は、放送事業者や交通事業者と連携し、速やかに広域的かつ的確な多言語
での情報提供を行うこと。
（５） 死者・行方不明者の氏名公表の取扱いについて、円滑な救助・救急活動
の実施や被災者のプライバシー保護の観点から、法令等によりその根拠を
明確にしたうえで、全国統一的な公表基準を作成すること。

４

死者・行方不明者の氏名公表の基準を求める提言について

東日本大震災をはじめ、近年の地震や豪雨等、
「想定外」、
「数十年に一度」の
大規模災害は、激甚化・頻発化しており、国民の生命・財産を守るための防災・
減災対策は、より一層重要性を増している。
昨年は、大阪府北部を震源とする地震、平成 30 年 7 月豪雨及び北海道胆振東
部地震が発生したことから、全国知事会ではその災害対応の事後検証を行うと
ともに、得られた教訓の共有を図ったところである。今回の災害では、被災者
遺族の同意を得られた場合に氏名等を公表した場合や同意なく公表した場合な
ど、地方自治体間で対応に差が生じていたことが明らかになった。
災害発生時には、円滑な救助・救急を実施し、一人でも多くの人命を救う必
要があり、迅速な対応等が求められることから、死者・行方不明者の氏名公表
の基準作成について、国に対して要望するとともに、災害はいつ発生するか分
からないことから、我々全国知事会としても具体的な支障事例などの経験を取
りまとめ、全都道府県で共有することを検討していく。
以上のことから、下記の事項について強く要請する。
記
死者・行方不明者の氏名公表の取扱いについては、円滑な救助・救急活動の
実施や被災者のプライバシー保護の観点から、法令等によりその根拠を明確に
したうえで、全国統一的な公表基準を作成すること。

５

「復興・創生期間」後も必要となる復興及び
防災・減災体制の確立を求める提言

令和に元号が改められ、平成から次の時代への橋渡しが行われる歴史の節目
を迎えたが、平成は「災害の時代」ともいわれるように、阪神・淡路大震災や
東日本大震災をはじめ、近年の豪雨や地震等、「想定外」、「数十年に一度」
の大規模自然災害が頻発した時代であった。私たちは災害と災害の間、「災間」
を生きているという覚悟をもち、経験した災害の課題や教訓をもとに、次なる
災害への備えを怠りなく進めていかなければならない。
国民の生命・財産を守る防災・減災対策は、一層重要性を増していることか
ら、政府においては、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に
より、３年間で集中的に、緊急に実施すべきハード・ソフト対策を実施してお
り、地方も一丸となって防災・減災対策に取り組む必要がある。
一方で、政府の地震調査委員会が公表した南海トラフ地震の 30 年以内の発生
確率は「70～80％」に引き上がり、首都直下地震等も含め、刻一刻と国難レベ
ルの巨大地震の発生が迫るとともに、平成 30 年７月豪雨では、大規模かつ広範
囲に大きな被害がもたらされた。このため、いつ、どこで起こるかもしれない
国難レベルの災害に負けない国づくりを切れ目なく推進していく必要がある。
また、甚大な被害をもたらした東日本大震災は、その発生から９年目を迎え
て、復興が着実に進展している一方で、地域ごとの復興の進捗状況等にばらつ
きがみられることから、復興の実現と自立に向けてこれからも息の長い支援を
継続することが求められる。こうした中、東日本大震災を受けて創設された復
興庁、緊急防災・減災事業債は 2020 年度までとされており、今後を見据えた支
援体制の検討に着手する必要がある。
このため、東日本大震災以降の国・地方を挙げて取り組んだ復旧・復興対策
の成果と課題を検証するとともに、今後必要となる復興及び防災・減災体制に
ついて整理した。
それを踏まえて、東日本大震災の「復興・創生期間」の終了後も被災地が復
興を成し遂げられる事業や支援を実施するとともに、国・地方の総力を結集し
て、あらゆる災害に負けない国づくりをめざすため、これまでも全国知事会と
して「防災省（仮称）」の創設を提言してきたが、改めて「復興・創生期間」
後も必要となる復興及び防災・減災対策を強力に推し進める体制及び制度・予
算の確立に積極的に取り組まれることを強く要請する。
１

国民の生命・財産を守る防災・減災対策及び国土強靱化を強力に推進す
るため、東日本大震災の「復興・創生期間」の終了後も被災地が復興を成し遂
げられる事業や支援を実施するとともに、大規模災害を想定し事前復興から復
旧・復興までの一連の対策を担う専任の省庁の創設及びそれを指揮する専任の
大臣を置くこと。
２ 2020 年度限りで廃止される東日本大震災復興特別会計を引き継ぐ財政支
援制度を確立するとともに、事前の予防対策から復旧・復興までを見据え
た防災・減災対策予算の充実を図ること。

今後の復興及び防災・減災体制に係る論点整理

近年、頻発化・激甚化する自然災害を踏まえて、国においては「防災・減災、
国土強靱化のための３か年緊急対策」が実施され、喫緊の防災・減災対策の推
進が期待される。
一方で、今後発生する南海トラフ地震・首都直下地震等の国難レベルの災害
に負けない国づくりを切れ目なく推進していく必要があり、東日本大震災を
受けて創設された復興庁が 2020 年度にその役割を終えることを踏まえると、
これらの復興及び防災・減災対策を総合的に推進する体制、機能及び制度を確
立する必要がある。
今回の提言にあたり、全国知事会危機管理・防災特別委員会では、これらに
ついて以下のとおり整理した。

１

大規模災害対応にかかる成果と課題（検証）

東日本大震災の発生以降、国・地方を挙げてその復旧・復興に取り組んでき
たが、９年目を迎えるにあたりこれまでの取組を検証したところ、その取組が
一定進んでいる一方で、未だ復興に向けた取組が道半ばの地域等があり、これ
らの成果と課題を整理すると以下のとおりである。
（１）全般
〇成果
・東日本大震災では、約２万人の死者・行方不明者、約 12 万棟の全壊が発
生し、被災地域が広域にわたり、被害が甚大であった中で、インフラ整備
を中心に着実な進捗を見せている。
・避難者や仮設住宅等の入居者数は、ピーク時からは大幅に減少し、新たな
生活をスタートさせた被災者が確実に増えている。
○課題
・東日本大震災は、復興期間が１０年と定められているものの、復興に時間
を要しているものもあり、「復興・創生期間」後も継続的な支援が必要で
ある。
・現在も依然避難者は５万１千人を数え、仮設住宅等の入居者数も９千人い
ることから、長期の被災者支援が必要となっている。
（２）事前・予防
○成果
・過去の災害経験を語り継ぐ災害伝承「津波てんでんこ」により自らの判断
で避難行動をとることのできる主体性が育まれ、
「釜石の奇跡」といった、
約３千名の小中学生が津波から命を守った。
○課題
・東日本大震災の津波対策について、海岸保全施設等は設計対象の津波高に
対しては効果を発揮するが、巨大津波とそれによる甚大な被害の発生状

況を踏まえると、海岸保全施設等に過度に依存した防災対策には限界が
あったことが露呈した。
・現在の科学的知見からは、確度の高い地震の予測は難しいとされた。
（３）応急
○成果
・東日本大震災の避難所では食料、飲料水等、救助活動では燃料が不足し、
避難者への支援や救助活動に支障を来したことを踏まえ、熊本地震では
プッシュ型支援につながった。
○課題
・東日本大震災では、その災害規模が巨大かつ原子力災害を含む複合災害で
あったことから、国及び地方においては、初動対応が混乱した。
（４）復旧・復興
○成果
・防災集団移転促進事業をはじめとした高台移転や土地区画整理事業によ
って、次の津波に備える復興まちづくりが進展している。
・復興道路・復興支援道路の整備完了は６５％に止まるものの、国直轄、県・
市町村管理の道路は概ね本復旧を果たしつつある。
・被災３県の製造品出荷額等は、概ね震災前の水準まで回復するとともに、
６県（青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉）の津波被災農地から農地転
用が行われたもの等を除いた復旧対象農地のうち、約９割で営農再開が
可能となった。
○課題
・宅地造成や災害公営住宅の整備に時間を要したことが、被災者の生活再建
に係る意向やスケジュールに影響を及ぼした。
・東日本大震災では、三陸沿岸部で高台移転のための合意形成や土地の確
保、造成等に時間を要し、復興の遅れが、内陸部への人口移動を加速し、
被災地域の人口が減少している。
・東日本大震災のグループ補助金の交付先にアンケートした結果によると、
震災直前の水準以上まで売上が回復していると回答した事業者が約 46％
に止まり、事業の回復・再生が十分に進んでいない。
・巨大災害に対応するための東日本大震災復興特別会計が設けられ、復興交
付金、グループ補助金の創設など、地域の状況に応じた活用が柔軟に行え
た一方で、省庁別既存事業を束ねた従来型国庫補助金制度の範囲に留ま
っている。

２

「復興・創生期間」後も必要となる復興及び防災・減災体制

先述した成果と課題を踏まえるとともに、今後必要となる復興及び防災・減
災体制の機能及び制度を整理すると以下のとおりである。
（１）東日本大震災復興
〇東日本大震災に係る復興支援機能及び制度
・現在復興庁が担っている省庁横断的な企画調整や被災自治体等からの
相談に対応する、一元的な窓口となる機関を設置する必要がある。
・被災者支援、産業・生業の再生、復興まちづくり等において、東日本大
震災の「復興・創生期間」内で実施されている支援制度・事業で、期間
内に完了しないものについては、被災地が復興を成し遂げるまで継続
する必要がある。特に、被災地においては、中長期的に取り組むべき課
題として、被災者の心のケアの継続、児童生徒の心のサポートの継続、
面整備後の再建支援（住宅再建・事業者支援）、原子力災害に起因する
風評被害対策事業等の継続などを、社会資本整備の完了と併せて、実施
する必要がある。
・新たな課題や新しい東北の構築に向けて、切れ目なく安心感を持って中
長期的に復興が進めることができるよう安定的な財源確保が必要であ
る。
○東日本大震災に係る原子力災害復興支援機能及び制度
・原子力災害からの復興・再生において、東日本大震災の「復興・創生期
間」内で実施されている原子力災害にかかる支援制度・事業で、期間内
に完了しないものについては、被災地が復興を成し遂げるまで継続す
る必要がある。
○東日本大震災に係る現地復興支援機能及び制度
・被災地に、各省庁間の事業調整、相談及び事業推進を担う組織を設置す
る必要がある。
（２）防災総合政策
〇総合調整機能及び制度
・異常気象や社会構造の変化に伴い、新たな防災・減災の課題が多発する
なか、迅速・的確に課題解決を図るため、省庁間にまたがる強力な調整力
が必要である。
・その調整力の下で、災害の検証等を踏まえて、各省庁の事業の位置付けを
整理して体系的・横断的に防災・減災対策に取り組める制度・予算を構築
する必要がある。
○政策立案機能及び制度
・過去の知見・教訓を生かし、災害種別や状況に応じて適切に実施すべき
施策・事業を立案する必要がある。
・南海トラフ地震、首都直下地震、大規模・広域風水害など国難レベルの

自然災害に備える防災・減災対策を立案し、大規模災害を想定した事前
復興制度の制度設計を行う必要がある。
・今後の国難レベルの災害に備えるため、大規模災害がもたらす被害の
軽減や復旧・復興期間の短縮をめざし、地方が主体的、計画的に事前
復興に取り組むことができる新たな財政支援制度等を創設するととも
に、被災前の円滑な高台移転や区分所有物件の修理・再建等、地域の
実情に応じた事前復興が可能となるよう制度設計を行う必要がある。
〇災害の調査研究・普及・検証機能及び制度
・各省庁にまたがる科学技術の調査・研究について連携・調整するととも
に、災害の教訓を今後の防災・減災対策や災害対応に生かすため、事後
評価や検証を行い、次の対策につなげる災害マネジメントサイクルを
回すことが必要である。
（３）連携・育成
○自治体支援機能及び制度
・災害対応の最前線を担う市区町村やその活動を支える都道府県があら
ゆる事態にも迅速かつ円滑に業務を遂行できる防災対応力の向上に向
けて地域防災計画・事前復興計画等の策定や防災訓練を支援するとと
もに、災害対応業務の標準化を図る必要がある。
○防災人材育成機能及び制度
・自然災害が激甚化・頻発化する中で、新たに生じた防災・減災の課題に
対処し、災害予防対策から復旧・復興まで多岐にわたる業務に対応でき
る防災人材等を育成するとともに、災害対応能力を向上させるための
支援を講じる必要がある。
○普及啓発機能及び制度
・国民の防災意識の向上を図るため、防災教育、地域の防災リーダーの育
成、ボランティア活動、企業等事業継続を促進するための支援を行う必
要がある。
（４）災害対応・復興
○災害緊急対処機能及び制度
・大規模災害時に、災害対策本部、緊急災害対策本部を設置するととも
に、必要に応じて現地対策本部の設置や災害対応支援チームの派遣を
行って、迅速な災害対応を実施する必要がある。
・支援物資の調達・輸送・配送の仕組みや広域避難者の受け入れ態勢の
構築、ＩＣＴを活用した避難者の避難動向やライフライン・インフラ
の被害・復旧に関する情報共有を図る必要がある。
○被災者支援機能及び制度
・避難所運営、災害救助、要配慮者への支援などの被災者支援を的確に実
施する必要がある。そのため、災害救助法における救助範囲の見直し等
を図り、迅速な支援につなげる必要がある。

○被災者生活再建、復興支援機能及び制度
・被災者の生活再建のための支援や迅速な復興に向けた総合的な施策立
案を行うとともに、被災者生活再建のために、被災者生活再建支援制度
の支給対象の拡大を含めて、住まいと暮らしの再建に向けた支援を的
確に実施する必要がある。
（５）緊急時代替
○バックアップ機能及び制度
・首都直下地震等が首都圏で発生した場合に、迅速に応急対応、復旧等を
行うために、首都圏以外で支援する施設・機能等が必要である。

新たな復興及び防災・減災体制の役割について
現行組織
復興庁
◇総括・企画
◇被災者支援・健康・くらし
◇地震・津波被害からの復旧・復
興
◇福島・原子力災害復興

内閣府（防災担当）
◇総括担当
◇災害緊急事態対処担当
◇地方・訓練担当
◇調査・企画担当
◇防災計画担当
◇普及啓発・連携担当
◇被災者行政担当
◇事業推進担当

新たな復興及び防災・減災体制
東日本大震災復興
◇復興支援機能
◇原子力災害復興支援機能
（被災地）
◇現地復興支援機能

防災総合政策
◇総合調整機能
◇政策立案機能
◇災害の調査研究・普及・検証機

連携・育成
◇自治体支援機能
◇防災人材育成機能
◇普及啓発機能

災害対応・復興
◇災害緊急対処機能
◇被災者支援機能
◇被災者生活再建、復興支援機

緊急時代替
◇バックアップ機能

※現在の復興庁・内閣府（防災担当）の具体的な役割
復興庁
総括・企画
総括 調査・調整 企画 予算・会計 等
総合政策
被災者支援・健康・くら 被災者支援 住宅 医療福祉 産業振興 復興特区 等
し
地 震 ・ 津波 被 害 か ら インフラ構築 復興交付金・調整費
の復旧・復興
福島・原子力災害復 原子力災害復興 福島関連インフラ構築 等
興
岩手復興局 宮城復興局 福島復興局
内閣府（防災担当）
総括担当
中央防災会議の運営
内閣府（防災担当）の総括
災害緊急事態対処
緊急災害対策本部、非常災害対策本部の運営
担当
災害応急対策の実施（情報収集・集約、事態対処 等）
災害応急対応に関する企画
地方・訓練担当
各種訓練の企画、実施（訓練、地方連携、研修）
調査・企画担当
被害想定、各種行動計画の策定（海溝型地震対策、首都直下型地
震対策、津波対策、風水害対策、火山対策）
防災計画担当
防災基本計画の策定（防災基本計画、海溝型地震防災計画、首都
直下型地震防災計画）
地域防災計画の策定指導
普及啓発・連携担当
防災教育等の普及、啓発（教育・普及啓発、企業等事業継続）
ボランティア活動の推進（官民連携・ボランティア）
被災者行政担当
被災者行政に関する企画（災害救助、避難所）
要配慮者災害時要援護者への対応
事業推進担当
被災者生活再建支援制度、被害認定（防災拠点施設、復旧・復興）

（参考）我が国の災害と防災体制の変遷
1974 年 国土庁発足。防災局を設置
1974 年
1977 年
1982 年
1984 年
1994 年

長官官房災害対策室（定員 14 名）
防災企画課と震災対策課を新設
防災業務課を新設（３課体制）
防災局設置 防災調整課を新設（定員 34 名）
復興対策課設置（５課体制）

1995 年 阪神・淡路大震災の発生
初動体制を強化するため内閣に大規模災害に対応する緊急参集チーム
と危機管理センターを設置。

1998 年 内閣危機管理監の設置
緊急事態に対し、内閣として必要な措置について第一次的に官房各部
を指揮するとともに、自ら関係省庁を総合調整。

2001 年 内閣府防災の設置
国土庁防災局などが所管していた防災行政を内閣府に移管。
防災担当大臣を設置。

2011 年 東日本大震災の発生、復興庁の設置

2014 年 内閣府防災の職員増強
５参事官 59 人から８参事官(総括、防災計画、被災者行政担当、調
査・企画、普及啓発・連携、災害緊急事態対処、事業推進、地方・
訓練）92 人に増強

2020 年 復興庁廃止（予定）

６

南海トラフ地震など大規模災害への備えを
充実強化するための緊急提言

南海トラフ地震や首都直下地震については、今後 30 年以内に高い確率で発
生すると想定されるなど、大規模災害の切迫度がますます高まっている。
こうした中、令和元年５月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が
変更され、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、市町村においては、
地震発生後の 避 難 で は 間 に 合 わ な い 可 能 性 の あ る 要 配 慮 者 な ど に 避 難 を 促
すとともに、避難所を開設することが求められるようになった。このた
め、地方の財政的負担を軽減するよう国により十分な支援措置が講じられ
ることが必要である。併せて、南海トラフの東側又は西側で地震が発生す
る 「 半 割 れ ケ ー ス 」 に お い て、各機関が被災地域への応急対策活動を行うと
ともに、後発地震にも対応できるよう、早期に必要な体制を構築する必要が
ある。
大規模災害が発生すると広域で多数の負傷者が発生する一方で、医療機関
やインフラの被災等により、被 災 地 の 医 療 資 源 は 絶 対 的 に 不 足 す る と 見 込 ま
れており、こうした厳しい状況の中で一人でも多くの負傷者を救うために
は、被災地の医療救護体制の強化と被災地外からの支援体制の抜本的な強化
が必要である。国は、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」
において取り組む対策の一つに「救助・救急、医療活動などの災害対応力」
を掲げ予算措置をしているが、対象となる病院や設備等が限定されて い る 。
ま た 、 「 国 土 強 靱 化 年 次 計 画 2019」 で は 、 主 要 施 策 と し て 災 害 派 遣 医 療 チ
ーム（DMAT）の養成などが示されてはいるが、大規模災害の切迫度が高まっ
ている中、それらの取組を更に加速する必要がある。
以上のことから、大規模災害への備えを加速化させ、地域住民の尊い命を
守り、助かった命をつなぐための対策について一層の充実を図るため、下記
の事項について強く提言する。
記
１

南海トラフ地震臨時情報を活かし、住民の命を守るために、住民が正し
い理解のもと適切な行動が取れるよう、国においても地方と協力して丁寧
な 周 知 を 継 続 し て 行 う と とも に 、 地 方 自 治 体 が実 施 す る 啓 発 に 対 して 人
的・財政的な支援を行うこと。
また、事前避難等の防災対応を実施するにあたり、災害救助法の適用対
象を半割れケースにおける沿岸部以外にも拡充するなど、地方の財政負担
の一層の軽減を図ること。
併せて、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計
画」については、後発地震も想定したものとなるよう、地方の意見も反映
させながら早期の見直しを行うこと。

２

より負傷者に近い場所で医療救護活動が行えるよう、すべての病院を対
象として、耐震化や非常用電源設備、給水設備の整備のほか業務継続計画
（BCP）の策定などの災害対策を強化する取組に対する財政的支援を一層充
実・強化すること。
また、早急に被害想定などの定量的な分析を行い、それを踏まえて DMAT
などの医療支援チームを養成し、早期に大量かつ切れ目なく投入できる体
制を構築するなど、被災地外からの支援体制を国を挙げて強化すること。

７

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言

はじめに
東京電力福島第一原子力発電所事故から８年余りが経過したが、今な
お多くの住民が避難を続けており、早期の事態収束に向け、国や事業者
が一丸となって取り組む必要がある。
こうした中、全国に立地している原子力施設の安全確保が何よりも重
要な課題となっており、原子力規制委員会においては、新規制基準への
適合性審査を厳正かつ迅速に行うとともに、その結果について、地域住
民はもとより、国民全体に明確かつ責任ある説明を行うことが強く求め
られるところである。
また、原子力防災対策については、国が前面に立って継続的に充実強
化を図るとともに、地方公共団体が講じる対策について、必要な予算を
確保し、早急に支援体制の整備を図ることが必要である。特に、平成２
８年３月の原子力関係閣僚会議において決定された「原子力災害対策充
実に向けた考え方」の実施に当たっては、地方公共団体の意見を十分に
反映し、政府一丸となって対応する必要がある。
国民及び国土の安全確保のため、原子力施設の安全対策や防災対策の
強化を図り、事故は起こり得るものとの前提に立ち、あらゆる対策を講
じることが重要であり、現時点において、国が責任を持って早急に取り
組むべき事項について、次のとおり提言する。

Ⅰ

東京電力福島第一原子力発電所事故に係る対策について

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた取組が安全かつ着実に進
められることが被災地の復興の大前提であり、今なお、避難を続けて
いる国民が多数いることを重く受け止め、事態の早期収束・廃止措置
の早期完了に向け、国内外の英知を結集し、国が前面に立ち責任を持
って取り組むとともに、これら避難を続けている人々に対する適切な
支援や除染等の着実な実施、根拠のない風評に対する正確な情報の発
信等、各産業分野における風評の払拭、原子力災害の風化防止対策な
どについて、政府一丸となって取り組むこと。
また、廃止措置を進めるに当たっては、地震・津波対策を含めた設
備の信頼性向上、現場におけるリスク管理の徹底と各対策の重層化を

東京電力に強く求めるとともに、これらの取組に対する国の指導・監
督を徹底するなど、より一層の安全確保に努めること。
汚染水問題については、原子炉建屋等への地下水流入抑制対策や海
への流出防止対策など、引き続き予防的・重層的な対策を講じるとと
もに、建屋への雨水流入抑制対策に取り組むなど、汚染水を増やさな
いための対策を強化するよう東京電力を指導し、確実に結果を出すこ
と。
また、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）等の処理水の取扱いについては､
環境や風評への影響などを十分議論の上、国民に丁寧に説明しながら
慎重に検討を進めること。
使用済燃料の取り出しに向けた原子炉建屋の解体、がれき撤去など
の放射性物質が飛散する可能性がある作業や雑固体廃棄物焼却設備の
運用等においては、飛散防止対策と放射線モニタリングを徹底して行
うよう指導するとともに、国としてもしっかりと監視すること。
今後長きにわたる廃止措置作業を支える作業員や現場を管理できる
人材の計画的な確保・育成や雇用の適正化、作業環境の改善、労働災
害の防止対策等が確実に行われ、作業員が安定的に安心して働くこと
ができる環境の整備等を東京電力に求めるとともに国も主体的に取り
組むこと。
また、廃止措置に向けて高度な技術が必要となることから、能力・
資質に富む研究者や技術者の計画的な確保・育成に取り組むこと。
迅速かつ正確な通報・連絡、情報公開の徹底はもとより、廃止措置
に向けた取組状況等について、国民に対して分かりやすく丁寧な説明
を行うよう、東京電力を指導・監督するとともに国も主体的に取り組
むこと。

Ⅱ

原子力施設の安全対策について

１ 原子力安全規制体制の強化について
(１) 福島第一原子力発電所事故の総括と新たな知見の反映について
福島第一原子力発電所の事故の原因や対応を徹底的に究明し、
そこから得られた教訓や新たな知見等を総括した上で、国民に明
確に説明すること。
加えて、原子力施設の安全性向上のため、国内外における最新
の知見を収集し、関係機関や学会、専門家等の意見を聴きながら

幅広い議論を行い、手続きを明確にした上で、新規制基準や法制
度を絶えず見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強
化に不断に取り組むこと。
なお、新たな規制要求を行う際には、国民及び関係地方公共団
体に分かりやすく説明すること。
原子力規制上の安全目標については、その目標設定の考え方や
意味、新規制基準との関係などを明らかにし、国民に分かりやす
く説明するとともに、継続的に検討を行うこと。
(２) 実効性のある安全規制の実施について
真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕帯の
評価を含む原子力施設の安全審査に当たっては、その審査方法を
明確にした上で、新規制基準を厳格に適用するとともに、幅広い
分野の専門家の意見やこれまでに蓄積されたデータなど科学的・
技術的知見に基づき公平・公正な結論を導き出すこと。
特に、敷地内破砕帯等の評価については、評価基準を明確にす
るとともに、国として構造地質学や地震研究など幅広い分野の専
門家による体制を整備し、責任を持って速やかに対応すること。
また、東日本大震災等の巨大地震や大津波により大きな影響を受
けた原子力発電所については、施設の健全性を考慮した審査を行
うこと。
運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりやすく
説明するとともに、事業者が行う安全対策に対し指導・監督を強
化すること。
また、原子炉圧力容器の照射脆化の研究を始めとした高経年化
対策に関する技術情報基盤の整備や安全研究の一層の推進を図
り、最新の知見に基づく不断の検討を重ね、高経年化原子炉の安
全確保に万全を期すこと。
さらに、原子炉の廃止措置が安全かつ着実に進められるよう、
原子炉本体の解体技術などの高度化に努めるとともに、廃止措置
計画を厳正に審査し、廃止措置の工程や周辺環境への影響等の審
査結果について、住民及び地方公共団体に丁寧な説明を行うこ
と。

廃止措置の実施に当たっては、高速炉も含め安全確保に万全を
期すとともに、検査等の結果について住民及び地方公共団体に丁
寧な説明を行うこと。
(３) 事業者に対する指導・監督の強化について
安全確保の第一義的な責任を有する事業者に対し、最低限の規
制要求事項を満たすだけでなく、事業者が行う安全性向上の評価
を含め、更なる安全性の向上と安全文化の醸成に向けた自主的か
つ継続的な取組を行うよう一層促すとともに、徹底した情報公開
など指導・監督を強化すること。
長期間停止した原子力発電所の再稼働に当たっては、関係事業
者等も含めて安全管理体制の一層の指導監督に努めるとともに、
使用前検査において厳正な根拠確認及び立会確認を行うこと。
また、研究開発施設等においても、放射性物質の管理、取扱い
の厳格化など安全管理体制について、厳正な指導・監督を行うこ
と。
(４) 原子力規制委員会の機能の確保について
原子力規制委員会は、様々な指摘や提言を踏まえ、引き続き高
い独立性や専門性、徹底した情報公開による透明性などの確保に
努めるとともに、地方公共団体等の幅広い意見に真摯に耳を傾
け、真に国民の理解と信頼が得られる組織とすること。
特に、「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒め
る」という委員会の組織理念を達成するため、関係省庁、関係地
方公共団体、関係団体等との意思疎通を図るとともに、外部評価
機関の新設など、組織の健全性や信頼性を評価、改善出来る仕組
みを構築すること。
また、新規制基準への適合性審査について、設備運用に係るソ
フト面の規制を含め、厳正かつ迅速に行えるよう審査体制の拡
充・強化を図るとともに、既に適合性審査申請がなされている原
子力発電所について、審査の長期化は住民の不安につながること
から、審査手順の改善等を図るとともに、安全性の確保のため施
設と地震・津波に関する審査を遅滞なく着実に実施すること。
さらに、現在進めている検査制度の見直しを含め、現場を重視
した実効性ある安全規制を進めるとともに、事故制圧・防災体制

を一層強化するため、現地の規制事務所の人員体制を抜本的に充
実強化すること。

２

国民理解に向けた取組及び地方公共団体への説明責任について
原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等につい
ては、関係地方公共団体の要望を踏まえ、原子力規制委員会の然る
べき責任のある立場の者が、具体的な手順等を明示した上で自ら主
体的に説明することに加え、その内容について分かりやすく公表
し、問合せ窓口を設置することなどにより、国民及び地方公共団体
の理解促進に努めること。
特に、新規制基準において、猶予期間が設けられた対策について
は、その理由を明確に説明すること。
原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会が責任を持
って、新規制基準への適合性審査の結果に加え、万一の事故や原子
力災害に係る国の対策の状況、さらには事業者の運営能力の確認な
ど、総合的な観点から判断するとともに、安全性を判断した理由に
ついて国民及び地方公共団体に対し、明確かつ丁寧な説明を行うこ
と。
また、原子力発電所の再稼働及び４０年を超える運転延長につい
ては、具体的な手続きを明確にした上で、安全性の確認だけでなく
エネルギー政策上の重要性や必要性等を十分に考慮し、国が一体と
なって責任を持った判断をするとともに、その経緯や結果について
国政を預かる立場の者が、国民及び地方公共団体に十分に説明し、
理解を得るよう、国として主体的に取り組むこと。
なお、説明に要する費用は国が負担すること。
事故が起きた場合には、国は、被災者への賠償を含め、責任を持
って対処すること。
さらに、原子力施設における事故やトラブルの情報については、
国が国民及び地方公共団体に対する説明責任を十分に果たすこと。

３ バックエンド対策について
(１) 使用済燃料対策について

使用済燃料対策については、電力を消費する国民全体の問題で
あるという認識に立ち、その早期解決に向け、使用済燃料対策推
進協議会において、アクションプランに基づき、国がさらに関与
を強め責任を持って事業者の実行を促すなど、高速炉も含め具体
的な進展が図られるよう国が主体となって着実に進めていくとと
もに、使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であること
を明確にした上で、乾式貯蔵などの安全性も含め国民に分かりや
すく説明すること。また、核燃料サイクル施策との密接な連携な
ど、中長期的な課題への対応についても検討を進めること。
(２) 高レベル放射性廃棄物等の処理処分について
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から１９
年が経過したが、未だ文献調査すら行われていない状況にあるこ
とから、最終処分地の選定については、全国知事会とも協議しな
がら、国が前面に立ち国民理解を得た上で、誠実かつ慎重に行う
こと。
特に、現在保管されている高レベル放射性廃棄物の一時貯蔵管
理の期限も踏まえ、地層処分に関して丁寧な説明を行うととも
に、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推進及びその
情報発信など、国民の理解促進に向けた取組を加速させること。
(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について
原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する
低レベル放射性廃棄物についても早期に最終処分を行うため、国
が、規制基準の整備を速やかに行い、国民の理解促進に努めるな
ど、事業者の取組が加速されるよう積極的に取り組むこと。
４

原子力安全に関する人材の育成と研究開発の推進について
原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念が生じ
ていることから、国が、中長期的な視点で、原子力分野の人材育成
等に取り組むこと。
特に、試験研究炉等の研究開発施設について、人材育成や研究開
発のための基盤整備に向けた長期的な方針を具体的に示すととも
に、高経年化対策をはじめとする安全対策や廃止措置、放射性廃棄
物の処理処分などを含めた予算・人材の十分な確保を図ること。

また、地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要な研
究開発予算を十分に確保し、その促進を図ること。

Ⅲ

原子力防災対策について
１ 原子力防災体制の強化について
(１) 原子力災害対策指針について
原子力災害対策指針については、最新の知見や国内外の状況等
を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、改定の際には
事前に地方公共団体等に説明し、聴取した意見を適切に反映して
いくこと。
福島第一原子力発電所の事故で３０㎞以遠にも被害が及んだこ
とも踏まえ、ＵＰＺ外の地方公共団体でも緊急時の円滑な防護対
策を可能とするため、事前の対策について改めて検討を行うこ
と。
また、原子力災害対策指針の防護措置について、避難や屋内退
避の有効性などの考え方を、国民に対し、放射線による被ばくの
影響を含め、科学的根拠に基づき丁寧に分かりやすく説明するこ
と。
(２) 原子力防災体制について
地方公共団体の意見を踏まえ、複合災害や過酷事故を想定し、
原子力防災体制を充実させるとともに、災害対策における地方公
共団体の役割の重要性に鑑み、地方公共団体と国、事業者との緊
密な連携協力体制の整備に向け、法整備を含めて国が主体的かつ
速やかに対応すること。
防災業務関係者の安全確保のため、現在放射線防護に係る基準
が定められていない緊急時の防災業務関係者について、基準を速
やかに法令で定めること。
重大事故に備え、自衛隊などの実動組織の支援内容、現地にお
ける指揮命令系統や必要な資機材の整備等について、「実動部隊
の協力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、引き続き具体
的な検討を進め、必要な対策を講じること。
また、迅速な対応が図られるよう原子力発電所外においても被
ばくに関する規制を設けるなど、法制度の見直しや、オンサイト

対策及びオフサイト対策に必要な特殊部隊の創設などを検討する
こと。
さらに、事故発生時における原子力施設の安全確保のため、意
思決定や指揮命令系統などに関する法整備など、国の体制整備に
取り組むこと。
原子力緊急事態支援組織について、全国の発電所において実践
的訓練を実施させるなど、国が継続的な検証を指導するととも
に、原子力災害対応資機材の技術開発を支援すること。
加えて 、オフサイトセンターについて、国が設置や運営の主体
となることを明確にするとともに、実用発電用原子炉以外の原子
力施設に係る要件を定め、速やかにガイドラインに準拠した整備
を行うこと。さらに、機能班に配属される各職員の役割を明確に
すること。
また、地方公共団体職員やバス事業者等民間事業者への原子力
防災研修について国の責任において実施するとともにその内容を
充実すること。さらに、関係地方公共団体が実施する原子力防災
訓練をより実効性のあるものとするため、オフサイトセンターへ
の関係要員の派遣など、地域からの支援要請に積極的に対応する
こと。また、事故の際に円滑に対応できるよう、原子力災害現地
対策本部長を含め関係要員は、平時から現地の状況確認に努める
こと。
なお、避難行動要支援者の避難のあり方など省庁横断的に進め
る必要がある対策については、地域原子力防災協議会において、
各地域の取組状況を把握し、国として地域の実情に応じた適切な
防災体制の確立を支援すること。
(３) 航空機落下及びテロの未然防止に関する事項
航空機落下のリスク低減のため、原子力施設周辺上空の飛行禁
止及び飛行禁止区域周辺の航空機の飛行に係る最低安全高度の設
定について、法制化を図ること。
また、原子力施設に対するテロの未然防止のため、国内のみな
らず国際的な連携も強化し、情報収集や国際協力に努めること。
さらに、武力攻撃等の緊急事態への対処処置について、自衛
隊、海上保安庁、警察、消防、地方公共団体、事業者等の関係機

関が連携し、実効性のある対策が迅速に講じられるよう、平時か
ら緊急時に備えた体制を構築すること。

２ 具体的な原子力防災対策について
(１) 避難対策について
屋内退避の期間や、屋内退避指示の解除に係る考え方、耐震性
を備えた屋内退避施設の整備や家屋が倒壊した場合の対応などに
ついて、原子力災害対策指針や各種防災関係マニュアルに反映
し、関係地方公共団体に対し、速やかに示すこと。なお、作成に
当たっては、関係地方公共団体の意見を十分に聴き反映させるこ
と。
避難のための道路や港湾等のインフラ、公共施設等について、
関係地方公共団体の意見を聴きつつ、国が主体となって早急に整
備を進めること。また、原子力災害時避難円滑化モデル実証事業
の充実及び避難路の整備に関する事業の制度化を図り、安全かつ
迅速な避難のための交通基盤整備を促進すること。
併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主体的
に関係地方公共団体や運輸事業者等と調整を行い、避難先・具体
的な避難手段の確保およびその要請の仕組みを構築すること。ま
た、広域的な交通管制についても国が責任を持って警察や道路管
理者等と調整を行うこと。さらに、避難先への迅速な人的支援
や、避難受入に必要となる資機材等の具体的な整備基準の策定、
国による大規模備蓄施設の整備など、物的支援ができる体制に加
え、避難の長期化も想定した、みなし仮設住宅などの住宅確保の
体制を構築すること。
特に、避難行動要支援者の避難に当たっては、地域原子力防災
協議会における検討も踏まえながら、必要な車両や資機材、医療
従事者等の確保、自衛隊等による迅速な搬送体制の整備、避難先
となる病院や社会福祉施設等の確保などに係るマニュアル等を整
備するとともに、国として避難行動要支援者が迅速かつ安全に避
難できる支援体制を確立すること。屋内退避を前提とした病院や
社会福祉施設等の放射線防護対策については、今後の進め方など
基本的な考え方を示すこと。

ＵＰＺ外の社会福祉施設等において、ＵＰＺ内施設の利用者を
避難先として受け入れる場合は、定員超過での受け入れや費用負
担の特例に係る必要な措置を講じること。
民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協
力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原
子力災害に対応する際の被ばく線量限度の法制化など、引き続き
具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確保につ
いて、関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立すること。特
に、高速道路と国直轄管理道路の管理者間の連携や体制の強化に
ついて、国土交通省が設置する冬期道路交通確保対策検討委員会
の検討結果を踏まえ、地域原子力防災協議会において、必要な検
討を行うこと。
離島・半島、山間地については、自然災害等による集落の孤立
化が想定されるため、必要とされる放射線防護施設の確保や実動
組織による確実な支援体制など、関係省庁の連携のもと、具体的
な対策を確立すること。
さらに、避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時検査
及び除染について、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、
その方法や実施場所選定に係る基準、人員体制、資機材の配備、
汚染水処理などの運営方法等を整え、国の責任において災害時に
確実に機能する体制を構築すること。
また、検査及び除染に必要な資機材を各立地地域等に整備し、
国が災害時に地方公共団体を支援するための体制を整備するこ
と。
併せて、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放射線
等に関する知識の普及啓発を行うこと。
避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには放射
性物質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計
算も含めた情報提供の在り方」を検討する国の分科会において、
引き続き関係地方公共団体の意見を十分聴いた上で、具体的な検
討を進め、必要な対策を講じること。
原子力災害時において円滑な住民避難を行うため、国は、発電
所の状況や避難情報、交通規制など関係機関等がそれぞれ提供す
る情報を集約したポータルサイトを立ち上げるとともに、アクセ

ス輻輳による閲覧障害が生じないよう十分な能力のサーバを設置
するなど、住民へ的確に情報が伝わるよう必要な対策を講じるこ
と。
(２) 放射線モニタリング体制について
原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範
囲、測定地点の設定間隔等について、専門家を交えた議論の場に
おいてモニタリングに関する指針を継続的に見直すとともに、関
係地方公共団体に丁寧かつ速やかに説明すること。特に、平常時
モニタリングについては、関係地方公共団体が事業者等との協定
などに基づき実施している経緯を尊重し、国が指針等を見直す場
合や測定結果を独自に利用する場合は、事前に理由を示し、関係
地方公共団体の理解を十分得た上で進めること。
緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施
するためにも極めて重要であることから、国は、事前に関係地方
公共団体の理解を得た上で、地方公共団体や事業者等における実
施内容や役割分担、広域化・長期化に対応するための具体的な動
員計画や放射性ヨウ素等の大気中放射性物質の測定体制等を速や
かに示し、緊急時モニタリング計画の策定及び改正を支援するこ
と。
その上で、地域の実情に応じて、被災したモニタリングステー
ションの復旧やモニタリング指針の策定・改訂等に伴う追加機材
も含めて、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、地
方公共団体の新たな負担にならないよう交付金の総額及び限度額
の増額や、別枠を設けるなど、適切かつ柔軟な財政支援を行うこ
と。
また、平常時から緊急時までのより一体的なモニタリング体制
の整備が可能となるよう、関係交付金の統合等を図ること。
さらに、上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に複
数名配置するとともに、資機材を早急に整備するなど、災害発生
時において緊急時モニタリングセンターが確実に機能する仕組を
構築すること。
ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、国の責任において地
域の実情に応じて国による機動的なモニタリングの実施体制を確
保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリングポストを増

設するなど、放射線の状況を確実に把握できる体制を構築するこ
と。
また、緊急時のモニタリング結果については、国が責任をもっ
て住民に速やかに分かりやすくかつ丁寧に公表すること。
さらに、海域や空域等の広域モニタリングの実施体制等を明確
に示すとともに、海洋での放射性物質の拡散予測システムの一層
の研究開発に努めること。

３

原子力災害医療について
原子力災害医療体制の整備に当たり、「救護所等で行うスクリー
ニング」と「避難退域時検査」の目的・役割・人員体制等を明確に
した上で、被ばく傷病者の搬送体制を含め、緊急時に国、地方公共
団体、事業者、医療機関等が連携して適切に対応できるよう、必要
な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを早急に作成すること。
原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指揮命令
系統の確立や被災地方公共団体へのチーム派遣の意思決定、被災地
方公共団体への個別・具体的な支援等について、被害や影響の大き
さ等を考慮し、国も責任を持って主体的に取り組むこと。
安定ヨウ素剤の事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医師の
確保・育成や説明資料の作成等について、国の責任において十分な
支援を行うほか、医療用医薬品としての位置付けや説明会における
医師の関与について見直すなど、住民や地方公共団体の負担を軽減
すること。
また、配布を円滑に行うため、国の責任において、学校等の健康
診断時に服用の可否を把握する体制を整えること。
安定ヨウ素剤の配布後も、地方公共団体において薬剤の更新業務
が継続的に発生するため、住民や地方公共団体の負担が軽減される
よう、原子力規制委員会が今年７月に改正した原子力災害対策指針
において定められた薬局を活用した配布方式の早期導入に向けた環
境整備を早急に行うほか、対象者の状況に応じた医師問診の省略や
郵送による配布など更なる手続きの簡略化を図ること。
また、転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった薬剤につ
いては、配布地方公共団体の回収努力にも限界があるため、本人ま

たは家族によって廃棄処分できるよう手続きの簡略化を図るなど、
国において実効性のある方法を示すこと。
併せて、丸剤の使用期限の延長に合わせたゼリー剤の使用期限の
延長及びこれらの薬剤の使用期限の更なる延長について、早急に製
薬業者を指導・支援するなど、実現に向け関係省庁が責任を持って
対応すること。
安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備に当たり、事前配布する住民
の範囲については、地方公共団体の判断を尊重し、ＰＡＺの内外に
かかわらず必要な支援を行うことを原子力災害対策指針に明記する
こと。
また、備蓄する区域についても、地方公共団体の判断を尊重し、
ＵＰＺの内外にかかわらず必要な支援を行うこと。
原子力災害発生時の配布について、住民が適時・適切に安定ヨウ
素剤を服用できるよう、地方公共団体の事情を十分に聴取の上、Ｐ
ＡＺ外の取扱いや丸剤の服用が困難な者への対応を含め具体的な方
法を明らかにし、早急にマニュアルを充実するとともに、既存のゼ
リー剤の増産や、３歳以上の服用量に合わせたゼリー剤の製造に積
極的かつ早急に取り組むこと。
また、事業者や自衛隊等による配布に係る人員確保の体制を整備
すること。
安定ヨウ素剤の服用に係る住民不安や過度な混乱を防ぐため、原
子力規制委員会による服用の判断根拠を示すとともに、薬剤に関す
る正しい知識の啓発を行い、国において服用可否や副作用など医学
的な相談に対応する窓口を運営すること。また、副作用や誤飲等に
よる事故が発生した際に簡易な手続きで補償を受けることが可能な
制度を創設すること。
原子力施設における事故が発生した後の住民の被ばく評価を含め
た健康管理について、統一的な基準に基づくマニュアルを早急に作
成すること。
４

適切な財政措置等について
原子力防災体制の見直しにより、地方公共団体が実施する防災対
策の範囲が大きく広がっており、それに伴い発生する資機材や備蓄
品の配備、道路や港湾等のインフラやシステムの整備、防災関係マ
ニュアル等の作成、人員の増員等に係る必要経費など、地方公共団
体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策

に要する経費については、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、新
たな負担とならないようＵＰＺ内の地域はもとよりＵＰＺ外の地域
における対策に要する経費を含め適切な財政措置及び人的支援を行
うこと。
原子力発電所の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮
し、地方公共団体が必要と判断した防護対策については、ＵＰＺの
内外にかかわらず、必要な財源措置をすること。
特に、官公庁等の原子力防災関連施設や一時退避所、病院、福祉
施設等の放射線防護対策の強化や万が一行政機能を移転せざるを得
ない場合の移転先における必要な資機材整備など、適切な防災対策
が講じられるよう、予算を確保すること。また、それらの施設の維
持管理等に係る経費についてもフィルターの劣化管理など整備した
設備の維持管理基準を明確にした上で、対象範囲の拡大などを行
い、適切な財政措置を行うとともに、放射線防護対策については、
気密性の確保など放射線防護対策に係る科学的根拠を示すこと。
原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子力災
害医療派遣チームの保有など医療機関の負担増なども踏まえ、関係
医療機関等の協力が得られるよう、平常時からの体制整備につい
て、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の弾力的運用や別枠を
設けることなどを含め、必要な財政支援措置を早急に講じること。
併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長期的
な視点での人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を強化する
こと。
また、広域避難体制を整備するために、ＵＰＺ外における避難先
の確保や避難所としての設備の整備、運営及び備蓄品の確保に必要
な予算枠の確保を図ること。
さらには、現在、複数の原子炉の廃止措置が決定されているとこ
ろであるが、その完了には、今後、数十年の長い期間を要すること
から、防災対策等に係る財源を確保するため、電源三法交付金につ
いては、原子力発電施設の撤去完了までを見据えた制度の充実を図
ること。
また、福島第一原子力発電所事故の賠償の実施状況などを踏ま
え、原子力損害賠償制度における国の責任の在り方等を明確にする
ため、当該制度について法改正も含めた見直しをできるだけ早期に
行うこと。

８ 健康立国の実現に向けて
－持続可能な社会保障制度の構築に向けた特別決議－
社会保障制度の持続可能性そのものが課題となる中、QOL の向上を図りつつ社会保障に
係る負担を軽減し、あわせて社会保障制度を「支える力」を強くする施策の強力な推進が必
要であることから、全国知事会は、
「行動する知事会」として平成 30 年 7 月に「健康立国宣
言」を決議しました。
その後、この「健康立国宣言」に基づき、
「持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議」
における議論を行う一方、21 のワーキングチーム（WT）を立ち上げて先進・優良事例の横
展開を図る取組をスタートさせた結果、現在、全 47 都道府県で合計 369 の取組が新規もし
くは拡充して実施されています。こうした、これまでの取組と 21WT による提言を、本年
４月に「「健康立国」の実現に向けて」として取りまとめたところです。
それ以降も、取組の更なる加速化を図るため、「持続可能な社会保障制度の構築に向けた
会議」において有識者からアドバイスを頂いて各 WT の提言や取組を深化させるとともに、
WT の参加都道府県数の増加を図るべく取り組んできました。その結果、参加都道府県数は
延べ 589 都道府県（3 月末時点）から延べ 818 都道府県（7 月 10 日時点）に増加するとと
もに、全 21WT に参加する都道府県数も７県から 26 府県に増加しています。また、国と地
方の政策形成の基盤を構築し取組の実効性の向上を図るため、国と地方が方向性を共有し一
体となって連携して取り組めるよう、「持続可能な社会保障制度の構築に向けた国と地方の
意見交換会」を設置して議論を展開しているところです。
こうした先進・優良事例の更なる横展開を図り、もって QOL の向上を図りつつ持続可能
な社会保障制度の構築に向けた取組を更に進めるため、下記のとおり３つの視点から国に対
して提言します。また、医師確保対策については、別にとりまとめた「医師確保対策に関す
る緊急提言」のとおり併せて国に対して提言します。
記
１．健康的な日常生活を送るステージにおいては、心身の状態は健康と病気の間で連続的に
変化するものと捉える「未病」の考え方も取り入れつつ、疾病リスク要因を持つ層への「ハ
イリスクアプローチ」に加え、若い世代や無関心層等住民全体を対象とした「ポピュレー
ションアプローチ」が重要です。また、住民の行動変容につなげていくためには、健康経
営の推進をはじめ、官民連携のもと幅広い関係者が連携して多面的にアプローチしていく
ことが必要です。このため、国に対して次の点を提言します。
（1）国をあげての周知・啓発等について
・幅広い年代、特に若い世代や無関心層に対し、エビデンスやナッジ理論を活用した効
果的な周知啓発を国をあげて強化すること。
・40 歳代に対する特定健診・がん検診の受診促進に向けた周知啓発を国をあげて強化す
ること。
（2）人材の確保等について
・受診勧奨・保健指導を担う保健師等の専門職員の人材確保と、保健指導力向上のため

の研修実施や講師派遣に対する支援を強化すること。
・各医療保険者が幅広く健康づくりの取組を実施できるよう、国民健康保険と被用者保
険を区別せず、全医療保険者への財政的な支援等を拡充すること。
・ヘルスケア産業の育成を支援するなど民間委託の推進を後押しすること。
（3）介護予防・フレイル対策について
・高齢者の社会参加・就労は、介護予防・フレイル対策にも有効であることから、その
ためのマッチング機能等を担う人材の確保・育成、活動支援に対する財源を確保する
こと。
（4）効果の算出方法の考案と可視化について
・国をあげての調査・分析等を通じ、健康づくりの取組の QOL への寄与度や医療費抑
制効果などについて、全国共通の算出方法を考案し、取組の効果を可視化すること。
２．医学的管理等を必要とするステージ及び回復期から療養するステージにおいては、限り
ある医療資源を集中配置する拠点と、かかりつけ医の普及など、日常的な医療へのアクセ
ス点を地域ごとに確保する「集中と分散」を進める必要があります。そのためには、以下
の点が重要となります。
①「地域医療構想」を着実に実現するとともに、
「病院完結型」から「地域完結型」医
療へ移行することによって、「地域包括ケアシステム」を構築すること。
②ICT の活用等によって医療・介護の連携強化を図ること。
また、これらの取組を進めるに当たっては、医療・介護に限らず、日常生活や住まいを
含めたまちづくりの視点を持って一体的に検討する必要があります。このため、国に対し
て次の点を提言します。
（1）地域医療構想の実現に向けて
・病床機能報告の内容の改善や精度の向上を図るとともに、定量的基準による分析につ
いて必要な技術的支援を実施すること。
・最新のデータに基づく病床の４つの機能別、主要疾患別の入院患者流出入等の必要な
情報を提供すること。
・地域医療介護総合確保基金（医療分）については、現在、病床機能分化のための施設
整備、在宅医療、人材確保という３つの事業区分間での流用は認められていない。し
かしながら、地域医療構想の実現に向けては、在宅医療の充実が必要であり、そのた
めには医療人材が必要というように、事業区分間の連動が求められる。そして、その
連動の態様は時々によって、また地域によって異なることから、事業区分間の流用を
可能とするなど、柔軟な活用ができるよう見直すこと。さらに、より適切な配分方針
を検討するとともに、必要な予算額を確保すること。
・病床のダウンサイジングや医療従事者の確保への財政的支援の拡充など医療機関の自
主的な取組を促すための方策を示すこと。
・公立病院の再編・統合には、地域住民や関係団体との調整に時間を要するとともに財
政負担も生じることから、現在実施されている公立病院の再編・ネットワーク化に向
けた地方交付税による財政的な支援の延長や対象の拡充を図ること。
（2）医療・介護の連携推進に向けて
（在宅医療・介護を担う人材の確保等）

・在宅医療に従事することができる総合診療専門医の人材確保を支援すること。
・医師少数区域での勤務にインセンティブが働く効果的な方策の検討や導入を推進する
こと。
・在宅診療医師の負担軽減に向けて複数の医療機関が連携したグループ診療を推進する
必要があることから、同診療に係る診療報酬の充実などを図ること。
・中山間地域や離島地域等の不採算地域において適切な医療・介護を提供するため、診
療報酬の加算等による総合的な対応策を検討すること。
・労働者派遣法上認められていないへき地への医師以外の医療関係職種の派遣について、
弾力的な運用を図ること。
（ICT を活用した医療・介護の連携）
・情報連携システムネットワークについて、運営費が高額なことが普及の支障になって
いることから、運営費について地域医療介護総合確保基金及び地域支援事業交付金の
メニューへ追加すること。また、ICT の活用・連携推進について診療報酬・介護報酬
の充実を図ること。
（連携強化に向けた研修の実施等）
・在宅医療と介護の連携強化に向けた研修の充実や、訪問看護師などの人材確保に関す
る支援を拡充するとともに、年間を通じて計画的な事業実施が可能となるよう地域医
療介護総合確保基金の早期内示を図ること。
３．社会保障制度を支える力の強化に向けて重要な取組の一つである少子化問題の克服につ
いては、その背景・要因は幅広く、地域の実情や家族形態などにより必要な支援や効果的
な支援は異なることから、多様な支援からなるパッケージで取り組むことが重要です。そ
の際、子どもを生み育てることに対するステージごとの様々な不安を緩和・解消すること
が重要であり、そのためには、個人や家族、世帯のみならず職場など社会の理解も不可欠
です。そこで、国に対して次の点を提言します。
（1）働き方改革の推進について
・長時間労働の是正を図るとともに、時間単位年次有給休暇やテレワークの導入促進な
ど、仕事と子育ての両立支援等に向けた働き方改革の推進を図ること。
・中小・小規模事業者に対し、その職場環境づくりについて、設備投資も含めた支援を
拡充すること。また、各種支援施策に係る事務手続きの簡素化を図ること。
（2）子育てしやすい環境づくりと社会全体での子どもを育てる機運の醸成について
・企業や地域がより積極的に子育て支援に取り組むようなインセンティブが働く仕組み
作りなど、社会全体で子どもを育てる機運の醸成を加速すること。
・幼児教育・保育無償化に伴う保育ニーズの増加を見据え、幼児教育・保育の量を確保
するとともに、更なる質の向上を加速すること。
（3）少子化対策関連予算について
・子ども・子育て支援を「未来への投資」と位置付け、少子化対策関連予算の拡充を図
ること。
・地域少子化対策重点推進交付金の拡充と、運用の弾力化を行うこと。また、継続して
交付金を最大限活用できるよう、「ステップアップ要件」の考え方を明示すること。

健康立国の実現に向けて

令和元年７月２３日
全 国 知 事 会
「健康立国宣言」とりまとめの背景
○少子化による現役世代の減少。2025年には団塊の世代が全て後期高齢者に。
生産年齢人口（15～64歳）の割合は、2040年頃には世界の主要国の中で最低水準に（図表１、赤実線）。
一方、20～74歳を生産年齢人口と捉えると（同、赤点線）、主要国上位に。
○医療費は50代を過ぎて急速に増加しており、今後高齢化が見込まれる我が国においては、さらなる医療費の
増大が見込まれる（図表２）。
○医療・介護給付費は、2018年度に対し、2025年度に約1.3倍に、2040年度には約1.9倍にも増大するとの
試算もある（図表３）。
（図表１）生産年齢人口の推移

（図表２）年齢階級別一人当たり医療費（年額）

（図表３）医療・介護給付費の見通し
兆円
（対GDP比）

93.8(11.9%)

63.1( 9.8%)
49.9( 8.8%)
介
護

医
療

（出典）厚生労働省「Ｈ27年度 医療保険に関する基礎資料」より作成

14.6( 2.3%)

10.7( 1.9%)
48.5( 7.5%)

69.2( 8.8%)

2025年度

2040年度

39.2( 7.0%)
2018年度

（出典）埼玉県資料より作成

24.6( 3.1%)

（出典）厚生労働省資料より作成。
注：2025年、2040年の「医療」の値については、2つの仮定の平均値。

○社会保障制度の持続可能性そのものが課題となる中、QOLの向上を図りつつ社会保障に係る負担を軽減し、
あわせて社会保障制度を「支える力」を強くする施策の強力な推進が必要。

全国知事会では、「行動する知事会」として、平成30年7月に「健康立国宣言」を決議。
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「健康立国」実現に向けたこれまでの取組①

○全国知事会では、「健康立国宣言」に基づき、
①「持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議」における議論と
②先進・優良事例の横展開の取組をスタート。

成果①

社会保障改革における取組の方向性を確認

「健康立国」の実現に向けて（４月３日全国知事会とりまとめ）にお
いて
・健康的な日常生活を送るステージ、医学管理等が必要なステージ、
回復期ステージといったステージごとのきめ細かな対策の必要性を
確認。併せて、支える力の強化も含めパッケージとした施策の展開
が必要であることを確認
・国と地方が方向性をしっかりと共有し、信頼関係を保ち、それぞれ
の適切な役割分担のもとで連携して取り組む体制を構築するなど、
国・地方が一体となって取組を進めていくべきことを確認

①持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
○社会保障制度等に造詣の深い有識者を招き、
持続可能な社会保障制度の構築に向けて幅広い
視点から検討・議論（平成30年８月から、
全7回延べ14人の有識者を招いた）

②先進・優良事例の横展開の取組

成果②

着実な横展開がスタート

○地方においては、それぞれの地域の実情を踏まえて、工夫を
凝らした取組を実施

■先進・優良事例を参考に、
全47都道府県が令和元年度から取組を新規・拡充

○全21ワーキングチーム（WT）を立ち上げ、横展開を進めると
ともに、お互いにアドバイスなどを行い合いながら取組を深化

横展開の進捗度(21WT合計)
■21WTでの合計では、
16
・新規・拡充 369取組
・将来的に検討・既に実施
しているを含めると573取組

健康づくり分野 ５WT
地域包括ケアシステム分野 ９WT
次世代育成支援・女性活躍促進分野
その他 １WT

６WT

123
既に実施

「健康立国」の実現に向けて
（４月３日全国知事会とりまとめ）時点

○WTでは、取組を進めるにあたっての重要なポイントや視点を
「主な取組のポイント」として整理。これに基づき、横展開の
進捗を確認

WTの横展開の成果の事例は、
P.26を参照

将来的に
検討
81

新規・拡充
369
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「健康立国」実現に向けたこれまでの取組②

取組の更なる加速化を図るため…
深化

拡張

有識者との連携強化
○「持続可能な社会保障制度の構築に向け
た会議」を、WTによる横展開の３分野
ごと（※）に開催し（全３回）、WTの取組
について有識者からアドバイスを得る。
⇒アドバイスを踏まえ、
各WTの提言や取組を深化
（※）「健康づくり分野」「地域包括ケアシステ
ム分野」「次世代育成支援・女性活躍促進分野」

（H31.4～）

実効性の向上

WT参加都道府県の増加
○参加都道府県の延べ数
延べ589都道府県（59.7%）
⇒延べ818都道府県（82.9%）に増加
○全21WTに参加する都道府県の数
７県（14.9%）⇒26府県（55.3%）
に増加
21WTに参加する都道府県数（延べ数）

818
589

◆これまでにアドバイスを頂いた有識者の方

229都道府県の増加
（23.2%上昇）

健康づくり分野
・津下一代 あいち健康の森健康科学総合センター長
・岡村智教 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学
教授

全21WTに参加する都道府県数

地域包括ケアシステム分野
・辻哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授
・松田晋哉 産業医科大学医学部教授
次世代育成支援・女性活躍促進分野
・山重慎二 一橋大学大学院経済学研究科教授
・松田茂樹 中京大学現代社会学部教授

26
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○

国との連携体制の構築

○国と地方が方向性を共有し、一体となっ
て連携して取り組むため「持続可能な社
会保障制度の構築に向けた国と地方の意
見交換会」を設置。
⇒政策形成の基盤の構築によって取組
の実効性を向上
○５月16日には政務級会合を開催し、
国・地方で連携して取り組んでいくこと
を確認。以後、以下のテーマに関し、実
務者会合を開催。

〔開催テーマ〕
在宅医療・介護連携(5/17)、地域医療構想実現・地
域医療の担い手確保(5/17)、重症化予防(6/3)、仕事
と子育ての両立支援(6/3)、地域医療構想実現・地域
医療の担い手確保(7/1)

（参考）経済財政運営と改革の基本方針2019（抜粋）
第３章 ２．経済・財政一体改革の推進等
（２）①社会保障
また、国と地方が方向性を共有172 し、適切な役割分担の
下で地域の実情を踏まえつつ具体的な取組を進める。
172

19府県の増加
（40.4%上昇）

骨太の方針2019を踏まえ、新たに、
22番目のWTとして、国民健康保険
に関するWTを立ち上げた。

骨太方針2018等も踏まえ、全国知事会では「健康立国」の実現に向け
て、優良・先進事例の横展開の取組の連携を強化すべく、国と地方の意
見交換会を本年５月から開催している。

（３）②先進・優良事例の全国展開等
また、糖尿病などの生活習慣病の重症化予防、特定健
診・特定保健指導事業において（中略）全国知事会の取組201
とも連携し、戦略的に全国展開する。
例えば、糖尿病などの生活習慣病の重症化予防に関して、県・国民健
康保険団体連合会・医師会が連携して進める埼玉県の取組の全国展開。

201

こうした先進・優良事例の更なる横展開を図り、もってQOLの向上を図りつつ持続可能な社会
保障制度の構築に向けた取組を更に進めるため、次のとおり３つの視点から国に対して提言
します。
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Ⅰ．健康的な日常生活を送るステージ ①
取組の方向性

・疾病リスク要因を持つ層への「ハイリスクアプローチ」に加え、若い世代や無関心層等住民全体を対象とした「ポピュレーション
アプローチ」が重要
・住民の行動変容につなげていくためには、健康経営の推進をはじめ、官民連携のもと幅広い関係者が連携して多面的にアプローチして
いくことが必要

取組の背景
①-1 健康に関する意識
普段から健康に気をつけるよう意識しているか

提言①国をあげての周知・啓発等

健康のために特に何もしていない理由

約半数の個人は、健康のために
何もしていない

○ 幅広い年代、特に若い世代や、無関心層に対して、
国をあげての周知・啓発活動を強化

全年齢
20～
39歳
40～
64歳
65歳以降
0%

20%

40%

60%

80%

・各ステージに応じた生活習慣の見直しにつ
いて、エビデンスやナッジ理論を活用した
効果的な周知・啓発

・個人の約半数は、健康のために
何もしていない。

100%

・「何もしていない」理由は、①何を
したら良いか分からない、②忙しく
て時間がない、など。

・運動習慣・食習慣の改善について、無関心
層に働き方をかけるための国をあげての
ムーブメントの創出

（出典）第6回産業構造審議会 2050経済社会構造部会

①-2 死亡要因の内訳

①-3 特定健診の受診率

①-4 がん検診の受診率
（％）

（％）

80

0.8
80

その他
46.9%

悪性新生物
27.9%

高血圧疾患 0.7%

47.6%
47.6%

48.6%
48.6%

51.4%
51.4%

50.1%
50.1%

心疾患
15.3%

・事業主や特に健（検）診の入り口となる
40歳代に対する特定健診・がん検診の受診
促進

53.1%
53.1%

40
0.4

40

0

0

0.0

・糖尿病が重症化した際の合併症について、
その深刻な症状をはじめ治療の継続や定期
検査の重要性などについて啓発活動を強化

胃がん
肺がん
大腸がん 子宮頸がん 乳がん
H25年度
H26年度
H27年度
H28年度
H29年度
脳血管疾患
8.2%
（出典）厚生労働省「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」
（出典）厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」

糖尿病 1.0%

（出典）厚生労働省「平成29年度人口動態統計」より作成

・死亡率に占めるがんや糖尿病などの生活習慣病関連要因は過半
数を占めているが、特定健診・がん検診の受診率は依然として4割
～5割程度に留まっている。

（万円/人・年）
700
透析、インスリン注射、食
事療法（タンパク質制限）、
運動制限、生活制限

600
500

約575万円

400

①-5 糖尿病患者１人当たりの年間医療費

300

・初期の治療法は、飲み薬や食事・運動療法が中心であるが、重度
化に伴いインスリン注射、さらに透析が必要となるなど、QOLが著しく
低下。それと連動して、医療費も増加する。

200
100
0

（出典）第6回産業構造審議会2050経済社会構造部会

投薬、食事療法、
運動療法

約25万円

約5万円

合併症無し 腎症・腎不全
（軽度）

約50万円
腎不全
（中度）
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腎不全
（重度）

Ⅰ．健康的な日常生活を送るステージ ②
取組の背景
提言②人材の確保等

② 市町村において糖尿病性腎症重症化予防の取組を行っていない理由
40%

37%

30%

26%

24%

22%
20%

15%

14%

12%

7%

10%
0%健康課題とし

事業を企画・ 保健指導
関係団体 かかりつけ医
ての優先順位 運営できる者 できる者が との調整が などからの
が低い
がいない
いない
つかない
協力が
得られない

財源の
確保が
難しい

費用対効果
が低い

9%

対象者が
少ない・
いない

（n=100、複数選択）

20.0

（出典）厚生労働省「日本健康会議2018保険者データヘルス全数調査結果
から見る糖尿病性腎症重症化予防事業の現状」

15.0
フレイルに対するリスク
（
年齢、性別で調整）

③ フレイルに対するリスク

人とのつながり

・フレイルの予防には、運動習慣と社会活動
など複数の活動をすることが重要である。
・特に、「人とのつながり」を持つことで、大幅
にフレイルリスクを軽減させることができる。

10.0

・重症化予防の取組を実施していない
市町村が実施していない理由として、
「事業を企画・運営できる者がいない
（37%）」「保健指導できる者がいない
（26%）」を挙げている。

その他

全て「×」の人は、全て「○」
の人に比べてフレイルに対
するリスクが統計的に16.4
倍（オッズ比）高い！

○ 受診勧奨・保健指導を担う保健師等の専門職員の人
材確保と、保健指導力向上のための研修実施や講師派
遣に対する支援の強化
○ 各医療保険者が幅広く健康づくりの取組を実施でき
るよう、国民健康保険と被用者保険を区別せず、全医
療保険者への財政的な支援等を拡充
○

ヘルスケア産業の育成を支援するなど民間委託の推
進を後押し

ここに注目
運動習慣と
運動習慣なし
社会活動!! 他の活動あり

運動習慣あり
他の活動なし

5.0
0

提言③介護予防・フレイル対策
○ 高齢者の社会参加・就労は、介護予防・フレイル対
策にも有効であることから、そのためのマッチング機
能等を担う人材の確保・育成、活動支援に対する財源
の確保

（出典）吉澤裕世、田中友規、飯島勝矢「2017年 日本老年医学会学術集会発表資料」を加工

④ データを活用した生活習慣病対策の取組（広島県呉市）

提言④効果の算出方法の考案と可視化
・広島県呉市では、レセプト
データから糖尿病性腎症の
重度化度合いにより抽出した
患者に対し保健指導を実施。
・その結果、６年間で新規透
析導入患者を約６割減少する
ことに成功したというエビデン
スが得られた。
（出典）第6回産業構造審議会 2050経済社会
構造部会

○ 国をあげての調査・分析等を通じ、健康づくりの取
組のQOLへの寄与度や医療費抑制効果などについて、
全国共通の算出方法を考案し、取組の効果を可視化
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Ⅱ．医学的管理等を必要とするステージ及び回復期から療養するステージ ①
取組の方向性
・限りある医療資源を集中配置する拠点と、かかりつけ医の普及など、日常的な医療へのアクセス点を地域ごとに確保する「集中と分散」
を進めることが必要。そのためには、以下の点が重要
①「地域医療構想」を着実に実現するとともに、「病院完結型」から「地域完結型」医療へ移行することによって、「地域包括ケア
システム」を構築すること
②ＩＣＴの活用等によって医療・介護の連携強化を図ること
・これらの取組を進めるに当たっては、医療・介護に限らず、日常生活や住まいを含めたまちづくりの視点を持って一体的に検討すること
が必要

提言①医師確保対策

取組の背景
①-1 二次医療圏ごとの人口10万対
医師数（平成28年）

（出典）医療従事者の需給に関する検討会
第18回医師需給分科会

※「医師確保対策に関する緊急提言」

（医師養成数について）

○ 医師需給推計については、医師の勤務環境等の状況の変化をよく反映させた条件
の下で再度検証
○ 大学が地域と連携して医師不足地域に必要な医師を育成・派遣する役割を果たす
ことができるよう、地域に必要な医師が十分に確保されるまで医学部臨時定員増を
延長
○ 医師不足が顕著な地域における医学部新設や既設医学部の定員増、専門医養成定
員のあり方などを検討することなど、各大学などが現に行っている他府県への派遣
状況等を含む地域の実情を踏まえた医師確保対策の充実

（地方の実情を踏まえた政策決定について）
○ 医師偏在指標や目標医師数、これらを用いた専門医養成募集定員のシーリング等
の医師偏在対策の手法、臨床研修制度の権限移譲等の地方への影響が大きい制度改
正については、地理的条件や診療科の偏在等の地域の実情が十分反映されるものと
なる必要がある。具体的には、医師法の規定及び趣旨に基づき事前に都道府県の意
見を聞くこと等による迅速かつ継続的な見直し。また、特に専門医養成募集定員の
シーリングのあり方については効果的な偏在是正策となるよう見直しが必要
○ 都道府県が医師偏在指標や目標医師数を算定し、検証できるよう、算定方法や基
礎数値を明示

・地域における医師偏在はいまだ大きく、
地域医療の維持にあたり重要な課題と
なっている。

①-2 診療科別医師数の推移
（平成６年を1.0とした場合）

（国の主体的な取組について）

○ 地域及び診療科の偏在解消に向け、中山間地域など医師が少ない地域や政策的
ニーズの高い医療分野における診療報酬（ドクターフィーの導入など）を含めたイ
ンセンティブの設定や医師多数地域からの医師派遣、将来の医療需要を踏まえた専
門医養成定員の設定といった実効的な制度を創設するなど、国が医師偏在対策を主
体的に検討
○ 診療科の偏在解消を目的とした地域枠を設置するために必要な奨学金制度への地
域医療介護総合確保基金の活用を含む基金の充実など、都道府県が地域の実情に応
じた柔軟な医師確保対策を行えるよう、国が責任を持って支援
7

・医師の数は年々増加して
いる一方で、その増分は一
部の診療科に偏っている。

（出典）医療従事者の需給に関する検討会
第18回医師需給分科会

Ⅱ．医学的管理等を必要とするステージ及び回復期から療養するステージ ②
取組の背景
②-1 病床機能報告データの定量基準分析（埼玉県）

各地域で真に必要な病床機能を
確保するためには、定量的基準
による区分の導入が望ましい！
・埼玉県では、病床機能報告データのう
ち「算定している入院料」や「具体的な
医療提供状況」から定量的な基準を県
で独自に作成している。
・全国で取組を進めていくためには、診
療報酬改定を反映させた病床機能報告
データの分析ツールを国が作成し、各
都道府県に提供することが必要。

区分けが必要！
①特定の医療機能 （※）と
結びついた病棟
（出典）埼玉県資料を基に加工

②特定の医療機能 （※）と結びついていない一般病
棟等については、「手術回数」や「予定外の救急
医療入院人数」などの定量的基準に基づく分析に
よる区分けが必要

②-2 地域医療介護総合確保基金（医療分）

（※）特定の医療機能とは、
診療報酬上、医療機能が
明確になっている入院料を
算定する病棟

提言②地域医療構想の実現
○ 病床機能報告の内容の改善や精度の向上を図るとともに、
定量的基準による分析について必要な技術的支援を実施
○ 最新のデータに基づく病床の４つの機能別、主要疾患別の
入院患者流出入等の必要な情報の提供
○ 地域医療介護総合確保基金（医療分）については、現在、
病床機能分化のための施設整備、在宅医療、人材確保という
３つの事業区分間での流用は認められていない。しかしなが
ら、地域医療構想の実現に向けては、在宅医療の充実が必要
であり、そのためには医療人材が必要というように、事業区
分間の連動が求められる。そして、その連動の態様は時々に
よって、また地域によって異なることから、事業区分間の流
用を可能とするなど、柔軟な活用ができるよう見直し。さら
に、より適切な配分方針を検討するとともに、必要な予算額
を確保
○ 病床のダウンサイジングや医療従事者の確保への財政的支
援の拡充など医療機関の自主的な取組を促すための方策の提
示
○ 公立病院の再編・統合には、地域住民や関係団体との調整
に時間を要するとともに財政負担も生じることから、現在実
施されている公立病院の再編・ネットワーク化に向けた地方
交付税による財政的な支援の延長や対象の拡充

地域医療介護総合確保基金（医療分）の事業区分は３つに分類されている。
地域医療構想の実現のためには、各事業区分を連動して取り組んでいくことが重要
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Ⅱ．医学的管理等を必要とするステージ及び回復期から療養するステージ ③
取組の背景
③-1 総合診療医の採用状況
（人）

平成３０・３１年度いずれかがゼロ

１４県

平成３１年度がゼロ
（うち、平成３０・３１年度ともにゼロ）

９県
（４県）

提言③医療・介護の連携推進
（在宅医療・介護を担う人材の確保等）
○ 在宅医療に従事することができる総合診療専門医の人
材確保の支援
○ 医師少数区域での勤務にインセンティブが働く効果的
な方策の検討・導入の推進

（出典）厚生労働省資料より作成

・総合診療科の採用状況は
厳しい状況の地域もあり、４
県は平成３０・３１年度ともに
採用がゼロであった。

○ 在宅診療医師の負担軽減に向けて複数の医療機関が連
携したグループ診療を推進する必要があることから、同
診療に係る診療報酬の充実

③-2 不採算地域への訪問看護サービスの助成（高知県）

○ 中山間地域や離島地域等の不採算地域において適切な
医療・介護を提供するため、診療報酬の加算等による総
合的な対応策の検討

・高知県において、中山間地域など不採
算地域への訪問看護サービスに対する
助成をH26年度から実施したところ、遠隔
地への訪問看護回数、訪問看護ステー
ションの数がいずれも増加した。

○ 労働者派遣法上認められていないへき地への医師以外
の医療関係職種の派遣について、弾力的な運用

（出典）高知県資料

③-3 医療介護情報連携システムネットワーク

●対象範囲別システム運用費用の平均額
（予定含む）（有料地域のみ）

●連携カルテサービス閲覧件数（島根県の例）
20,000

システム運用費用（
千円／年）

21,188

（出典）日本医師会総合政策研究機構
「ICTを利用した全国地域医療連携の概
況（2016年度版）」

17,526

15,000

9,578

10,000

6,529

4,997

6,500

2,650

5,000

0

複数県にま 全県域での二次医療圏 市区町村単
たがる連携
連携
での連携 位での連携
(n=10)
(n=39)
(n=47)
(n=30)

その他
(n=15)

運営主体
無回答
(n=2)

全国平均
(n=143)

・連携エリアが広いほど運用費用は高額になる
傾向にあり、今後連携を進めていく上で支障に
なっている。

・システムの利用件数は増加し、情報連携の普
及は進んでいる。

（出典）島根県資料

（ICTを活用した医療・介護の連携）
○ 情報連携システムネットワークについて、運営費が高
額なことが普及の支障になっていることから、運営費に
ついて地域医療介護総合確保基金及び地域支援事業交付
金のメニューへの追加。また、ICTの活用・連携推進に
ついて診療報酬・介護報酬の充実
（連携強化に向けた研修の実施等）
○ 在宅医療と介護の連携強化に向けた研修の充実や、訪
問看護師などの人材確保に関する支援の拡充とともに、
年間を通じて計画的な事業実施が可能となるよう地域医
療介護総合確保基金の内示の早期化
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Ⅲ．支える力の強化
取組の方向性
・少子化問題の克服については、その背景・要因は幅広く、地域の実情や家族形態などにより必要な支援や効果的な支援は異なることから、
多様な支援からなるパッケージで取り組むことが重要
・子どもを生み育てることに対するステージごとの様々な不安を緩和・解消することが重要であり、そのためには、個人や家族、世帯のみな
らず職場など社会の理解も不可欠

取組の背景

提言①働き方改革の推進

①-1 男性就業者の長時間労働の割合

○ 長時間労働の是正を図るとともに、時間単位年次有
給休暇やテレワークの導入促進など、仕事と子育ての
両立支援等に向けた働き方改革の推進

①-2 夫の家事・育児時間別第２子出生割合
総数
家事・育児
時間なし

○ 中小・小規模事業者に対し、その職場環境づくりに
ついて、設備投資も含めた支援の拡充。また、各種支
援施策に係る事務手続きの簡素化

2時間未満
2時間以上
4時間未満
4時間未満
6時間未満
6時間以上
0.0

20.0
40.0
60.0
80.0
（出典）内閣府「平成30度少子化社会対策白書」

（％）

100.0

（％）

・就業時間が週49時間以上の男性就業者 の割合は29.5%と、他国と比較して高い割合となっている。
・夫の休日の家事・育児時間が多いほど、 第２子以降の出生が多くなっている。
② 子供を生み育てる環境※
(%)

100
80
60

79.6

72.4

65.4

58.4 55.2
44.6

40

48.5

28.8

27.1
0

13.1

57.8

52.3

47.4

36.0

16.0

20.3

26.7
8.3

17.2

15.0 19.1 15.6
13.7
11.4

保育サービス 教育費の支援・ フレックス等の 育児休業等の 育児休業中の 地域における
の充実
軽減措置
柔軟な働き方 職場環境整備 所得保障の充実 子育て支援

%(GDP比率)
4.0

42.5
30.3

20

30.0

社会全体の
理解

※「子どもを生む育てやすい国かどうか」という質問に
「とてもそう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた者
にその理由を聞いたもの。

（出典）内閣府「平成27年度少子化社会に関する
国際意識調査」を加工（項目抽出）

③ 各国の家族関係社会支出の対GDP比

3.54

3.47

現物給付
現金給付

2.94

3.0

2.22
2.0

OECD平均（総支出）＝1.974
1.31

1.20
0.64

1.0

0.0

・国際意識調査によると、職場や地域
の子育て環境に関し、他国と比較して
ほとんどの項目が低い割合となって
いる。

86.9

スウェーデン
スウェーデン

英国
英国

仏国
仏国

独国
独国

日本
日本

韓国
韓国

米国
米国

・欧州諸国と比べて我が国の家族関係
支出の対GDP比率は1.31%と低水準と
なってお り、現金給付・現物給付を通
じた家族政策全体の財政的規模が小
さくなっている。
（出典）OECD Social Expenditure Database（2015年のデータ）
第10回持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議
山重教授発表資料を加工

提言②子育てしやすい環境づくりと社会全体
での子どもを育てる機運の醸成
○ 企業や地域がより積極的に子育て支援に取り組むよ
うなインセンティブが働く仕組み作りなど、社会全体
で子どもを育てる機運の醸成を加速
○ 幼児教育・保育無償化に伴う保育ニーズの増加を見
据え、幼児教育・保育の量を確保するとともに、更な
る質の向上を加速

提言③少子化対策関連予算の拡充
○ 子ども・子育て支援を「未来への投資」と位置付け、
少子化対策関連予算を拡充
○ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充と、運用の弾
力化。また、継続して交付金を最大限活用できるよう、
「ステップアップ要件」の考え方を明示
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21WTにおける提言項目

別紙１：21WTの提言項目の詳細版（文章編）
別紙２：21WTの取組における主な横展開のポイント
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先進優良事例の横展開ワーキングチーム
次世代育成支援・
女性活躍促進分野

健康づくり分野
健康づくりプロジェクトWT
（リーダー：神奈川県）
（構成団体44）

P13

インセンティブを活用した
健康づくりWT
（リーダー：静岡県）
（構成団体40）

P13

運動習慣・食生活の改善WT
（リーダー：新潟県）
（構成団体40）

P14

特定健診・がん検診の
受診率向上WT
（リーダー：栃木県）
（構成団体39）

結婚の希望を叶えるWT
（リーダー：山口県）
（構成団体40）

妊娠・出産の希望を
叶えるWT
（リーダー：滋賀県）
（構成団体37）

（構成団体41）

P20

P20

（リーダー：鳥取県）
（構成団体35）

P21

仕事と子育ての両立支援WT
（リーダー：新潟県）
（構成団体36）

P14

女性の活躍促進WT
（リーダー：山形県）

P15

すべての子どもが夢を
はぐくむことができる
社会づくりWT
（リーダー：広島県）
（構成団体38）

高齢者の社会参加WT
（リーダー：長野県）

医薬品の適正使用の推進WT
（リーダー：高知県）

効果的な介護予防WT
（リーダー：大分県）

在宅医療・介護連携推進WT
（リーダー：高知県）

（構成団体37）

P15

（構成団体38）

P16

多様な福祉サービスの
提供WT
（リーダー：富山県）

子育てにかかる
経済的負担の軽減WT

（構成団体36）

重症化予防WT
（リーダー：埼玉県）

地域包括ケアシステム分野

P21

P22

（構成団体36）

P16

認知症対策WT
（リーダー：熊本県）
（構成団体37）

P17

地域医療構想実現WT
（リーダー：埼玉県）
（構成団体41）

P17

地域医療の担い手確保WT
（リーダー：徳島県）
（構成団体38）

P22

P18

（構成団体42）

P18

（構成団体42）

介護人材の確保WT
（リーダー：群馬県）
（構成団体43）

P19

P19

その他分野
データ解析の活用事例WT
（リーダー：栃木県）
（構成団体38）

P23

令和元年7月10時点

合計 21チーム
（延べ818団体）
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健康づくりプロジェクト（健康経営を含む）WT（リーダー：神奈川県）（構成団体：37 ⇒ 44）

「新・拡」は今年度に新規・拡充した団体数、
「計」はこれに「将来的に検討」と「既に実施
中」を加えた団体数（以下同じ）

※3/31時点⇒7/10時点。以下同じ

新・拡26

、 計37

人生100年時代を迎えるにあたっては、いくつになっても誰もが生き生きと暮らすことが大切であり、国民一人ひ
とりが、健康づくりへの意識を高め、「食・運動・社会参加」等、幅広い視点からICTなどのテクノロジーも活用し、
生活習慣を主体的に見直すなどして、より健康に近づけていくことが重要である。
国に求める事項
（１）各ライフステージに応じた生活習慣の見直し等について、エビデンスも活用した国民の理解促進に向けた周知・啓発活動を強化。
無関心層や無行動層が健康づくりを実践できるよう、より効果的なインセンティブの付与やICT基盤の構築等について積極的に
検討･導入
（２）全国統一的な受動喫煙防止対策が実施されるよう、改正健康増進法の運用に係る適切なガイドラインを提示
（３）健康づくり（健康経営を含む）にかかる普及啓発や県民運動の展開等の実践活動等の取組に対し、必要な財源の措置とともに、
取組に係る評価方法の確立や保健師等の専門職員を確保

インセンティブを活用した健康づくりの取組WT（リーダー：静岡県）（構成団体：29 ⇒ 40）

新・拡20、 計24

健康無関心層にまで事業実施の効果を広げるためには、幅広い対象に対するアプローチの実施や、提供するインセ
ンティブの内容を多様かつ魅力的なものにしていくことが重要である。また、インセンティブ事業を一過性のもので
はなく、継続的なものとしていくことも重要である。
国に求める事項
（１）自治体が実施するインセンティブ事業への事業所ごとの参加や、運営に対する事業所や健康保険組合の協力について、
関係省庁間で連携の上、参加・協力を誘導
（２）効果を適切に評価するための有効な指標及び評価に対する仕組みづくりを研究
（３）国民健康保険と被用者保険の被保険者を区別せず継続的に実施できる新たな財政支援制度を創設

運動習慣･食生活の改善WT（リーダー：新潟県）（構成団体：28 ⇒ 40）
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新・拡21、 計28

生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸するためにも、健康の増進を形成する基本的要素となる栄養・食生活、
運動、歯・口腔の健康等に関する生活習慣を改善するための施策を推進していくことが重要である。特に、子どもの
頃から健康的な生活習慣を定着させることや、無関心層等をターゲットとした健康づくりの取組が重要である。
国に求める事項
（１）無関心層に働きかけるため国をあげてのムーブメントの創出等社会全体で健康的な生活習慣の定着に向けた取組を促進
（２）学校教育における子どもに対する健康づくりの取組などをより強力に推進するため、厚生労働省が率先して関係省庁と連携し、
地方の取組を後押し
（３）地方の実情に合わせ、柔軟に活用できる人的支援及び補助金制度の創設や継続等の財政的支援を実施。健康づくり事業の
QOLへの寄与度と医療費抑制効果の全国共通の算出方法を考案し可視化

特定健診・がん検診の受診率向上のための取組WT（リーダー：栃木県）（構成団体：30 ⇒ 39）

新・拡20、 計30

健康寿命の延伸・健康格差の縮小のためには、健康的な生活習慣の定着や健（検）診による疾病等の早期発見が不
可欠であり、全医療保険者が一丸となった特定健診・がん検診の受診率向上に向けた対策や生活習慣病予備群等の確
実な把握及び保健指導などの取組が重要である。
国に求める事項
（１）事業主や特に健（検）診の入り口となる40歳代の国民に対して受診促進に向けた周知・啓発活動を強化
（２）職域で実施する特定健診や国の指針に基づくがん検診の実施状況及び実施結果の情報を一元化して把握できる仕組みの整備
とともに、根拠法を統一
（３）都道府県独自の積極的な取組に対するものとともに全医療保険者に対しても財政的な支援等を拡充
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重症化予防WT（リーダー：埼玉県）（構成団体：34 ⇒ 41）

新・拡22、 計34

糖尿病性腎症になり人工透析が必要な状態になると、日常生活が大きく制限されQOLの低下を招くこととなること
から、こうした事態を少しでも回避するため、若い世代や無関心層も含めたアプローチを進めることが重要である。
国に求める事項
（１）糖尿病が重症化した際の合併症について、その深刻な症状を始め治療の継続や定期検査の重要性などについて啓発活動を強化
（２）保健師等の人材確保等に対する支援とともに、講師派遣や効果的な保健指導力向上のためのスキルアップ研修を実施。
全保険者への財政的な支援等を拡充。ヘルスケア産業の育成支援など民間委託の推進を後押し
（３）受診勧奨や保健指導のQOLへの寄与度と医療費抑制効果の全国共通の算出方法を考案し可視化

高齢者の社会参加WT（リーダー：長野県）（構成団体：21 ⇒ 37）

新・拡3、 計21

健康寿命の更なる延伸という観点からも、高齢者が希望に応じて就労や地域のボランティア活動など社会参加を通
じて役割を担い、生きがいを持つことが重要である。そのため、高齢者が豊かな知識・経験を活かし、年齢に関わら
ず多様な形で活躍できる環境を整えていくことが重要である。
国に求める事項
（１）高齢者の社会参加への意識の向上とともに希望に応じて活躍できる環境を拡大するための全国的な広報・啓発活動を実施
（２）フレイル対策の重要な要素である高齢者の社会参加を促進するため専門職員やマッチング機能を担う人材の確保・育成と、
恒久的な財源の確保
（３）就業意欲のある高齢者の雇用拡大や就業形態の多様化などに積極的に取り組む企業に対する優遇措置、地方公共団体と国の機関
との連携を強化

効果的な介護予防の取組WT（リーダー：大分県）（構成団体：25 ⇒ 38）
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新・拡9、 計25

高齢化が進展する中、「できるだけ要支援・要介護状態にならない」、また「要支援・要介護状態となっても重度
化しない」ための取組の強化により、QOLの維持・向上に努め、健康寿命の延伸につなげることが重要である。
国に求める事項
（１）高齢者の介護予防、自立支援・重度化防止等の取組の重要性等について、周知・啓発活動を強化。
専門職の人材確保・育成等を充実できるよう支援
（２）住民主体の通いの場等において、自立支援に資する介護予防・フレイル対策を効果的に進めるため、専門職の配置やそのための
財政等の支援を充実
（３）自立支援・重度化防止を目的とする保険者機能強化推進交付金について、地方と十分に協議するとともに、中長期的に安定して
事業を継続できるよう運用の弾力化。当交付金の拡充の際には既存補助金を原資とする振替等によらず、必要な財源を確保

多様な福祉サービスの提供WT（リーダー：富山県）（構成団体：20 ⇒ 36）

新・拡3、 計16

地域でのつながりや支え合い機能が弱まっている中、人々が様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分
らしく暮らしていけるよう、住民や多様な主体が参画し、支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていくことのできる「地域共生社会」を実現することが重要である。
国に求める事項
（１）「地域共生社会」の理念の周知とともに、地域福祉の推進や住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制等の充実を強力に
後押し。居場所づくりやそこへつなぐための環境整備を強力に支援
（２）共生型サービスなど制度・分野の縦割りを超えた取組の一層の普及を強力に後押しするとともに、就労・社会参加の場の整備等に
対する支援を充実
（３）包括的支援体制構築のための恒久的な補助制度を創設し、創意工夫ある取組を強力に後押し。体制の構築にあたっては、
地域包括支援センターや生活困窮者自立相談支援機関など、既存の各分野の相談支援機関の体制を強化
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認知症対策WT（リーダー：熊本県）（構成団体：25 ⇒ 37）

新・拡18、 計24

急速な高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加を見据え、本年６月に「認知症施策推進大綱」を取りまとめ、共生
と予防を車の両輪とし、政府一丸となって施策を推進する方針が示されたところであるが、引き続き、認知症の方に
やさしい地域づくりに向け、認知症施策の抜本的な強化を行うことが重要である。
国に求める事項
（１）認知症の人を社会全体で支える体制構築とともに施策加速化のための法律を制定。基金の創設など恒久的な補助制度の創設等
財政措置を実施。認知症の人にやさしい地域づくりに向けた産業界の参画推進とともに認知症サポーターの活動支援を一層強化
（２）認知症に関する研究・技術開発の促進。認知症疾患医療センターの充実に向け、地域の実情に応じた十分な財政措置とともに、
専門性を高めるための支援を推進
（３）運転免許返納後の移動手段の確保や認知症診断の増加に対応するための体制を整備。若年性認知症になっても本人の力を最大限に
活かせる環境を早急に整備

地域医療構想の実現に向けた取組WT（リーダー：埼玉県）（構成団体：28 ⇒ 41）

新・拡20、 計28

QOLの向上を目指し、その地域にふさわしいバランスの取れた医療提供体制を実現するための地域医療構想の実現
に向けては、地域における適正な医療提供体制の構築のため、医療機関などの関係者と連携しながら、地域医療構想
調整会議等においてデータを整理し、地域の実情にあった論点の提示を行い、協議の推進や、病床機能の分化・連携
への支援などを通して、医療機関の自主的な取組を促していくことが重要である。
国に求める事項
（１）定量的基準による分析について必要な技術的支援を実施。最新のデータに基づく必要な情報提供とともに、構想の具体化に向け、
医療機関の自主的な取組を促す方策を提示。地域医療支援病院等の承認要件の追加について地域の実情に応じたあり方を検討
（２）公立病院の再編・ネットワーク化について、病院事業債（特別分）の地方交付税措置の期間の延長や対象経費を拡充。
再編・ネットワーク化により病院事業を廃止した際に自治体の財政負担が生じる場合に地方交付税などによる適切な措置を実施
（３）地域医療介護総合確保基金の事業区分間での流用を可能に。地域医療構想調整会議の開催経費について基金を充当可能と
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するなど柔軟な活用ができるよう見直すとともに、必要な予算を確保

地域医療の担い手確保WT（リーダー：徳島県）（構成団体：22 ⇒ 38）

新・拡9、 計16

医療従事者の都市部への集中による「地域偏在」及び小児科・産科・外科などの特定の診療科における医師不足で
ある「診療科偏在」など、医療を取り巻く多様な状況に適切に対応し、地域住民の安全・安心な医療を提供していく
ため、限りある医療資源を効率的かつ効果的に活用した地域医療提供体制の構築が重要である。
国に求める事項
（１）医師偏在指標だけでなく、各地域の実情を踏まえ、国が主体的に抜本的な医師確保対策を実施。地域に必要な医師が十分に確保
されるまで医学部臨時定員増を延長するなどの対応を実施。新専門医制度における専攻医募集にあたっては、地域の実情を踏まえた
シーリングの弾力的運用が可能な制度設計となるよう、日本専門医機構に強い働きかけを実施。総合診療専門医の増加を図ると
ともに、へき地診療所を医師のローテーションで支えるためのへき地診療所の管理者要件のさらなる緩和及び医師少数区域での
勤務にインセンティブが働く効果的な方策を検討・導入
（２）労働者派遣法上認められていないへき地への医師以外の医療関係職種の派遣について弾力的な運用を行うなど改善
（３）地域の実情に応じた医療従事者の養成・確保や在宅医療の推進などの取組を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金を
十分に確保

医薬品の適正使用の推進WT（リーダー：高知県）（構成団体：34 ⇒ 42）

新・拡19、 計34

重複・多剤投薬による健康被害のリスクを軽減し、適正な薬物療法に繋げ、患者のQOLの向上を図るとともに、結
果として薬剤料を削減し、医療費の適正化にも繋がる医薬品の適正使用事業の取組強化が重要である。
国に求める事項
（１）重複投薬是正等による本人の身体的・金銭的メリット等について、患者はもとより保険医療機関等に対し周知・啓発活動を強化
（２）服薬指導等の対象とする基準や事業評価方法について、地域の実情に応じた独自の基準設定を許容しつつ、適切な根拠とともに
一定の基準や方法を提示
（３）「保健医療データプラットフォーム」を活用した「保健医療記録共有サービス」の2020年度本格運用に向けて、
国民の理解促進や保険医療機関等が参加しやすい環境整備を図る等実効性を向上
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在宅医療・介護連携の推進WT（リーダー：高知県）（構成団体：34 ⇒ 42）

新・拡24、 計34

在宅で療養する高齢者等が、必要な医療や介護を継続して受けながら安心して暮らし続けることができるよう、患者のニー
ズに対応した医療や介護が包括的かつ継続的に提供される体制の確保に向けて、各地域の実情にあわせた在宅医療と介護の提
供体制の整備を進めるとともに、関係者間で互いに必要な情報を共有できる環境を整えることが重要である。
国に求める事項
（１）KDBシステム等の各種データ活用に関する技術的な支援を実施。NDBと介護DBの連結解析を活用した健康情報や介護情報などの
分析を行い、結果を全国比較ができるよう「見える化」システムに掲載するなどにより提供
（２）中山間地域及び離島地域の医療・介護提供体制において、在宅医療に従事する総合診療専門医などの人材確保のための支援。
診療報酬及び介護報酬のみでは不採算であるため、報酬の加算等による総合的な対応策を検討。在宅診療医の負担軽減のための
診療報酬の充実や、小規模・多機能型居宅介護の導入推進を図るための介護報酬の充実など、支援策のさらなる拡充
（３）高額となる情報連携システムネットワークの運営費について、基金及び交付金のメニューへの追加。ICTの活用・連携推進に
ついて診療報酬・介護報酬を充実。連携強化に向けた研修等人材確保・育成の拡充とともに、計画的な事業の実施が可能となるよう
地域医療介護総合確保基金の内示を早期化

介護人材の確保WT（リーダー：群馬県）（構成団体：32 ⇒ 43）

新・拡32、 計32

介護需要が伸び続け、深刻な人材不足の状況にある中、人材の裾野を拡げるために中高年齢層や子育て世代などへ向けての
参入促進の取組のほか、職場定着を図るための職場環境整備や、現場を支える質の高い中核的人材の養成に加え、介護事業者
が円滑に外国人を雇用できるように、外国人介護人材の受入体制の充実を図ることも重要である。
国に求める事項
（１）介護事業者全体の処遇改善に確実に繋がる恒久的な制度の構築と財源確保。イメージアップを図るためマスコミや映像等を活用した
大々的なPRの展開と、ターゲット別アプローチを効果的に推進。介護福祉士養成施設を卒業した留学生等の外国人について
介護福祉士試験の受験時間の延長等の配慮。外国人介護人材を受け入れる介護事業所の経済負担の軽減策などの支援の充実と地域偏在
しないための方策の実施
（２）生産性向上のための介護助手の活用や福祉機器・介護ロボット・ICT導入の支援。生産性向上ガイドラインに基づく業務改善や文書
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量半減の取組についてWTの意見を求めるなどより現場に即した効果的な展開
（３）地域医療介護総合確保基金について、地域の実情を踏まえて柔軟な対応ができるよう制度を改正

結婚の希望を叶えるための取組WT（リーダー：山口県）（構成団体：30 ⇒ 40）

新・拡17、 計30

価値観の押し付けにならないよう留意しつつ、結婚を希望する全ての人の希望を叶えることができる環境づくりを
進めていくとともに、人生の選択肢が多様化する中、結婚を含めた将来のライフデザインを希望どおり描くことがで
きるようにするためには、早い時期に自分の職業や家庭、将来について実践的に考える機会の提供が重要である。
国に求める事項
（１）安定的・継続的に事業が実施できるよう、地域少子化対策重点推進交付金の拡充や複数年度にわたる同一事業も対象とするなど
運用を弾力化。AIやビッグデータを活用したきめ細かなマッチングや複数の都道府県間による広域的な出会いの仕組みづくり
などに対する支援を充実
（２）結婚新生活支援事業の拡充や要件緩和とともに、就労支援の強化や結婚する若者の住宅確保や多世代同居、近居型住まいづくりへ
の支援拡充など結婚を応援するための経済的支援を充実・強化
（３）年齢と地域の実情に応じたキャリア教育やライフプランニング教育の充実とともに、国レベルでの情報提供や普及啓発などを強化

妊娠・出産の希望を叶えるための取組WT（リーダー：滋賀県）（構成団体：25 ⇒ 37）

新・拡15、 計25

国民の妊娠・出産の希望を叶えるためには、妊娠前から産後のケアまでの一貫した支援などの取組を一層強化して
いくことが重要である。
国に求める事項
（１）まち・ひと・しごと創生に向けた取組の中で議論された少子化の要因分析や少子化対策の検証結果等の活用に加え、さらなる少子
化要因分析手法の研究・開発とともに、結果を踏まえた事業に裁量性かつ継続性のある助成を可能とする財政支援を実施。出産後の
支援に対する補助対象の拡充など裁量性かつ継続性のある助成を可能とする財政支援を実施
（２）医学的根拠に基づく妊娠･出産･不妊の正しい知識の普及･啓発。不妊治療費助成制度の経済的支援の拡充とともに、効果的な
施策のための調査・研究を推進。人工授精への経済的支援の拡充、不育症の原因究明・治療法の確立や検査費用・治療費の
助成制度を創設。不妊治療の治療日数に応じた休暇制度や時間単位年次有給休暇の企業への導入促進
（３）がん患者に対する治療前に正確な情報提供及び専門施設に紹介するための体制を構築。妊よう性温存治療費やその後の凍結保存
継続のための費用助成制度を創設
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子育てにかかる経済的負担の軽減WT（リーダー：鳥取県）（構成団体：24 ⇒ 35）

新・拡20、 計24

少子・高齢化が進展する中、保育所等を利用する共働き世帯への支援のほか、在宅育児を志向する子育て世帯に対
する経済的支援の充実など、次世代を担う子どもを産み育てるための環境づくりを推進していくことは、「未来への
投資」としてますます重要である。
国に求める事項
（１）幼児教育・保育の質の確保に向けて、国の責任において保育士等のさらなる処遇を改善。保育の受け皿整備や保育士確保等の
取組を推進できるよう十分な財源を確保
（２）子どもに係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を全廃し、国の責任で子どもの医療に関わる全国一律の制度を創設。
病児・病後児保育事業の安定的運営に必要な基本分単価を増額するなど、市町村が取り組みやすい支援制度に見直し
（３）全ての子育て世帯が負担軽減を享受できる在宅育児世帯に対する支援制度・仕組みを構築。地域全体で子育て世代を応援するため、
企業や地域がより積極的に子育て支援に取り組むためのインセンティブが働く仕組みづくりの検討などを通じた社会全体で子どもを
育てる機運醸成の加速

仕事と子育ての両立支援WT（リーダー：新潟県）（構成団体：28 ⇒ 36）

新・拡13、 計28

子育ての希望を叶えるためには、育児の担い手としての夫の家事・育児参画の推進や子育ての支え手の多様化の促
進とともに、子育ての不安を解消することが重要である。あわせて仕事と子育ての両立に向けては、希望する誰もが
就業でき働き続けることができる環境を整えることも重要である。
国に求める事項
（１）長時間労働の是正、時間単位年次有給休暇など柔軟な労働時間制度など多様な担い手による育児参画を促進する環境整備とともに、
社会全体で子育てを応援する機運醸成を強化
（２）働き方改革の取組については、一層効率的かつ効果的な事業を推進。特に、中小・小規模事業者が多い地方の実情を共有し、
働きやすい職場環境づくりと設備投資への一体的な支援や、各種支援施策にかかる事務手続きの一層の簡素化
（３）地域少子化対策重点推進交付金について、より柔軟な制度となるよう交付金の運用の弾力化と拡充。中長期にわたって交付金を
最大限活用できるよう、「ステップアップ要件」の趣旨を明示

女性も活躍できる就労環境の整備促進WT（リーダー：山形県）（構成団体：24 ⇒ 36）
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新・拡12、 計24

出産や育児等を理由に離職者が増える20代～40代の女性が働き続けられる社会環境を整備することや、離職した女性が、再
就業を希望した場合に、仕事と子育て等を両立しながら就労することができるように、複線的なキャリア形成を可能とする柔
軟で多様な働き方を実現する職場環境の整備促進が重要である。
国に求める事項
（１）男性を中心とした労働慣行の改善や女性の参画が少なかった分野への職域拡大等に向けた施策の展開。女性の管理職・役員への
登用、賃金、非正規雇用の状況改善の取組強化。特に、中小企業の女性の活躍やWLBの推進の取組への支援を一層強化
（２）総合的支援を行う「ワンストップ型就労相談窓口」の設置拡大と運営へ支援。子育てしながらでも受講しやすい、短時間訓練や
託児サービス付きの職業訓練を拡充
（３）地域女性活躍推進交付金の国庫負担割合を10割に復元し十分な財源を確保。複数年度の継続事業も交付対象とするなど、
弾力的で自由度の高い制度への運用改善

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくりWT（リーダー：広島県）（構成団体：29⇒38）新・拡21、 計29
成育環境の違いにかかわらず、全ての子どもが健やかに夢を育むことのできる環境の整備が極めて重要である。
子どもたちが生まれ育つ環境によって様々なリスクが顕在化してきている中、リスクへの対応はもちろんのこと、こうした
環境でも子どもたちがたくましく育ち生きていく資質・能力を身に付け、自らの可能性を最大限高めることができるようにし
ていくことが重要である。
国に求める事項
（１）「子供の貧困対策に対する大綱」の見直しにあたっては、要因分析や課題の構造化など根拠を明確に提示。
市町村との役割分担や具体的な大綱の見直しスケジュールを早期に提示
（２）国の責任において、各種データを用いて世帯や子どもの実態を把握する仕組みの構築や全国統一的な基準を用いた指標の設定など
を行い、都道府県別のデータを提供
（３）地域子供の未来応援交付金について効果が見込まれる事業については、条件なく交付金の対象に。複数年度での実施を認めるなど
の見直しとともに恒久化
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データ解析の活用事例WT（リーダー：栃木県）（構成団体：30 ⇒ 38）

新・拡25、 計30

各都道府県がより効果的･効率的な施策を展開するためには、様々なデータを解析して、そこで得られた結果を施策
に活用していくEBPMを推進することとあわせて、住民や関係者への分かりやすい情報提供を行い、施策への理解を促
進し、その効果を一層高めていくことが重要である。
国に求める事項
（１）「保健医療データプラットフォーム」構築にあたって、自治体からの意見聴取の機会を設けるなど自治体の意見の反映とともに、
具体的な活用事例の提示、相談・助言等の支援を充実。準備期間を確保するため、具体的な内容やスケジュールを迅速に情報提供
（２）汎用的なデータを一元的に解析・集約した共通のデータセットの定期的な提供など、データ解析を実施しやすい環境整備を強化。
データ連結・解析を進めるにあたり、個人情報保護の取扱いについて整理
（３）人材の育成・確保に向けた取組の強化とともに、医療保険者や審査支払機関、大学等の研究機関などが保有するデータの活用や
協力・協働がより進むよう、データ解析の必要性・重要性について一層周知
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健康立国宣言
我が国は、世界が未だ経験したことのない人口減少・超高齢社会に突入し、総人口に占める生産年齢人口（15歳から64歳）の割
合は、2040年頃には世界の主要国の中で最低水準になると予測されている。
しかし、健康寿命の延伸を図ることにより、多くの高齢者が生涯にわたって健やかで充実した生活を送り、74歳まで実質的な生
産年齢として活躍できる社会を実現できれば、その割合は最高水準に匹敵することとなる。
また、高齢化の進展に伴って、2018年度に49.9兆円であった医療・介護給付費は、2025年度に63兆円程度、2040年度に93兆
円程度にまで増大すると見込まれているが、医療費の約1/3は生活習慣病が占めており、その発症、重症化を防ぐことができれば、
生活の質（QOL）が向上し、結果として医療費の削減につながることとなる。
社会保障制度の持続可能性そのものが課題となる中、生活の質（QOL）の向上を図りつつ社会保障に係る負担を軽減し、併せて、
社会保障制度を「支える力」を強くする施策を強力に推進する必要がある。
先に述べたように、健康寿命の延伸を図ることができれば、生活の質（QOL）の向上にあわせて医療・介護給付費の適正化につ
ながるとともに、多くの高齢者の生活の充実を通じて、「共に社会を支える力」を強化することもできる。
加えて、働きながら子育てしやすい環境づくりなどを進める働き方改革や、若者の就労支援、多様な人材の活躍促進などを通じ
て、暮らしの充実を図り、また、子育てなどの一人ひとりの希望を実現すれば、少子化対策に資するとともに、「支える力」を強
くすることにもつながる。
このように、健康寿命の延伸や暮らしの充実を通じて、持続可能な社会保障制度の構築、ひいては、人口減少時代を迎えた我が
国の活力の維持を図ることができる。
地方では、既に、インセンティブを活用した健康づくりの取組や、運動習慣・食生活の改善、特定健診の受診率の向上のための
取組、禁煙・受動喫煙防止対策など、様々な取組を実施しており、生活習慣病の発症・重症化予防に効果を挙げている事例がある。
また、地域包括ケアシステムの構築に向けた予防・健康・医療・介護等の各分野間の連携の強化につながっている事例や、子ど
も・子育て支援に効果を挙げている事例もある。
このたび、全国知事会としては、これらの地方の先進・優良事例をお互いに共有し、幅広く横展開する取組を開始することとし
た。これにより、人々の生活の質の向上を図りつつ、社会保障制度の持続可能性を高めるとともに、社会に活力をもたらす「健康
立国」の実現に向けて、地方は「地方の責任」をしっかりと果たすことを、ここに宣言する。
平成３０年７月２７日
全 国 知 事 会
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○各WTへの参加都道府県一覧表（令和元年7月10日現在）
健康づくり（５）
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○
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○
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○
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○
○
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○
○

○
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37

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
40

「行動する知事会」

リーダー

○
○
○
○
○
○

リーダー

○
○
○
○
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○
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○
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○
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○
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○

○

○

○
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○
○
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○
○
○
○
○
○
○
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○

○
○
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○
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○

○
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○

○
○

○

○
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○

○
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○
○
○
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41
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42
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○
43

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
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○
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○

○

○

○

○

○
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○
○

○
○
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○
○
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○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
リーダー

リーダー

○
○
○
○
○

リーダー

リーダー

○

リーダー

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

重症化予防WT

○
リーダー

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
38

○
38

17
6
7
21
21
18
16
21
6
19
21
21
21
11
20
10
21
17
21
21
21
21
21
17
9
21
9
21
21
21
10
21
21
21
21
21
18
20
21
21
21
20
21
7
21
8
7
818
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参 考

先進・優良事例の着実な横展開がスタート

横展開は着実に進んでいる。例えば・・・

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

リーダー

所属数

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

21

データ解析の
活用事例

○
○
○
○

○

す べ て の 子 ど も が

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

り

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

夢 を は ぐ く む こ と

○
○
○

○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

20

が で き る 社 会 づ く

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

その他

19

女性も活躍で
きる就労環境
の整備促進

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

18

仕事と子育て
の両立支援

○

リーダー

○
○
○
○
○

○
○

17

子育てにかか
る経済的負担
の軽減

○
○
○

○

○
○
○
○

16

妊娠・出産の
希望を叶える
ための取組

○
○
○

○

15

結婚の希望を
叶えるための
取組

○
○
○
○
○

14

介護人材の確
保

○
40

○
○
○
○
○

○
○

13

在宅医療・介
護連携の推進

○

○
○
○
○

次世代育成支援・女性活躍促進（６）
12

医薬品の適正
使用の推進

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

11

地域医療の担
い手確保

リーダー

○
○

10

地域医療構想
実現に向けた
取組

○
44

○
○
○
○
○
○

9
認知症対策

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

8

多様な福祉
サービスの提
供

リーダー

リーダー

○

7

効果的な介護
予防等の取組

○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

6

高齢者の社会
参加

○
○
○
○
○
○

5
重症化予防

○
○
○
○
○
○
○
○

地域包括ケアシステム（９）
4

特定健診・が
ん検診の受診
率の向上のた
めの取組

3

運動習慣・食
生活の改善

北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
東京都
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
千葉県
神奈川県
山梨県
静岡県
長野県
富山県
石川県
岐阜県
愛知県
三重県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
奈良県
和歌山県
兵庫県
鳥取県
岡山県
島根県
広島県
山口県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

2

インセンティ
ブを活用した
健康づくりの
取組

都道府県名

健康づくりプ
ロジェクト

1

（※ 新規・拡充の都道府県数は、H31.4.3時点）

地域医療構想実現WT・地域医療の担い手確保WT
リーダー:埼玉県

保健指導等のマンパワーの質的・量的確保
○糖尿病専門家派遣による人材育成を実施
○民間事業者と連携した保健指導等を促進
関係機関等との連携強化
○医師会、糖尿病対策推進会議、保険者協議会、
国保連合会、かかりつけ医などと連携を強化
新規・拡充：22都道府県
在宅医療・介護連携WT

リーダー:埼玉県・徳島県

医療機関の機能分化・連携の促進（医療構想WT）
○基金等を活用し医療機関の自主的な病床機能
転換や病床数適正化、ネットワーク化を促進

医師・看護職員等の養成・確保（担い手確保WT）
○へき地医療に従事する医師へのキャリア形成
支援や、訪問看護における研修・相談の拠点
整備等を促進
新規・拡充：20 都道府県（医療構想WT)
新規・拡充： ９ 都道府県（担い手確保WT）
仕事と子育ての両立支援WT

リーダー:高知県

リーダー:新潟県

医療と介護の連携強化
○ICTによるレセプトデータ等共有を促進
○入退院を支援する多職種の人材育成を強化

取組企業の拡充に向けたアプローチ
○制度融資や調達等における優遇措置などインセ
ンティブを拡充

在宅医療に関する情報等の提供
○医療・介護関係者の情報共有を促進
○在宅医療ケアに関する普及啓発を促進

個人に向けたアプローチ
○イベント等による男性育児に関する機運醸成
○男性育休取得者に対しインセンティブを付与

新規・拡充：24都道府県

新規・拡充：13都道府県
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持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議（平成30年7月27日設置）
【開催実績】
■第１回(H30/8/22)
・権丈 善一 慶應義塾大学商学部教授
「健康立国、人生100年、そして高齢者の定義再検討時代における社会保障のあり方」
・松田 晋哉 産業医科大学医学部教授
「データに基づく医療介護行政の推進に向けて－経済・財政一体改革推進会議での議論を踏まえて－」
■第２回(H30/9/5)
・清家 篤
慶應義塾学事顧問・日本私立学校振興・共済事業団理事長
「豊かな長寿社会を将来世代に」
・松田 茂樹 中京大学現代社会学部教授
「少子化対策について－すべての子育て世帯に対する支援の充実を－」
■第３回(H30/10/5)
・阿部 正浩 中央大学経済学部教授
「持続可能な社会保障と労働政策」
・阿部 彩
首都大学東京人文社会学部教授
「貧困の子どもの実態と対策」
■第４回(H30/10/11)
・今中 雄一 京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野教授
「健康・医療・介護の質・経済－地域システムの可視化から向上・再構築へ－」
・増田 寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
「社会保障分野における地方の役割と責任について」
■第５回(H31/1/10)
・土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授
「2025年に向けた医療介護の改革」
・真野 俊樹 中央大学大学院戦略経営研究科教授、多摩大学大学院特任教授
「持続可能な社会保障制度の構築に向け」
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持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議（平成30年7月27日設置）
【開催実績（続き）】
■第６回(H31/2/6)
・堀田 聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授
「未来の地域とケアをめぐる対話とそれに基づく協働・イノベーション
：オランダのチャレンジを手がかりに」
・渡辺 俊介 日本健康会議事務局長
「日本健康会議が目指すもの～健康なまち・職場づくり宣言2020～」
■第７回(H31/3/14)
「健康立国」の実現に向けて（とりまとめ案）について
・権丈 善一 慶應義塾大学商学部教授
・増田 寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
■第８回(R1/5/17)
テーマ：地域包括ケアシステム分野
・辻 哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授
・松田 晋哉 産業医科大学医学部教授
■第９回(R1/6/3)
テーマ：健康づくり分野
・津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター長
・岡村 智教 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教授
■第１０回(R1/6/3)
テーマ：次世代育成支援・女性活躍促進分野
・山重 慎二 一橋大学大学院経済学研究科教授
・松田 茂樹 中京大学現代社会学部教授
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持続可能な社会保障制度の構築に向けた国と地方の意見交換会（令和元年5月16日設置）
【開催実績】
■政務級会合（R1/5/16）
出席者

（国側）

大口 善徳
左藤 章
関 芳弘
長尾 敬
＜オブザーバー＞
古賀 友一郎

（地方側）上田
尾﨑
吉村
村岡

清司
正直
美栄子
嗣政

厚生労働副大臣
内閣府副大臣（少子化対策）
経済産業副大臣
内閣府大臣政務官（経済財政政策）
総務大臣政務官
全国知事会会長（埼玉県知事）
〃
社会保障常任委員長（高知県知事）
〃
男女共同参画ＰＴリーダー（山形県知事）
〃
次世代育成支援対策ＰＴリーダー（山口県知事）

■実務者会合
・5/17

テーマ：在宅医療・介護連携推進

・5/17

テーマ：地域医療構想実現・地域医療の担い手確保

・6/ 3

テーマ：重症化予防

・6/ 3

テーマ：仕事と子育ての両立支援

・7/ 1

テーマ：地域医療構想実現・地域医療の担い手確保

「持続可能な社会保障制度の構築に向けた国と
地方の意見交換会（政務級会合）」の様子

29

WTと関連する工程表項目
WT
健康づ
くりプ
ロジェ
クト
（健康
経営を
含む）
WT
インセ
ンティ
ブを活
用した
健康づ
くりの
取組WT

運動習
慣・食
生活の
改善WT
特定健
診・が
ん検診
の受診
率の向
上のた
めの取
組ＷＴ

改革工程表2018の取組項目

WT

改革工程表2018の取組項目

4

無関心層や健診の機会が少ない層への啓発

1

糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

5

予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度の整備

4

無関心層や健診の機会が少ない層への啓発

8

受動喫煙対策の推進

15

予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業に
ついて、多様・包括的な民間委託を推進

16

企業による保険者との連携を通じた健康経営の促進

4

無関心層や健診の機会が少ない層への啓発

5

予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度の整備

6

インセンティブの活用を含め介護予防・フレイル対策や
生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等を市町村が一体
的に実施する仕組みの検討

16

企業による保険者との連携を通じた健康経営の促進

17

保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセン
ティブの一層の活用等

1

糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

4

無関心層や健診の機会が少ない層への啓発

7

フレイル対策に資する食事摂取基準の活用

9

歯科口腔保健の充実と歯科保健医療の充実

1

糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

3ⅰ

4

がんの早期発見と早期治療

重症化
予防WT

高齢者
の社会
参加WT
効果的
な介護
予防等
の取組
WT
多様な
福祉
サービ
スの提
供ＷＴ
認知症
対策WT

15

予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業に
ついて、多様・包括的な民間委託を推進

17

保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセン
ティブの一層の活用等

36
ⅱ

「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格
運用開始

21

元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の
周辺業務において育成・雇用する取組を全国に展開

6

インセンティブの活用を含め介護予防・フレイル対策や
生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等を市町村が一体
的に実施する仕組みの検討

32

介護保険制度における財政的インセンティブの評価指標
による評価結果の公表及び取組状況の「見える化」や改
善の推進

25

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

2

認知症予防の推進及び認知症の容態に応じた適時・適切
な医療・介護等の提供

無関心層や健診の機会が少ない層への啓発

30

WTと関連する工程表項目②
WT

地域医療
構想実現
に向けた
取組WT

地域医療
の担い手
確保WT

改革工程表2018の取組項目
26
ⅰ

個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針につ
いて検討

26
ⅱ

公立・公的医療機関について民間医療機関では担うこと
ができない機能に重点化するよう再編・統合の議論を進
める

26
ⅲ

病床の機能分化にかかる都道府県知事の権限の在り方に
ついて関係審議会において検討

26
ⅳ

病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コスト
の検証を行い、必要な対応を検討

26
ⅴ

病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討

34

WT

改革工程表2018の取組項目
30
ⅰ

地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行う
とともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険
者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検討

31
ⅰ

レセプト情報を活用し、医師や薬剤師が投薬履歴等を閲
覧できる仕組みの構築

31
ⅱ

診療報酬での評価等

36
ⅱ

「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格
運用開始

47

調剤報酬の在り方について検討

大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域
間連携の促進

48
ⅰ

高齢者への多剤投与対策の検討

36
ⅱ

「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格
運用開始

49

後発医薬品の使用促進

38

卒前・卒後の一貫した医師養成課程の整備

51

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の
普及

39

総合診療医の養成の促進

23
ⅰ

話し合うプロセスの全国展開

51

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の
普及

23
ⅱ

本人の意思を関係者が随時確認できる仕組みの構築の推
進

24

在宅看取りの先進・優良事例の分析と横展開

36
ⅵ

ロボット・ＩｏＴ・ＡＩ・センサーの活用

⑦

在宅や介護施設等における看取りも含めて対応できる地
域包括ケアシステムを構築

医薬品
の適正
使用の
推進WT

在宅医
療・介
護連携
の推進
WT

31

WTと関連する工程表項目③
WT

介護人
材の確
保WT

妊娠・
出産の
希望を
叶える
ための
取組
WT
子育て
にかか
る経済
的負担
の軽減
WT

改革工程表2018の取組項目
21

元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の
周辺業務において育成・雇用する取組を全国に展開

36
ⅵ

ロボット・ＩｏＴ・ＡＩ・センサーの活用

40
ⅰ

従事者の役割分担の見直しと効率的な配置

40
ⅱ

介護助手・保育補助者など多様な人材の活用

40
ⅲ

事業所マネジメントの改革等を推進

10

生涯を通じた女性の健康支援の強化

11

22

乳幼児期・学童期の健康情報の一元的活用の検討

子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とする
ための優先順位付けも含めた見直し

WT

改革工程表2018の取組項目

仕事と
子育て
両立支
援WT

22

子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とする
ための優先順位付けも含めた見直し

女性も
活躍で
きる就
労環境
の整備
促進WT

10

生涯を通じた女性の健康支援の強化

すべて
の子ど
もが夢
をはぐ
くむこ
とがで
きる社
会づく
りWT

10

生涯を通じた女性の健康支援の強化

11

乳幼児期・学童期の健康情報の一元的活用の検討

22

子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とする
ための優先順位付けも含めた見直し

㊸

生活困窮者自立支援制度の着実な推進

データ
解析の
活用事
例WT

30
ⅰ

地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行う
とともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険
者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検討

36
ⅱ

「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格
運用開始
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別紙１
１．健康づくりプロジェクト（健康経営を含む）

（リーダー：神奈川県）

人生 100 年時代を迎えるにあたっては、いくつになっても誰もが生き生き
と暮らすことが大切であり、国民一人ひとりが、健康づくりへの意識を高め、
心と身体は、健康と病気の間を連続的に変化するものと捉える「未病」の考え
方も取り入れながら、
「食・運動・社会参加」等、幅広い視点から、ICT などの
テクノロジーも活用し、生活習慣を主体的に見直すなどして、より健康に近づ
けていくことが重要である。
現在、WT では、各自治体がこれまで地域の実態に合わせ、関係団体等と連
携･協力しながら進めてきた、健康に関する普及啓発、身近な場所で運動の実
践や相談ができる拠点の整備、インセンティブの付与、企業に対する健康経営
（CHO 構想1）の推奨等の取組の共有を 37 都道府県参加（現在は 42 都道府県）
のもと進めたところ、関係団体等と連携した意識醸成や、アプリ・SNS 等を活
用した県民への普及啓発の取組については参加している全都道府県がそれぞ
れ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみ
られている。こうした取組は改革工程表に掲げられている無関心層や健診の機
会が少ない層への啓発、予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度の整備
等の推進に資するものである2。
しかしながら、こうした取組にも関わらず、未だ多くの国民が、健康に関し
て無関心、無行動な状況にある。このため、国民全体の健康に向けた行動をい
かにして促し継続させていくか、そして改革工程表に掲げられた項目をより効
果的に実行するという観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であ
り、国に対しては、以下を求めていきたい。
(1) 我々の心身の状態は、健康と病気の間を連続的に変化するものとして捉
える「未病」の考え方も取り入れ、日頃から、主体的に自分の健康に向き合
い、
「食・運動・社会参加」等、幅広い視点から生活習慣を見直すなどして、
より健康な状態に近づけることが重要である。こうした取組を、幼少年期、
青年・壮年期、高齢期の各ライフステージに応じて実践することの必要性に
ついて、国民の理解促進に向け、エビデンスも活用した周知・啓発活動を強
1 Chief Health Officer(健康管理最高責任者)の略語。企業や団体が、CHO を設置し、従業員
やその家族の健康づくりを企業経営の一環として行う、いわゆる健康経営を進める取組。
（神奈
川県ヘルスケア推進プランより）
2 改革工程表では「4.無関心層や健診の機会が少ない層への啓発」、「5.予防・健康づくりに頑
張った者が報われる制度の整備」、
「8.受動喫煙対策の推進」、
「15.予防・健康づくりへの取組や
データヘルス、保健事業について、多様・包括的な民間委託を推進」
、「16.企業による保険者と
の連携を通じた健康経営の促進」とされている。

化すること。
あわせて、健康に関する無関心層や無行動層が、生活習慣病等への意識を
高め、「健康づくり・未病の改善」を実践できるよう、より効果的なインセ
ンティブの付与や、健康情報等の利活用に向けた ICT 基盤の構築、意識せず
ともより健康的な行動を起こさせるような新たな社会システムについて、国
においても自治体や企業等と連携して、積極的に検討、導入を進めること。
なお、検討にあたっては、
「ナッジ理論3」や「広告医学4」といった、行動経
済学の応用やわかりやすく人々に影響を与える研究を活用した取組を参考
にすることも効果的である。
(2) 2020 年のオリンピック・パラリンピックを機に我が国の国際化が一層進
展することを踏まえ、訪日客等が混乱することのない全国統一的な受動喫煙
防止対策が実施されるよう、改正健康増進法の運用に係る適切なガイドライ
ンを示すこと。
(3) 各自治体が地域の実態に応じて実施する、健康づくり（健康経営を含む）
にかかる普及啓発や県民運動の展開等の実践活動、健康づくりに取り組みや
すい環境整備、ICT 基盤の構築等の取組に対し、必要な財源措置を講ずると
ともに、自治体と連携して取組に係る評価方法の確立や、保健師等の専門職
員の確保について推進すること。

２．インセンティブを活用した健康づくりの取組 （リーダー：静岡県）
健康無関心層にまで事業実施の効果を広げるためには、幅広い対象に対する
アプローチの実施や、提供するインセンティブの内容を多様かつ魅力的なもの
としていくことが重要である。また、インセンティブ事業を一過性のものでは
なく、継続的なものとしていくことも重要な課題である。
現在、WT では、都道府県が主導して進める広域的なインセンティブ事業に
ついて、インセンティブを活用した健康づくりの取組のポイントとなると考
えられる健康無関心層の参加促進策や、健康経営（事業所とのコラボヘルス）
3 行動経済学を活用し、ちょっとした工夫で個人に気づきを与え、よりよい選択が出来るよう
支援する政策手法。（経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会第 10 回新事業創出ワーキンググ
ループ事務局説明資料②より）
4 横浜市立大学の武部貴則教授が提唱した概念で、デザインやコピーライティングなどといっ
た、わかりやすく、人々に影響を与える広告的視点を取り入れることで、生活する人々の行動
変容を実現する「コミュニケーション」を研究し、生活者の目線からさまざまな医療問題の解
決を目指す体系。
（広告医学（AD-MED ホームページ（https://admed.jimdo.com/））より）

分野での活用、効果の評価方法等に関する取組の共有を 29 都道府県参加（現
在は 38 都道府県）のもと進めたところ、事業所と協働し、従業員が健康づく
りの取組に参加しやすくなるような環境整備等については参加している多く
の都道府県が各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開
の成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている無関心
層や健診の機会が少ない層への啓発、予防・健康づくりに頑張った者が報われ
る制度の整備、介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予
防等を市町村が一体的に実施する仕組みの検討等の推進に資するものである5。
このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、
WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以下を求めてい
きたい。
(1) 地域のほか、職域における健康無関心層の行動変容につなげるとともに、
インセンティブとなる報奨の内容を多様かつ魅力的なものとするため、自治
体が実施するインセンティブ事業への事業所ごとの参加や、運営に対する事
業所や健康保険組合の協力（報奨の拠出、インセンティブ協力店舗の加盟）
について、関係省庁間で連携の上、事業所や健康保険組合の参加・協力を誘
導する方策を講じること。
(2) 自治体におけるインセンティブ事業の更なる拡大を図るためには、イン
センティブ事業の効果を適切に評価することが有効である。このため、国に
おいて、インセンティブ事業の有効な指標及び評価に関する仕組みづくりに
ついての研究を行うこと。
(3) インセンティブ事業は、幅広い対象に継続的かつ安定的に実施すること
が重要であるため、国民健康保険と被用者保険の被保険者を区別せず継続的
に実施できる新たな財政支援制度の創設を行うこと。

３．運動習慣・食生活の改善 （リーダー：新潟県）
生活習慣病の発生要因のひとつとしては、長年の好ましくない食事や運動不
足等の積み重ねがあることから、その発症を予防し、健康寿命を延伸するため
5 改革工程表では「4.無関心層や健診の機会が少ない層への啓発」、「5.予防・健康づくりに頑
張った者が報われる制度の整備」、
「6.インセンティブの活用を含め介護予防・フレイル対策や
生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等を市町村が一体的に実施する仕組みの検討」、
「16.企業
による保険者との連携を通じた健康経営の促進」
、「17.保険者努力支援制度の評価指標への追加
などインセンティブの一層の活用等」とされている。

にも、健康の増進を形成する基本的要素となる栄養・食生活、運動、歯・口腔
の健康等に関する生活習慣を改善するための施策を推進していくことが必要
である。特に、子どもの頃から健康的な生活習慣を定着させることや、無関心
層等をターゲットとした健康づくりの取組が重要である。
現在、WT では、運動習慣の定着や食生活の改善のための施策のポイントと
なると考えられる市町村や企業等と連携した取組、若い世代等の疾病のリスク
要因が顕在化していない層及び無関心層を含めた住民全体を対象とした取組
や生活習慣病の発症リスクが高まる働く世代に対する取組等の共有を 28 都道
府県参加（現在は 38 都道府県）のもと進めたところ、ショッピングセンター
等を活用した情報提供や体験イベントを通じた普及啓発、表彰等のインセンテ
ィブを活用した企業の取組促進等については参加している全都道府県がそれ
ぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果が
みられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている糖尿病等の生活習
慣病や慢性腎臓病の予防の推進、無関心層への啓発等の推進に資するものであ
る6。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点か
らも、WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以下を求
めていきたい。
(1) 無関心層に働きかけるには、各都道府県の取組だけでは十分な効果が得
られないため、スニーカービズ7の取組やヘルシーメニューを提供する飲食
店の認証といった、国をあげてのムーブメントの創出等、社会全体で健康的
な生活習慣の定着に向けた取組が促進されるよう施策を強化すること。
(2) 国民が生涯にわたり健やかに暮らすためには、子どもの頃から健康的な
生活習慣を定着させることが重要である。子どもに対する健康づくりの取組
は、保健福祉主管部局と教育委員会が連携し、学校現場において取り組むこ
とが効果的であるが、より強力に推進するため、厚生労働省が率先して文部
科学省等の関係省庁と連携し、地方の取組を後押しすること。
(3)

運動習慣や食生活等の生活習慣の改善の効果は、すぐには表れず、長期

6 改革工程表では「1.糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進」、「4.無関心層や健診
の機会が少ない層への啓発」、「7.フレイル対策に資する食事摂取基準の活用」、
「9.歯科口腔保
健の充実と歯科保健医療の充実」とされている。
7 歩きやすい靴を履くことで、多忙な日常の中でも仕事の合間や休憩時間を利用して歩くな
ど、手軽に運動機会を確保することができる取組。
（福井県ホームページ
（http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kenkou-zukuri/sneaker-biz.html）よ
り）

的に取り組む必要があることから、上記の取組を含め、地方の実情に合わせ、
柔軟に活用できる人的支援及び補助金制度の創設や継続等の財政的支援を
行うこと。
あわせて、運動習慣や食生活改善の取組において説得力あるデータとして
活用するため、健康づくり事業における QOL の寄与度と医療費抑制効果の全
国共通の算出方法を考案し可視化すること。

４．特定健診・がん検診の受診率の向上のための取組 （リーダー：栃木県）
健康寿命の延伸・健康格差の縮小のためには、健康的な生活習慣の定着や健
（検）診による疾病等の早期発見が不可欠であり、全医療保険者が一丸となっ
た特定健診・がん検診の受診率向上に向けた対策や生活習慣病予備群等の確実
な把握及び保健指導などの取組を強化すべきである。
現在、WT では、特定健診・がん検診の受診率向上のポイントと考えられる働
き盛りの世代に対する受診勧奨、医療保険者との連携や職域健診における特定
健診・がん検診の位置づけなど、企業の健康経営の視点を含めた取組手法の共
有を 30 都道府県参加（現在は 38 都道府県）のもと進めたところ、専門家派遣
による人材育成や ICT を活用した保健指導の実施など受診勧奨や保健指導の
ためのマンパワーの質的・量的確保や、より効果的な対応に向けた関係団体、
企業等との連携強化の取組については参加している全都道府県がそれぞれ各
地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみられ
ている。こうした取組は改革工程表に掲げられている無関心層や健診の機会が
少ない層への啓発、がんの早期発見と早期治療等の推進に資するものである8。
このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、
WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては以下を求めていき
たい。
(1) 特定健診やがん検診の重要性について、事業主や特に健（検）診の入り
口となる 40 歳代の国民に対して、国において受診促進に向けた周知・啓発
活動を強化すること。
(2) 職域健診における特定健診やがん検診の実施状況の把握が十分に行えて
いない現状にあるため、職域で実施する特定健診や国の指針に基づくがん検
診の実施状況及び実施結果を医療保険者等から地方自治体に報告してもら
8 改革工程表では「1.糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進」、「3ⅰ.がんの早期発
見と早期治療」
、「4.無関心層や健診の機会が少ない層への啓発」とされている。

うなど、情報を一元化して把握できる仕組みを整備するとともに、根拠法を
統一すること。
(3) 全ての者が漏れなく適切に特定健診やがん検診が受けられるよう、都道
府県独自の積極的な取組に対する財政支援を行うとともに、全医療保険者に
対しても財政的な支援等の拡充を図ること。

５．重症化予防
（リーダー：埼玉県）
糖尿病性腎症になり人工透析が必要な状態になると、日常生活が大きく制限
され QOL の低下を招くこととなることから、こうした事態を少しでも回避す
るため、若い世代や無関心層も含めたアプローチを進めるなど健康づくり・重
症化予防の取組を強化すべきである。
現在、WT では、重症化予防の取組のポイントとなると考えられる受診勧奨、
保健指導のマンパワー確保策（外部委託含む）、効果的な関係機関との連携手
法、より成果を追求するための進捗管理・評価手法を中心に、取組の共有を 34
都道府県参加（現在は 41 都道府県）のもと進めたところ、糖尿病専門家派遣
による人材育成や民間事業者と連携した保健指導の実施など、保健指導等のマ
ンパワーの質的・量的確保に向けた取組については参加している全都道府県が
それぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成
果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている糖尿病等の生
活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進、無関心層や健診の機会が少ない層への啓
発等の推進に資するものである9。このため、改革工程表に掲げられた項目をよ
り効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であり、
あわせて、国に対しては以下を求めていきたい。
(1) そもそも糖尿病が重症化した際の深刻な合併症について国民に十分理解
されていないことから、その深刻な症状を始め治療の継続や定期検査の重要
性などについて、メディアを活用した情報発信を行うなど国をあげての周
知・啓発活動を強化すること。
(2） 市町村をはじめとする多くの保険者において保健師等のマンパワーの確
9 改革工程表では「1.糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓炎の予防の推進」、「4.無関心層や健診
の機会が少ない層への啓発」、「15.予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業につい
て、多様・包括的な民間委託を推進」、
「17.保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセ
ンティブの一層の活用等」、
「36ⅱ.「保健医療データプラットフォーム」の 2020 年度本格運用
開始」とされている。

保が課題となっている。そのため、人材確保等に対する支援を行うとともに、
講師派遣や効果的な保健指導力向上のためのスキルアップ研修を充実する
こと。また、市町村のみならず、全保険者への恒久的な補助制度の創設など
財政的な支援等の拡充を行うこと。さらに、国においてヘルスケア産業の育
成を支援するなど民間委託の推進を後押しすること。
(3) 重症化予防の取組は効果が出るまでに長期間を要し、また、都道府県レ
ベルではデータ量が少ないため分析が不十分である。重症化予防の取組にお
いて説得力あるデータとして活用するため、受診勧奨や保健指導の QOL へ
の寄与度と、医療費抑制効果の全国共通の算出方法を考案し可視化すること。

６．高齢者の社会参加 （リーダー：長野県）
人口減少に伴い、人手不足への対応や地域コミュニティの維持が課題となる
中、高齢者には、経済社会の担い手として、また、地域活動の支え手として、
大きな役割が期待されている。
平均寿命の延伸とともに高齢者の身体能力や健康状態は向上しており、また、
「働きたい」「社会貢献したい」という意欲も高い。今後、健康寿命の更なる
延伸という観点からも、高齢者が希望に応じて就労や地域のボランティア活動
など社会参加を通じて役割を担い、生きがいを持つことが重要と考えられる。
そのため、高齢者が豊かな知識・経験を活かし、年齢に関わらず多様な形で
活躍できる環境を整えていく必要がある。
現在、WT では、高齢者の社会参加の促進に向けた取組のポイントとなると
考えられる、就労を含め一層の社会参加を促すためのきっかけづくりや情報発
信、相談窓口の設置、高齢者と企業・団体等との橋渡し（マッチング）の仕組
みの構築など様々な支援について取組の共有を 21 都道府県参加（現在は 34 都
道府県）のもと進めたところ、社会参加のきっかけづくりや、ポイント制度や
スタンプラリーを活用した継続的な参加につなげる取組、就業や社会参加を希
望する高齢者と企業等とのマッチングの取組については参加している多くの
都道府県でそれぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの
横展開の成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている元
気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務において育成・
雇用する取組の推進に資するものである10。このため、改革工程表に掲げられ
た項目をより効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが
10 改革工程表では「21.元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務にお
いて育成・雇用する取組を全国に展開」とされている。

重要であり、国に対しては、以下を求めていきたい。
(1) 高齢者の社会参加への意識を高めるとともに、希望に応じて活躍できる
環境を拡大するための全国的な広報・啓発活動を行うこと。
(2) フレイル対策の重要な要素でもある高齢者の社会参加を促進する専門職
員やマッチング機能を担う人材の確保・育成とその活動に対する恒久的な財
源を確保すること。
(3) 就業意欲のある高齢者の雇用拡大や就業形態の多様化などに積極的に取
り組む企業に対する優遇措置、ハローワークの持つ企業情報の提供等、地方
公共団体と国の機関との連携強化等を推進すること。

７．効果的な介護予防等の取組 （リーダー：大分県）
高齢化の進展する中、
「できるだけ要支援・要介護状態にならない」、また「要
支援・要介護状態となっても重度化しない」ための取組の強化により、QOL の
維持・向上に努め、健康寿命の延伸につなげる必要がある。こうした取組の結
果、介護保険制度の持続可能性を向上させることも可能となる。
現在、WT では、効果的な介護予防等の取組のポイントとなると考えられる
地域ケア会議・介護予防、生活支援体制整備、自立支援、重度化防止等に向け
たリハビリテーション専門職等の活用を中心に、取組の共有を 25 都道府県参
加（現在は 35 都道府県）のもと進めたところ、市町村や地域包括支援センタ
ーの管理職等に対する研修や、アドバイザーの養成・派遣を通じた介護予防の
取組については参加している全都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実
施することが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうした取組は
改革工程表に掲げられているインセンティブの活用を含め介護予防・フレイル
対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等を市町村が一体的に実施する仕
組みの検討等の推進に資するものである11。このため、改革工程表に掲げられ
た項目をより効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが
重要であり、国に対しては、以下を求めていきたい。

11 改革工程表では「6.インセンティブの活用を含め介護予防・フレイル対策や生活習慣病等
の疾病予防・重症化予防等を市町村が一体的に実施する仕組みの検討」、
「32.介護保険制度にお
ける財政的インセンティブの評価指標による評価結果の公表及び取組状況の「見える化」や改
善の推進」とされている。

(1) 高齢者の介護予防、自立支援・重度化防止等の取組の重要性等について、
高齢者はもとより医療・介護関係者に対し、国をあげての周知・啓発活動を
強化すること。また、医療・介護の専門職団体との連携が重要であり、関係
団体の組織的な取組が求められることから、関係団体が専門職の人材確保・
育成等を充実できるよう支援策を講じること。
(2) 住民主体の通いの場等において、自立支援に資する介護予防・フレイル
対策を効果的に進めるため、専門職の配置やそのための財政等の支援を充実
すること。
(3) 自立支援・重度化防止を目的とする保険者機能強化推進交付金について
は、地方と十分に協議し、ペナルティとなるディスインセンティブは行わな
いようにするとともに、中長期的に安定して事業を継続できるよう交付金等
の運用の弾力化を図ること。また、当交付金の拡充を行う際には、既存補助
金を原資とする振替等によらず、必要な財源を確保すること。

８．多様な福祉サービスの提供 （リーダー：富山県）
近年、高齢化や人口減少の急速な進行、家族機能の低下等を背景に、地域で
のつながりや支え合い機能が弱まっている中、人々が様々な生活課題を抱えな
がらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、住民や多様な主体が
参画し、支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく
ことのできる「地域共生社会」を実現する必要がある。
各都道府県においては、市町村と連携しながら、
「支え手」
「受け手」という
関係を超えて、地域の住民や多様な主体が参加した様々な福祉サービスの提供
が行われ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる取組が進めら
れている。
現在、WT では、多様な福祉サービスの提供の取組のポイントとなると考え
られる、地域での居場所（拠点）づくりや見守り・相談支援体制等の整備につ
いて取組の共有を 20 都道府県参加（現在は 33 都道府県）のもと進めたとこ
ろ、サービスの対象者を限定しない居場所（拠点）づくりや、見守り支援・相
談支援体制を整備するなどの取組については参加している多くの都道府県が
それぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成
果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に資するものである12。一方、制
12 改革工程表では「25.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」とされている。

度に対する自治体や事業者等の認知度の不足や支援体制構築のための財源等
の課題があるため、国に対しては、以下を求めていきたい。
(1) 地域の住民や多様な主体が参画し、支え合いながら、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らすという「地域共生社会」の理念の周知を市町村や事業
者等に対して図るとともに、住民相互の支え合いが促進されるよう、地域福
祉の推進や住民が主体的に地域課題を把握し解決を試みる体制等の充実を
強力に後押しすること。
その際、様々な方が集うことのできる「居場所」が重要となることから、
居場所づくりやそこへつなぐ（誘導する）ための環境整備を強力に支援する
こと。
(2) 共生型サービスなど制度・分野の縦割りを超えた取組の一層の普及を強
力に後押しするとともに、子どもから高齢者まで地域の誰もがその人らしく
暮らすことができ、意欲、能力、状況等に応じ社会的役割や生きがいを持て
るよう、農福連携の推進などによる就労・社会参加の場の整備等に対する支
援を充実すること。
(3) 多職種・多機関を総合的にコーディネートする相談支援包括化推進員
（コミュニティソーシャルワーカー等）の配置等に対する支援など、包括的
支援体制構築のための国の恒久的な補助制度を創設し、自治体の創意工夫あ
る取組を強力に後押しすること。なお、包括的支援体制の構築にあたっては、
地域包括支援センターや生活困窮者の自立相談支援機関など、既存の各分野
の相談支援機関の体制強化を図ること。

９．認知症対策 （リーダー：熊本県）
急速な高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加を見据え、国においては、本
年６月に「認知症施策推進大綱」を取りまとめ、共生と予防を車の両輪とし、
政府一丸となって施策を推進する方針が示されたところであるが、引き続き、
認知症の方にやさしい地域づくりに向け、認知症施策の抜本的な強化を行うこ
とが重要である。
現在、WT では、認知症対策の取組のポイントとなると考えられる、認知症
サポーターの活動活性化のための仕組みづくり、認知症疾患医療センターとか
かりつけ医等との連携強化、若年性認知症の人の受入事業所の育成・支援、運
転免許センターへの看護師の配置等関係機関との連携などを中心に、取組の共

有を 25 都道府県参加（現在は 34 都道府県）のもと進めたところ、本人や家族
等の社会交流、相談の場等の設置や特性に応じた仕事の場づくりを通じた若年
性認知症施策の取組については参加している多くの都道府県がそれぞれ各地
域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみられて
いる。こうした取組は改革工程表に掲げられている認知症予防の推進及び認知
症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供の推進に資するものである
13
。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点から
も、WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以下の点を
求めていきたい。
(1) 認知症施策の加速的な推進を図るため、認知症の人を社会全体で支える
体制を構築し、認知症施策を加速させるための法律を制定すること。また、
認知症高齢者の急増に伴い増大する財政需要に地域の実情に応じて十分対
応できるよう、認知症施策緊急強化基金を創設するなど恒久的な補助制度の
創設等財政措置を講じること。
あわせて、認知症予防、早期発見・早期対応の重要性や社会全体での支援
の必要性について、国民の理解促進を図ること。特に認知症の人にやさしい
地域づくりに向け、産業界の参画を推進するとともに、認知症サポーターの
活動支援の一層の強化を図ること。
(2) 認知症発症メカニズムの解明と予防や治療に関する研究開発を加速し、
投薬等の治療の標準化を急ぎ、新しい知見を関係者へ周知徹底するなど、認
知症予防をはじめ国による認知症に関する研究・技術開発の促進を図ること。
あわせて、より質の高い認知症ケアを推進するため、一層の認知症疾患医
療センターの充実に向け、地域の実情に応じた十分な財政措置を講じるとと
もに、専門性を高めるための支援を推進すること。また、認知症の症状に応
じた適切な医療・介護サービスを提供するための各種人材の育成を強化する
こと。
(3) 高齢運転者による交通事故が後を絶たない中、自動車運転免許を返納し
ても日常生活に支障を来さないよう、免許返納後の通院や買い物等の移動手
段確保を推進するため、地域の実情に合わせた体制整備に対する支援を一層
強化すること。また、道路交通法改正に伴う認知症診断の増加に対応するた
め、人的基盤の強化など体制整備を推進すること。
13 改革工程表では「2.認知症予防の推進及び認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護
等の提供」とされている。

あわせて、若年性認知症の人は、就労や生活費等の経済的問題が大きいこ
と等から、若年性認知症の人の早急な実態把握、社会参加のための環境整備、
就労継続のための雇用制度及び経済的支援策の整備など、若年性認知症にな
っても本人の力を最大限に活かせる環境整備を早急に進めること。

10．地域医療構想実現に向けた取組 （リーダー：埼玉県）
QOL の向上を目指し、その地域にふさわしいバランスの取れた医療提供体制
を実現するための地域医療構想の実現に向けては、地域における適正な医療提
供体制の構築のため、医療機関などの関係者と連携しながら、地域医療構想調
整会議等においてデータを整理し、地域の実情にあった論点の提示を行い、協
議の推進や、病床機能の分化・連携への支援などを通して、医療機関の自主的
な取組を促していくことが重要である。
現在、WT では、地域医療構想の実現に向けた取組のポイントとなると考え
られる、地域の医療提供体制の分析方法、医療機関の自主的な取組への支援、
公立病院の再編・ネットワーク化の支援などを中心に、取組の共有を 28 都道
府県参加（現在は 38 都道府県）のもと進めたところ、基金等を活用した医療
機関の自主的な病床機能転換の支援など、医療機関の機能分化・連携促進の取
組については参加している全都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施
することが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうした取組は改
革工程表に掲げられている地域医療構想の実現に資するものである14。このた
め、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、WT の
取組を加速化させることが重要であり、国に対しては以下を求めていきたい。
(1) 地域の医療提供体制の状況を的確に把握するため、病床機能報告の内容
の改善や精度の向上を図り、都道府県が実施する定量的基準による分析につ
いて必要な技術的支援を行うこと。
また、最新のデータに基づく４機能別15、主要疾患別の入院患者の流入・
流出の状況等の必要な情報の提供を行うとともに、地域医療構想の具体化に

14 改革工程表では「26ⅰ.個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について検
討」、
「26ⅱ.公立・公的医療機関について民間医療機関では担うことができない機能に重点化す
るよう再編・統合の議論を進める」
、「26ⅲ.病床の機能分化にかかる都道府県知事の権限の在り
方について関係審議会において検討」、
「26ⅳ.病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・
コストの検証を行い、必要な対応を検討」
、「26ⅴ.病床のダウンサイジング支援の追加的方策を
検討」、
「34.大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域間連携の促進」、
「36ⅱ.
「保健医療データプラットフォーム」の 2020 年度本格運用開始」とされている。
15 病床の４つの機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）。

向け、病床のダウンサイジングや医療従事者の確保への財政的な支援の拡充
など医療機関の自主的な取組を促す方策を示すこと。
あわせて、地域医療構想の実現に向け、地域医療支援病院等については基
幹的な役割を担うことが必要であることから、承認要件の追加について地域
の実情に応じたあり方を検討すること。
(2) 公立病院の再編・ネットワーク化について、地方交付税措置のある病院
事業債（特別分）の地方交付税措置の対象期間の延長や対象となる経費の拡
充を図ること。
また、公立病院の再編・ネットワーク化により病院事業を廃止した場合に
おいて、引き続き自治体の財政負担が生じる場合には、地方交付税などによ
る適切な措置を講じること。
(3) 地域医療構想の実現のためには、地域医療介護総合確保基金（医療分）
の事業区分１「病床の機能分化・連携」のみならず、事業区分２「在宅医療
の推進」及び事業区分３「医療従事者等の確保・養成」も併せて進めて行く
必要があるため、事業区分間での流用を可能とすること。
また、地域医療構想調整会議における丁寧な議論が重要であることから、
調整会議の開催経費について基金を充当可能とするなど、都道府県の実情に
応じて基金の柔軟な活用が出来るよう見直すとともに、必要な予算の確保を
行うこと。

11．地域医療の担い手確保 （リーダー：徳島県）
医療従事者の都市部への集中による「地域偏在」及び小児科・産科・外科な
どの特定の診療科における医師不足である「診療科偏在」など、医療を取り巻
く多様な状況に適切に対応し、地域住民の安全・安心な医療を提供していくた
め、限りある医療資源を効率的かつ効果的に活用した地域医療提供体制の構築
が重要である。
現在、WT では、地域医療の担い手確保の取組のポイントとなると考えられ
る、地域の複数の公的医療機関が一体となった医療提供体制やへき地医療広域
連携のモデル、訪問看護や訪問介護の一体的なサービス提供による医療と介護
の連携、医療従事者の離職防止などを中心に、取組の共有を 22 都道府県参加
（現在は 35 都道府県）のもと進めたところ、へき地医療に従事する医師への
キャリア形成支援や、訪問看護における研修・相談等の拠点整備等の取組につ
いては参加している多くの都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施す

ることが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうした取組は改革
工程表に掲げられている総合診療医の養成の促進等に資するものである16。こ
のため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、WT
の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以下を求めていきた
い。
(1) 国において示された医師偏在指標だけでなく、各地域の実情を踏まえ、
国が主体的に抜本的な医師確保対策を行うとともに、医師不足が顕著な都道
府県への十分な配慮が必要なことから、地域に必要な医師が十分に確保され
るまで医学部臨時定員増を延長するなどの対応を行うこと。
また、新専門医制度における専攻医募集に当たっては、各都道府県知事の
意見を十分に尊重し、専門研修制度の見直しが地域医療に影響を及ぼすこと
なく、地域の実情を踏まえたシーリングの弾力的運用が可能な制度設計とな
るよう、日本専門医機構に強く働きかけること。
さらに、へき地診療所等においては、生活習慣病から腰痛等の変性疾患や
軽度の外傷等、幅広い疾病への対応が求められることに加え、勤務する医師
が一人の場合が多く、管理者である自治医科大卒業医師等に過度な負担がか
かっている状況にある。このため、幅広い診療能力を身に付けられるような
研修の質の向上とその研修期間の処遇等を保障することなどによって、総合
診療専門医を目指す医師の増加を図るとともに、へき地診療所を医師のロー
テーションで支えるための管理者要件のさらなる緩和及び医師少数区域で
の勤務にインセンティブが働く効果的な方策の検討・導入について推進する
こと。
(2) 看護師をはじめとする医療従事者においても地域偏在が見られており、
へき地においては、様々なニーズに応じた医療・介護の提供が困難になって
いることから、地域が一体となった医療提供体制の構築を推進するため、労
働者派遣法上認められていないへき地への医師以外の医療関係職種の派遣
について、弾力的な運用を行うなど改善を図ること。
(3) 地域の医療提供体制の構築に向け、それぞれの地域の実情に応じた医療
従事者の養成・確保や在宅医療の推進などの取組を行うことができるよう、
地域医療介護総合確保基金を十分に確保すること。

16 改革工程表では「38.卒前・卒後の一貫した医師養成課程の整備」、「39.総合診療医の養成
の促進」
、「51.かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の普及」とされている。

12．医薬品の適正使用の推進 （リーダー：高知県）
重複・多剤投薬による健康被害のリスクを軽減し、適正な薬物療法に繋げ、
患者の QOL の向上を図るとともに、結果として薬剤料を削減し、医療費の適正
化にも繋がる医薬品の適正使用事業の取組を強化すべきである。
現在、WT では医療保険者によるレセプトデータを活用した重複・多剤投薬是
正やジェネリック医薬品使用促進に係る医薬品の適正使用事業に関して、より
多くの患者をカバーするための方策として、市町村国保はもとより後期高齢者
医療広域連合や協会けんぽ都道府県支部等の医療保険者の事業参加を、また、
個別通知効果を高めるための方策として、医療保険者と都道府県薬剤師会等が
協働した薬局薬剤師等による当該患者への積極的アプローチ等を中心に、取組
の共有を 34 都道府県参加（現在は 40 都道府県）のもと進めたところ、ジェネ
リック医薬品使用時の差額や重複投薬・多剤投薬者等について、対象者に対し
て保険者から個別に通知するなどの取組については参加している全都道府県
がそれぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の
成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている高齢者への
多剤投与対策の検討、後発医薬品の使用促進、かかりつけ薬剤師の普及等に資
するものである17。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実
行する観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては
以下を求めていきたい。
(1) 重複投薬の是正等による患者本人の身体的・金銭的メリットや医療費適
正化の必要性等について、患者はもとより保険医療機関等に対し、国をあげ
ての周知・啓発活動を強化すること。
(2) 服薬指導等の対象とする基準や事業評価方法について、地域の実情に応
じて独自の基準を設けることを許容しつつ、国として適切な根拠とともに一
定の基準や方法を示すこと。
(3)

重複・多剤投薬の未然防止等が期待される「保健医療データプラットフ

17 改革工程表では「30ⅰ.地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、
進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検
討」、
「31ⅰ.レセプト情報を活用し、医師や薬剤師が投薬履歴等を閲覧できる仕組みの構築」、
「31ⅱ.診療報酬での評価等」、
「36ⅱ.「保健医療データプラットフォーム」の 2020 年度本格運
用開始」
、「47.調剤報酬の在り方について検討」
、「48ⅰ.高齢者への多剤投与対策の検討」、
「49.
後発医薬品の使用促進」、
「51．かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の普及」
とされている。

ォーム」を活用した「保健医療記録共有サービス」の 2020 年度の本格運用
に向けて、国民理解の促進や保険医療機関等が参加しやすい環境整備を図る
等、実効性を高めること。

13．在宅医療・介護連携の推進 （リーダー：高知県）
在宅で療養する高齢者等が、必要な医療や介護を継続して受けながら安心し
て暮らし続けることができるよう、患者のニーズに対応した医療や介護が包括
的かつ継続的に提供される体制の確保に向けて、各地域の実情にあわせた在宅
医療と介護の提供体制の整備を進めるとともに、関係者間で互いに必要な情報
を共有できる環境を整えることが重要である。
現在、WT では、在宅医療・介護連携の推進の取組のポイントとなると考え
られる、多職種の連携、ICT による情報の共有、在宅医療に関する地域への支
援等を中心に、取組の共有を 34 都道府県参加（現在は 40 都道府県）のもと進
めたところ、ICT を活用した情報共有や、入退院時のルール策定・マニュアル
等を活用した医療と介護の連携強化の取組については参加している多くの都
道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横
展開の成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている住み
慣れた場所での在宅看取りの先進・優良事例の分析と横展開、ICT を活用した
医療・介護連携についての検討、在宅や介護施設等における看取りも含めて対
応できる地域包括ケアシステムの構築等の推進に資するものである18。このた
め、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、WT の
取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以下を求めていきたい。

(1) 各地域の実情にあった在宅医療と介護の提供体制の整備を進めるため
には、在宅医療・介護サービスの状況の把握や分析が必要なことから、KDB
システム等の各種データ活用に関する技術的な支援を行うこと。
また、NDB と介護 DB の連結解析が可能となったことから、国においてそ
れらを活用して健康情報や介護情報などの分析を行い、結果を全国比較がで
きるよう地域包括ケア「見える化」システムに掲載するなどの方法で提供す
ること。

18 改革工程表では「23ⅰ.話し合うプロセスの全国展開」、「23ⅱ.本人の意思を関係者が随時
確認できる仕組みの構築の推進」、
「24.在宅看取りの先進・優良事例の分析と横展開」、
「36ⅵ.
ロボット・IoT・AI・センサーの活用」、
「⑦在宅や介護施設等における看取りも含めて対応でき
る地域包括ケアシステムを構築」とされている。

(2) 中山間地域及び離島地域の医療・介護提供体制においては、在宅医療に
従事することができる総合診療専門医の育成が課題となっていることから、
人材確保のための支援や、現状の診療報酬及び介護報酬のみでは不採算であ
り、訪問看護や訪問介護といったサービスが必ずしも十分に提供されていな
いことから、報酬の加算等による総合的な対応策を検討すること。
また、在宅診療医師の負担を軽減するためのグループ診療の推進や、小規
模・多機能型居宅介護の導入推進を図るため、診療報酬・介護報酬の充実な
ど、支援策の更なる拡充を図ること。
(3) ICT を活用した情報連携ネットワークシステムの運営基盤の継続性、安
定性を保つためには、高額となるシステムの運営費（構築費に対して毎年約
5.7％の費用を要するとの報告もある19）について、地域医療介護総合確保基
金及び地域支援事業交付金のメニューへの追加や、ICT の活用・連携推進に
ついての診療報酬及び介護報酬の充実を図ること。
また、在宅医療と介護の連携強化に向けた研修の充実等、人材確保・育成
に関する支援を拡充するとともに、都道府県が年間通じて計画的に研修事業
を実施できるよう、地域医療介護総合確保基金の早期内示を図ること。

14．介護人材の確保 （リーダー：群馬県）
平成 30 年５月 21 日に国が公表した「第７期介護保険事業計画に基づく介
護人材の必要数について」によれば、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年
には約 245 万人の介護人材が必要になると推計されている。各都道府県では、
介護人材の確保に向け、地域医療介護総合確保基金を有効に活用しながら、
「参
入促進」、
「定着支援」、
「資質向上」を図る様々な事業に取り組んでいるが、伸
び続ける介護需要に追いつかず、有効求人倍率も増加の一途をたどっており、
外国人介護人材の活用も欠かせない深刻な人材不足の状況にある。今後、一層
生産年齢人口の減少が見込まれ、若年層の大幅な新規就業が期待できない中、
人材の裾野を拡げるために中高年齢層や子育て世代などへ向けての参入促進
の取組のほか、職場定着を図るための職場環境整備や、現場を支える質の高い
中核的人材の養成に加え、介護事業者が円滑に外国人を雇用できるように、外
国人介護人材の受入体制の充実を図ることも重要である。
現在、WT では、介護人材の確保の取組のポイントとなると考えられる多様
19 システムの運用費用は全国平均で毎年約 960 万円の費用がかかっており、システムの構築
費用の平均約 1 億 7 千万円（有料の場合）に対して、約 5.7％となっている。（日本医師会総合
政策研究機構「ICT を利用した全国地域医療連携の概況（2016 年度版）
」より）

な人材の参入促進、介護職員の定着支援・モチベーションアップ、基盤整備の
項目に整理し、取組の共有を 32 都道府県参加（現在は 40 都道府県）のもと進
めたところ、中高年齢者や外国人の参入を促進する事業については参加してい
る多くの都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施することとしており、
横展開の成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている元
気で働く意欲のある高齢者を介護等の専門職の周辺業務において育成・雇用す
る取組の全国展開や、ロボット・IoT・AI・センサーの活用等の推進に資する
ものである20。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行す
る観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、
以下を求めていきたい。
(1) 介護従事者の参入を促進し、将来の展望を持って業務に従事できるよう
にするため、介護事業者全体の処遇改善に確実に繋がることが担保される恒
久的な制度を構築するとともに、国において必要な財源を確保すること。ま
た、多様な人材の介護分野への参入促進に向けて、介護に関する正しい知識
や、イメージアップを図るため、国においてマスコミや映像等を活用した
大々的な PR を展開するとともに、若年層や子育てを終えた層、元気で働く
意欲のある高齢者層等のターゲット別アプローチを効果的に推進すること。
あわせて、外国人留学生の増加等に対応できるよう、介護福祉士修学資金
の貸付けに必要な財源を確保するほか、地域医療介護総合確保基金メニュー
の充実を図るとともに、介護福祉士養成施設を卒業した留学生等の外国人が
介護福祉士国家試験を受験する際は、EPA に基づく介護福祉士候補者と同様
に受験時間の延長等の配慮を行うこと。
また、技能実習や特定技能による介護人材を受け入れる介護事業者の経済
的負担の軽減策など支援の充実を図るとともに、大都市圏その他の特定の地
域に偏在しない具体的な方策を講じること。
(2) 生産性向上に向けて、介護現場での介護助手の活用や福祉機器・介護ロ
ボット・ICT 導入のための支援を強化するとともに、生産性向上ガイドライ
ンに基づく業務改善や文書量半減の取組については、本 WT の意見を求める
など、より現場に即した効果的な展開につなげること。

20 改革工程表では「21.元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務にお
いて育成・雇用する取組を全国に展開」、
「36ⅵ.ロボット・IoT・AI・センサーの活用」
、「40ⅰ.
従事者の役割分担の見直しと効率的な配置」、
「40ⅱ.介護助手・保育補助者など多様な人材の活
用」、
「40ⅲ.事業所マネジメントの改革等を推進」とされている。

(3) 地域医療介護総合確保基金について、地域の実情を踏まえて柔軟な対応
ができるよう制度改正を行うこと。

15．結婚の希望を叶えるための取組 （リーダー：山口県）
50 歳時未婚率や平均初婚年齢の上昇など、未婚化・晩婚化の進行が少子化
の大きな要因となっている一方、結婚を希望する未婚者の割合は男女とも８割
を超え、高い水準にあるものの、「適当な相手にめぐり会わない」、「結婚資金
が足りない」などの理由で、希望を叶えられていない状況にある。少子化の流
れに歯止めをかけるためには、価値観の押し付けにならないよう留意しつつ、
こうした結婚を希望する全ての人が、その希望を叶えることができる環境づく
りを進めていくことが重要である。
また、人生の選択肢が多様化する中、結婚を含めた将来のライフデザインを
希望どおり描くことができるようにするためには、早い時期に、自分の職業や
家庭、将来について実践的に考える機会を提供する必要がある。
現在、WT では、結婚の希望を叶えるための取組のポイントとなると考えら
れる、地域の実情に応じて自治体が取り組む結婚支援センターやセミナー・交
流会等による出会いの機会の提供、ライフデザイン構築のための支援等を中心
に、取組の共有を 30 都道府県参加（現在は 37 都道府県）のもと進めたとこ
ろ、結婚支援センターの運営においてはマッチング効率を高める取組として
AI・ビッグデータの導入が広がっており、また、イベント開催による出会いの
機会創出や結婚を支援する企業へのアプローチについては参加している多く
の都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなど
の横展開の成果がみられている。このため WT の取組を加速化させることが重
要であり、国に対しては、以下を求めていきたい。
(1) 支援を望む独身者の出会いの機会の提供など結婚の希望を叶える自治体
の取組が、地域の実情に応じて、安定的・継続的に実施できるよう、地域少
子化対策重点推進交付金の拡充や結婚支援センターの運営等の複数年度に
わたる同一事業も対象とするなど運用の弾力化を行うこと。
あわせて、結婚支援センターにおける AI やビッグデータを活用したきめ
細かなマッチングや複数の都道府県間による広域的な出会いの仕組みづく
りなどに対する支援の充実を図ること。
(2)

経済的な負担が結婚を躊躇させる大きな要因となっていることから、結

婚新生活支援事業の拡充や要件緩和を行うとともに、就労支援の強化や結婚

する若者の住宅確保や多世代同居、近居型住まいづくりへの支援を拡充する
など、結婚を応援するための経済的支援を充実・強化すること。
(3) 早い時期から、結婚、妊娠、出産、子育て、仕事を含めた将来のライフ
デザインを希望どおり描けるよう実践的に考える機会を提供することが重
要であることから、年齢と地域の実情に応じたキャリア教育やライフプラン
ニング教育を充実するとともに、国レベルでの情報提供や普及啓発などの取
組を強化すること。

16．妊娠・出産の希望を叶えるための取組 （リーダー：滋賀県）
近年、合計特殊出生率は改善傾向にあったものの平成 28 年から再び低下し
ており、子どもの人数は２人以上を理想と考える人が多いとのデータもある中
で、国民の妊娠・出産の希望を叶えるための取組を一層強化していくことが重
要である。
現在、WT では、妊娠・出産の希望を叶えるための取組のポイントとなると
考えられる、少子化の要因分析、不妊から不育、治療も含む妊娠と産婦から産
後ケアに関する理解や支援といった取組の共有を 25 都道府県参加（現在は 34
都道府県）のもと進めたところ、高校や大学等への出前講座や相談窓口の整備
等を通じた妊娠への理解の促進等については、参加する全都道府県が地域の実
情に沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こ
うした取組は改革工程表に掲げられている生涯を通じた女性の健康支援の強
化等の推進に資するものである21。このため、改革工程表に掲げられた項目を
より効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であ
り、妊娠前から産後のケアまで一貫した支援を行うため国に対しては、以下を
求めていきたい。
(1) 少子化対策は、直ぐに効果が現れるものばかりではなく、地域性もある
ことから、一例として地域毎に合計特殊出生率への影響要因を把握・分析し
た上で、中長期的な視点の下で必要な施策を講じることが効果的と考えられ
るため、まち・ひと・しごと創生に向けた取組の中で議論された少子化の要
因分析や少子化対策の検証結果等の活用に加え、さらなる少子化要因分析手
法の研究・開発を行うこと。また、分析結果を踏まえた事業を自治体が実施
するにあたり、裁量性かつ継続性のある助成を可能とする制度の創設にむけ
21 改革工程表では「10.生涯を通じた女性の健康支援の強化」、「11.乳幼児期・学童期の健康
情報の一元的活用の検討」とされている。

た財政支援を行うこと。
あわせて、出産後は、妊娠・出産にかかる疲労や身体の変化、ホルモンバ
ランスなど心身に大きな影響が生じる。そのような心身の状態の時期に並行
して子育てを行うことで育児不安や産後うつが生じることがあり、これらを
予防し早期に対応するため、出産後の支援を充実していく必要があることか
ら、自治体が事業を実施するにあたり、補助対象の拡充など裁量性かつ継続
性のある助成を可能とする制度の創設にむけた財政支援を行うこと。
(2) 年齢を重ねるほど妊娠率は下がり、妊娠・出産のリスクも高まることか
ら、若い世代に対し医学的根拠に基づく妊娠・出産・不妊の正しい知識の普
及・啓発を行った上で、子どもを望む夫婦の希望を叶えるため、妊娠や不妊
治療等への支援が必要であることから、不妊治療費助成制度について、経済
的支援の拡充を図ると共に、引き続き、効果的な施策となるための調査・研
究を進めること。
また、人工授精について、助成制度や医療保険の適用を含めた経済的支援
の拡充を図るとともに、理想とする子どもの人数は２人以上とする人が多い
ことから、第２子以降の出産についても、第１子と同程度の支援となるよう
拡充をすること。さらに、妊娠後の不育症についても、原因究明・治療法の
確立ならびに切れ目のないサポートのために検査費および治療費の助成制
度の創設を行うこと。
あわせて、不妊治療をしながら仕事が続けられるよう、不妊治療の治療日
数に応じた休暇制度や時間単位年次有給休暇の企業への導入を促進するこ
と。
(3) 将来子どもを持ちたいと望むがん患者にとって、がん治療に伴う生殖機
能への影響等について、正確な情報提供を受けた上で、必要な治療の選択が
できるよう環境整備を行うことが重要である。若いがん患者は、経済的基盤
が脆弱な中でがん治療と妊よう性温存治療と両方に費用負担が生じるため、
経済的支援が必要であることから、治療前に患者に正確な情報提供および必
要に応じて専門施設に紹介できるための体制構築を行うこと。また、経済的
理由により患者が治療をあきらめることのないよう、妊よう性温存治療費や
その後の凍結保存継続のための費用負担への助成制度を創設すること。あわ
せて、治療前に患者に正確な情報提供や専門施設への紹介等を行うための人
材育成を行うこと。

17．子育てにかかる経済的負担の軽減 （リーダー：鳥取県）
平成 29 年の出生数が 100 万人を下回り、合計特殊出生率も低い水準が続く
など、依然として我が国における少子・高齢化が進展する中で、次世代を担う
子どもを産み育てるための環境づくりを推進していくことは、
「未来への投資」
としてますます重要となっている。
本年 10 月からの幼児教育無償化の開始をはじめとした政府が進める全世代
型社会保障制度への転換は、我が国の将来にわたる活力を維持し成長を続けて
いくうえで不可欠であり、これまで地方がそれぞれ独自に取り組んできた子育
て世代に対する支援について、国の責任においてすべての子どもの成長を支え、
育んでいく社会の実現に資するものである。
その一方で、幼児教育無償化による保育ニーズのさらなる増加が見込まれる
ことから、現在でもひっ迫している保育人材の一層の不足が懸念されるところ
である。
また、社会環境の変化や働き方改革の推進により、子育て世代における子育
てのあり方の多様化に伴い、新たな子育て支援の要請やニーズが高まりつつあ
ることから、保育所等を利用する共働き世帯への支援と同様に在宅育児を志向
する子育て世帯に対する経済的支援の充実や、保育所利用と育児休業を子育て
世代のライフスタイルや地域の実情に合わせて柔軟に選択できるよう制度の
拡充などの検討も必要と思われる。
現在、WT では、子育てにかかる経済的負担の軽減の取組のポイントとなる
と考えられる、幼児教育・保育料の負担軽減、子育て支援サービスに係る負担
軽減、在宅育児世帯に対する経済的支援、企業・地域社会との協働による子育
て世帯への支援の４つの施策項目を定め、それぞれの施策の横展開に繋げるた
め項目ごとに課題や取組手法の有効性などの共有を 24 都道府県参加（現在は
33 都道府県）のもと進めたところである。こうした取組は改革工程表に掲げ
られている子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とするための優先
順位付けも含めた見直しの推進に資するものである22。このため、改革工程表
に掲げられた項目をより効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化さ
せることが重要であり、国に対しては、以下のとおり求めていきたい。
(1) 幼児教育・保育の無償化に伴い更なる保育ニーズの増加が見込まれるこ
とから、国において示された幼児教育・保育の質の確保に向けて、国の責任
において保育士等の更なる処遇改善を含めて取り組むこと。また、とりわけ
自主財源に乏しい地方において各自治体が地域の実情に合わせて保育の受
22 改革工程表では「22.子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とするための優先順
位付けも含めた見直し」とされている。

け皿整備や保育士確保等の取組を推進できるよう十分な財源を確保するこ
と。
(2) 子育て世代の子育て支援ニーズは多様かつ長きにわたることから、切れ
目なく子育て世代を支援するため、病児・病後児保育事業や放課後児童クラ
ブなどの子育て支援サービスの利用料等について、国の制度として経済的負
担の更なる軽減を図るとともに、地方の子育て支援の取組を抑制することの
ないよう、子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置
を全て廃止し、国の責任において子どもの医療に関わる全国一律の制度を創
設すること。また、病児・病後児保育事業の安定的運営に必要な基本分単価
を増額するなど、事業の普及のため市町村が取り組みやすい支援制度に見直
すこと。
(3) 共働き世帯が増加する一方で、家庭で育児を行う世帯が多数いることか
ら、いずれを選択しても希望の子育てを実現できるよう、全ての子育て世帯
が負担軽減を享受できる在宅育児世帯に対する支援制度・仕組みを構築する
こと。
あわせて、地域全体で子育て世代を応援するために、子育て支援パスポー
ト事業への協賛店舗等の拡大や、男性の育児参画や働き方改革の取り組み促
進など、企業や地域がより積極的に子育て支援に取り組むためのインセンテ
ィブが働く仕組みづくりを国においても検討することなどを通じて社会全
体で子どもを育てる機運の醸成を加速すること。

18．仕事と子育ての両立支援 （リーダー：新潟県）
共働き家庭や核家族世帯が増加し、地域コミュニティの姿も変化している中、
子育ての希望を叶えるためには、まずは育児の担い手としての夫の家事・育児
参画が不可欠であり、あわせて子育ての支え手の多様化を進めるとともに、子
育ての不安を解消することが重要である。さらに、仕事と子育ての両立に向け
ては、希望する誰もが就業でき働き続けることができる環境を整えることが重
要である。
現在、WT では、仕事と子育ての両立支援の取組のポイントとなると考えら
れる企業に対するアプローチについて、自治体から企業に対するインセンティ
ブの付与や啓発、企業同士の交流促進など、官民協働による取組の共有を 28
都道府県参加（現在は 35 都道府県）のもと進めたところ、シンボルマークを
活用した認定・登録制度や、制度融資や調達等における優遇措置によるインセ

ンティブ付与を通じた企業の取組促進については参加している多くの都道府
県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施することが予定されるなどの横展開
の成果がみられている。こうした取組は改革工程表に掲げられている子ども・
子育てについて、効果的・効率的な支援とするための優先順位付けも含めた見
直しの推進に資するものである23。このため、改革工程表に掲げられた項目を
より効果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であ
り、国に対しては以下を求めていきたい。
(1) 仕事と子育ての両立支援を含めた働き方改革の推進は、中小企業の人手
不足などの課題解決にも資するものである。長時間労働の是正、時間単位年
次有給休暇など柔軟な労働時間制度、テレワークなど柔軟な働き方の導入促
進、育児休業制度の見直しなど、多様な担い手による育児参画を促進する環
境整備を図るとともに、社会全体で子育てを応援する機運の醸成に向けた施
策を強化すること。
(2) 両立支援を含む働き方改革の取組については、国と地方とが十分な連携
体制のもと、一層効率的かつ効果的な事業の推進を図ること。
その際、特に、中小・小規模事業者が多い地方において取組がより進むよ
う、地方の実情を共有するとともに、生産性の向上につながる働きやすい職
場環境づくりと設備投資への一体的な支援や、各種支援施策に係る事務手続
きの一層の簡素化などに取り組むこと。
(3) 仕事と子育ての両立については、多様な主体の意識改革が必要であるこ
とから、一朝一夕で効果が現れるものではない。地域少子化対策重点推進交
付金については、「複数年度にわたる取組支援」の仕組みが新設されたが、
より柔軟な制度となるよう、交付金の運用の弾力化と拡充を行うとともに、
地方が中長期にわたって交付金を最大限に活用できるよう、「ステップアッ
プ要件」の趣旨を明示するなど、取組を進めること。

19．女性も活躍できる就労環境の整備促進 （リーダー：山形県）
人口減少が進む中、女性も能力を発揮し、いきいきと活躍するために、就業
機会や賃金・処遇など労働環境の改善が不可欠である。このため、出産や育児
等を理由に離職者が増える 20 代～40 代の女性が働き続けられる社会環境を整
23 改革工程表では「22.子ども・子育てについて、効果的・効率的な支援とするための優先順
位付けも含めた見直し」とされている。

備することや、離職した女性が、再就業を希望した場合に、仕事と子育て等を
両立しながら就労することができるように、複線的なキャリア形成を可能とす
る柔軟で多様な働き方を実現する職場環境の整備促進が必要である。
現在、WT では、女性も男性も活躍できる就労環境の整備促進の取組のポイ
ントとなると考えられる、子育てをしながら就業を希望する女性への支援や企
業における仕事と子育て等の両立支援の取組拡大に向けた社会全体の機運醸
成等を中心に、取組の共有を 24 都道府県参加（現在は 35 都道府県）のもと進
めたところ、シンボルマークを活用した認定・登録制度や、制度融資や調達等
における優遇措置によるインセンティブ付与を通じた企業における取組促進
については参加する全都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施するこ
とが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうした取組は改革工程
表に掲げられている生涯を通じた女性の健康支援の強化の推進にも資するも
のである24。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効果的に実行する
観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であり、国に対しては、以
下を求めていきたい。
(1) 女性が自ら望む形で活躍し、男女ともに仕事と子育て・介護等の生活を
両立しながら働き続けていくために、長時間労働の是正など、男性を中心と
した労働慣行の改善やこれまで女性の参画が少なかった分野への職域拡大
等に向けた施策を展開すること。また、依然として男性との格差が大きい、
女性の管理職・役員への登用や賃金、非正規雇用の状況を改善する取組を強
化すること。
特に、大多数を占める中小企業における女性の活躍やワーク･ライフ･バラ
ンスの推進の取組への支援を一層強化すること。
(2) 再就業を希望する女性を対象として、子育て等をしながら仕事をするこ
とに対する様々な不安の解消や子どもの預け先の相談、就業体験機会の提供、
求職者と企業とのマッチング、働くために必要な情報の提供などの総合的支
援を行う「ワンストップ型就労相談窓口」の設置拡大と運営に対する支援を
行うこと。
また、スキルアップ研修をはじめ、子育てしながらでも受講しやすい、短
時間訓練や託児サービス付きの職業訓練の拡充を図ること。
(3) 地域女性活躍推進交付金について、次年度以降も継続するとともに、国
庫負担割合を 10／10 に復元し、政府と地方が一体となって、本気で取り組
24 改革工程表では「10.生涯を通じた女性の健康支援の強化」とされている。

むための十分な財源を確保すること。
また、事業成果の確実な定着を図るために、複数年度の継続事業も交付
の対象とするなど、地域の実情に即した、弾力的で自由度の高い制度への
運用改善を図ること。

20．すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくり（リーダー：広島県）
次なる時代を切り開く原動力となる「人材の育成」に向けては、成育環境の
違いにかかわらず、全ての子どもが健やかに夢を育むことのできる環境の整備
が極めて重要である。
しかしながら、社会情勢の変化に伴う家族形態の多様化25やそれを背景とし
て、子どもたちが生まれ育つ環境によって様々なリスクが顕在化26してきてい
る中、このようなリスクに対応していくことはもちろんのこと、こうした環境
でも子どもたちがたくましく育ち生きていく資質・能力を身に付け、自らの可
能性を最大限高めることができるようにしていく必要がある。
現在、WT では、課題に対する認識や解決手法の有効性を共有して政策の横
展開に繋げるため、支援を必要とする世帯や子どもを把握して支援に結びつけ
る取組、民間との連携・協働も含めた子どもの居場所づくりに向けた取組、家
庭の経済的事情に関わらず学習することができる環境の整備、子どもや保護者
の生活実態を把握する取組等を中心に、共有を 29 都道府県参加（現在は 35 都
道府県）のもと進めたところ、無償化に伴う需要増加を見据え保育士確保に向
けた養成施設の学生に向けた修学貸付金や、潜在保育士のニーズ把握等の取組
については参加している全都道府県がそれぞれ各地域の実情に沿って実施す
ることが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうした取組は改革
工程表に掲げられている乳幼児期・学童期の健康情報の一元的活用の検討等の
推進に資するものである27。このため、改革工程表に掲げられた項目をより効
果的に実行する観点からも、WT の取組を加速化させることが重要であり、国
25 ７人に１人の割合の子どもが相対的に貧困状態、共働き家庭の割合の増加、少子化・核家
族化の進展、ひとり親家庭の増加など多様化が進んでいる。（厚生労働省「平成 28 年国民生活
基礎調査結果」より）
26 待機児童の発生（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成 30 年４月１日）」よ
り）
、児童虐待相談対応件数の増加（政府統計「平成 29 年度福祉行政報告例 児童福祉」よ
り）
、不登校児童生徒の増加（文部科学省「平成 29 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関する調査結果」より）、朝食欠食率の増加（国立教育政策研究所「平成 30 年
度全国学力・学習状況調査報告書」より）等の生活習慣の悪化などのリスクが顕在化してい
る。
27 改革工程表では「10.生涯を通じた女性の健康支援の強化」、「11.乳幼児期・学童期の健康
情報の一元的活用の検討」、
「22.子ども・子育てについて、効果的･効率的な支援とするための
優先順位付けも含めた見直し」、
「㊸.生活困窮者自立支援制度の着実な推進」とされている。

に対しては、以下を求めていきたい。
(1) 国の「子供の貧困対策に関する大綱」が平成 31 年度中に見直される予定
であるが、見直しにあたっては、現状把握はもちろんのこと、要因分析や課
題の構造化などを行い、根拠を明確に示すこと。また、それらの情報を各都
道府県と共有するとともに、市町村との役割分担や具体的な大綱の見直しス
ケジュールを早期に示すこと。
(2) 子どもの貧困対策では、対象となる子どもの把握が困難なこと、また、
「相対的貧困率」や「子どもの貧困率」等について、都道府県ごとのデータ
がなく施策効果を測る適当な指標がないことから、国の責任において、各種
データを用いて世帯や子どもの実態を把握する仕組みの構築や全国統一的
な基準を用いた指標の設定などを行い、都道府県別のデータを提供すること。
(3) 地域子供の未来応援交付金は、各自治体が現状把握や要因分析などを行
い、それらを踏まえて課題解決に向けた仮説を立てるなど、根拠に基づいた
戦略によって効果が見込まれる事業については、条件を付けることなく交付
金の対象とすること。また、複数年度での実施を認めるなど、各自治体の戦
略を尊重した交付金に見直すとともに恒久化を図ること。

21．データ解析の活用事例 （リーダー：栃木県）
人々の生活の質の向上を図りつつ、社会保障制度の持続可能性を高めるにあ
たり、各都道府県がより効果的･効率的な施策を展開するためには、様々なデ
ータを解析して、そこで得られた結果を施策に活用していくEBPMを推進する必
要がある。あわせて、住民や関係者への分かりやすい情報提供を行い、施策へ
の理解を促進し、その効果を一層高めていくことが、今後重要になってくる。
現在、WTでは、データ解析の活用のポイントとなると考えられるデータ解析
を行う主体や施策に応じた解析データの種別、協力・協働する機関、人材確保・
育成方策などについて事例の共有を30都道府県参加（現在は37都道府県）のも
と進めたところ、医療費等各種データの活用や、関係機関、民間企業等と協力・
協働した取組については参加している全都道府県がそれぞれ各地域の実情に
沿って実施することが予定されるなどの横展開の成果がみられている。こうし
た取組は改革工程表に掲げられている地域差分析を踏まえた保険者機能の一
層の強化や、「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格運用開始時

における活用の推進に資するものである28。このため、改革工程表に掲げられ
た項目をより効果的に実行する観点からも、WTの取組を加速化させることが重
要であり、国に対しては以下を求めていきたい。
(1) 国におけるビックデータ連結・解析に係る「保健医療データプラットフ
ォーム」構築にあたっては、自治体のニーズに応じた利便性の高いものとな
るよう、自治体からの意見を聴取する機会を設けるなどして自治体の意見を
反映するとともに、具体的な活用事例を提示すること。また、活用する際の
相談･助言等の支援を充実すること。
あわせて、本格運用開始が来年度に迫っていることから、自治体の準備期
間を確保するため、具体的な内容やスケジュールについて、可能な限り迅速
に情報提供すること。
(2) 自治体が計画の策定や地域の健康課題の分析等でデータ解析を行う際、
汎用的なデータについては、国において府省や部局間が連携し、一元的に解
析・集約した共通のデータセットを毎年度、定期的に提供するほか、簡単な
操作で集計・解析が可能となるようなアプリケーションを提供するなど、自
治体自らデータ解析を実施しやすい環境整備を強化すること。
あわせて、特定健診、医療レセプト、介護レセプト等のデータ連結、解析
を進めるにあたり、個人情報保護の取扱いについて困難が生じていることか
ら、国において整理すること。
(3) データ解析に係る自治体職員の能力向上のため、人材の育成･確保に向け
た取組を強化するとともに、自治体自らが解析を行うにあたり、医療保険者
や審査支払機関、大学等の研究機関などが保有するデータの活用や当該機関
との協力・協働がより進むように、自治体レベルでのデータ解析の必要性・
重要性について、関係機関に対し周知を一層図ること。

28 改革工程表では「30ⅰ.地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、
進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検
討」、
「36ⅱ.「保健医療データプラットフォーム」の 2020 年度本格運用開始」とされている。

別紙２

21WTの取組における主な横展開のポイント

注：取組における横展開のポイントについては主要なものを抜粋。令和元年度予算で新規もしくは拡充する項目がある都道府県数を「新
規・拡充」、それ以外の都道府県のうち将来的に検討する項目がある都道府県数を「将来的に検討」、それ以外で継続して実施している
都道府県数を「既に実施中」としている。（平成31年3月31日現在）
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健康づくりプロジェクト（健康経営を含む）WT（リーダー：神奈川県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○健康づくりの意識醸成に向けた仕組みづくり
－関係団体・企業等との連携（協議会、県民運動会議、協定締結等）、市町村との連携による
普及啓発

12

1

24

37／37

11

12

14

37／37

2

4

30

36／37

13

11

11

35／37

14

6

16

36／37

7

5

25

37／37

○健康づくりに向けた、県民へのアプローチ、普及啓発の実施や工夫
－様々な広報媒体のより効果的な活用、アプリ等やSNSの活用、健康に特化したポータルサイト
の運営
－各世代の課題に応じた普及啓発の実施（子ども、若者、勤労世代、高齢者、女性等）
○県民が主体的に健康づくりに取り組むための環境づくり
－健康づくりに取り組む拠点整備、健康データを管理するアプリ等の活用、企業等との連携に
よる社会環境整備（健康づくり関連の宿泊プラン等の商品化）
○健康経営の推進に向けた取組
－健康経営の取組に対する支援（アドバイザー派遣等）、インセンティブ（表彰・認定等）
○その他個別の取組
－禁煙・受動喫煙防止対策の実施

2

インセンティブを活用した健康づくりの取組WT（リーダー：静岡県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○個人の健康意識や行動変容の状況に即したインセンティブの提供、報奨のあり方
－健康づくりに参加するきっかけづくりとしてのインセンティブ（健康無関心層への働きかけを
念頭に入れた報奨の設定 等）

9

7

8

24／29

－健康づくりが習慣化するまでの継続支援としてのインセンティブ

9

6

9

24／29

－事業の継続性を確保した報奨の設定

6

3

14

23／29

4

8

9

21／29

15

2

7

24／29

－実施目的を明確にし、KPIを設定し経年的に評価

6

9

7

22／29

－参加者数や健康無関心層の割合等を把握し、きっかけづくりとして機能しているか検証

2

13

5

20／29

9

3

12

24／29

○評価の指標
－参加型・努力型・成果型を中心に組み立て、単一の指標ではなく、複数の組み合わせで設定
○個人インセンティブを提供する取組の指針・方策、効果
－事業所と協働し、従業員が健康づくりの取組に参加しやすくなるような環境整備

○継続性を確保する工夫
－企業や保険者、自治体が協働・連携、市町村による同様の事業との棲み分け・役割分担

3
運動習慣･食生活の改善WT（リーダー：新潟県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○県民運動の展開
－実態把握や科学的根拠に基づいた目標値の設定

0

2

26

28／28

－キャッチフレーズの設定、県独自の推奨（認証）メニューの開発・普及

6

4

17

27／28

5

3

15

23／28

10

3

15

28／28

3

0

25

28／28

－認定・登録による企業の取組促進、インセンティブ付与（表彰制度等）、企業の環境整備への
支援

10

3

15

28／28

－普及啓発事業の実施（食生活改善推進員による普及啓発、通勤・勤務時間中のスニーカー活用
を推奨（スニーカービズの推奨）)

2

5

20

27／28

○産学官、関係機関、市町村等との連携、取組支援等
－商品開発や利用促進、予防・改善プログラムの作成・提供・実施
○普及啓発事業の実施
－キーワードを設定したキャンペーン、イベントの開催（セミナー、研修会等）、ショッピング
センター等を活用した情報提供や体験イベント
－管理栄養士等の指導者派遣、食生活改善推進員による普及啓発
○働く世代への取組支援

4

特定健診・がん検診の受診率向上のための取組WT（リーダー：栃木県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○健診受診率向上のための都道府県独自の取組
－市町村の取組への支援、市町村国保以外の保険者の取組への支援

6

3

20

29／30

10

5

12

27／30

－広報（特定健診受診・がん検診の必要性啓発、特定保健指導の必要性啓発、精密検査の必要性
啓発）

4

1

25

30／30

－インセンティブを付与した健康づくり事業

8

2

13

23／30

5

4

21

30／30

7

4

19

30／30

2

2

23

27／30

－職域健診（検診）との連携、みなし健診、個別受診勧奨
○県民の健康意識の向上のための取組

○受診勧奨、保健指導等のマンパワーの質的・量的確保
－資質向上研修会の開催、専門家派遣による人材育成、ICTを活用した保健指導
○より効果的な対応をするための関係部署、関係機関との連携
－庁内関係部署との連携、保険者協議会・保険者、医師会、企業、労働局等との連携
○より成果を追求するための進捗管理、評価
－進捗管理（PDCA）の実施（実績のまとめ、実績を保険者等へフィードバック）

5
重症化予防WT（リーダー：埼玉県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○受診勧奨、保健指導等のマンパワーの質的・量的確保
－資質向上研修会の開催、専門家派遣による人材育成、民間事業者の活用

8

6

20

34／34

4

6

24

34／34

－庁内関係部署との連携、医師会、糖尿病対策推進会議、保険者協議会、国保連合会との連携

2

18

14

34／34

－かかりつけ医と専門医等との連携、保険者とかかりつけ医との連携

8

15

11

34／34

－対象者数・介入者数・医療機関受診者数により、介入率や医療機関受診率による評価

2

9

20

31／34

－学識者による医療費削減額の算出作業

3

8

0

11／34

○より住民に健康への意識を高めてもらう（事業参加者の増加）
－広報（糖尿病の恐ろしさを周知、特定健診受診の必要性啓発）
○より効果的な対応をするための関係部署、関係機関との連携

○より成果を追求するための進捗管理、評価

6

高齢者の社会参加WT（リーダー：長野県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○高齢者の社会参加の促進
－活躍の場の拡大や活動（地域活動、居場所やサロンの運営、NPO活動・ボランティア等）への
支援

0

0

13

13／21

－社会参加促進のきっかけづくり、継続的な社会参加につなげる取組（高齢者向けの講座、情報
交換の場等の開催、ポイント制度、スタンプラリーの実施）

2

0

16

18／21

0

0

7

7／21

－高齢者のための支援拠点（相談窓口の設置、情報発信（ホームページ、事例集の作成等））

0

1

12

13／21

－就業や社会参加を希望する高齢者と雇用したい企業や活用したい団体との橋渡し（マッチン
グ）の仕組み（マッチング等を行う職員の配置等）

1

0

11

12／21

－関係機関・団体等の協議の場

0

0

3

3／21

○高齢者の就業促進
－就業支援、雇用拡大（定年廃止・定年延長・継続雇用の働きかけ、求人の開拓、面接会・セミ
ナーの開催）
○高齢者の社会参加の推進体制

7
効果的な介護予防の取組WT（リーダー：大分県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○保険者による地域分析、介護保険事業計画の策定
－市町村への研修、アドバイザーの派遣

4

4

16

24／25

－市町村、地域包括支援センター等の管理職等に対する研修会等

3

4

18

25／25

－市町村へのアドバイザー派遣

3

0

22

25／25

－市町村職員・関係者に対する技術的支援研修会等、実地支援等を行うアドバイザーの養成・
派遣

1

5

19

25／25

0

0

25

25／25

－リハビリテーション専門職等を派遣する医療機関等の確保

0

3

19

22／25

－地域ケア会議や通いの場等への派遣実施

1

2

21

24／25

○地域ケア会議・介護予防

○生活支援体制整備等
－好事例の発信、市町村による情報交換の場の設置、市町村からの相談窓口の設置等、相談・
助言
○自立支援、重度化防止等に向けたリハビリテーション専門職等の活用

8

多様な福祉サービスの提供WT（リーダー：富山県）
主な横展開のポイント

将来的
に検討

既に実施中

計

0

２

10

12／20

・居場所づくり

0

0

６

6／20

・見守り支援

１

１

9

11／20

・一時預かり支援

0

１

４

５／20

・子育て支援

１

１

3

5／20

・相談支援

2

２

5

9／20

・生活支援（ゴミ出し、買い物支援、配食支援 等）、外出支援

1

１

6

8／20

・就労支援

１

１

2

4／20

2

１

13

16／20

新規・拡充

○地域での居場所（拠点）づくり／地域での見守り・支え合い・相談支援体制の整備
－サービスの対象者（支援を受ける者）を限定しない
－支援（事業）の内容

－都道府県の支援（施設整備支援、活動支援、人材育成支援 等）

9
認知症対策WT（リーダー：熊本県）
主な横展開のポイント

将来的
新規・拡充 に検討 既に実施中

計

○認知症への理解を深めるための普及・啓発
7

7

10

24／25

－基幹型センターと地域拠点型センター、疾患センターとかかりつけ医等の連携強化

2

3

15

20／25

－初期集中支援チームのスキルアップ支援、認知症地域支援推進員のネットワーク構築などの
活動支援

4

3

17

24／25

10

1

13

24／25

－医療・介護専門職の家族介護者支援力向上

1

1

6

8／25

ー地域福祉拠点など集いの場等への認知症カフェの設置・活動支援

1

1

16

18／25

－企業等との連携による地域支援体制の構築

0

0

14

14／25

－運転免許センター適性相談窓口への医療職（看護師等）配置等警察その他関係機関との連携

1

3

16

20／25

1

1

5

7／25

－認知症の疑似体験研修、サポーターのボランティア登録等活動活性化のための仕組みづくり
○認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

○若年性認知症施策の強化
－本人・家族等の社会交流・相談の場等の設置、特性に応じた仕事の場づくり、受入事業所の
育成・支援
○認知症の人の介護者への支援

○認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

○認知症の予防法、診断法、治療法等の研究開発及びその成果の普及

10

地域医療構想の実現に向けた取組WT（リーダー：埼玉県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○地域医療構想調整会議の活性化
－地域の医療提供体制の分析結果の提供（医療機関を対象とした独自アンケートの調査結果、病
床機能報告データ 等）

15

5

8

28／28

ー専門部会・ワーキンググループ等の設置（都道府県単位の調整会議

等）

7

6

14

27／28

－地域医療構想アドバイザーの活用（調整会議へのアドバイザー出席

等）

5

7

16

28／28

－医療機関の自主的な取組の支援（医療介護総合確保基金を活用した病床機能転換の促進・病床
数適正化の促進、公立・公的病院の再編・ネットワーク化の支援 等）

7

7

14

28／28

－該当医療機関の調整会議への出席依頼と非稼動病床解消に向けた説明、非稼動病床の削減要請

1

5

16

22／28

5

8

14

27／28

2

2

23

27／28

○医療機関の機能分化・連携の取組への支援

○研修会等の実施
－医療機関や調整会議構成員等を対象とした都道府県主催の研修会
○住民への地域医療構想の取組の周知
－ホームページでの議論の状況の公開、リーフレット・チラシ等の作成、住民向け説明会（出前
講座等）

11

地域医療の担い手確保WT（リーダー：徳島県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○医師の養成・確保

－へき地医療に従事する医師へのキャリア形成支援、若手医師への指導・助言や教育を行う指導
医の確保

4

0

12

16／22

－代診医の派遣調整、女性医師の復職支援

1

0

14

15／22

－訪問看護における研修・相談等の拠点整備、訪問看護師等へのキャリアに応じた教育体制の整
備

0

0

14

14／22

－訪問看護師等への利用者からの暴力対策

2

2

6

10／22

－医療機関、訪問看護事業所等における看護職員の派遣・出向

4

2

4

10／22

1

3

9

13／22

1

1

8

10／22

0

3

5

8／22

○看護職員の養成・確保

○地域における応援体制の構築
－協議体の設置、地域による相互応援体制、へき地医療機関のネットワーク化
○医療と介護の連携強化
－訪問看護（介護）事業所への支援、定期巡回・随時対応サービス事業所への支援
○関係団体等との連携
－医師会との医師派遣協定の締結、看護協会との看護職員確保支援

12

医薬品の適正使用の推進WT（リーダー：高知県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○より多くの人にアプローチをする（連携する医療保険者の範囲）
－市町村国保、後期高齢者広域連合、協会けんぽ都道府県支部

0

4

21

25／34

8

6

20

34／34

－服薬サポーター、市町村職員等医療保険者職員による個別勧奨

2

6

17

25／34

－薬剤師会の協力による個別勧奨

1

8

4

13／34

6

8

17

31／34

6

8

18

32／34

○対象者に事実を伝える（医療保険者からの個別通知（郵送））
－ジェネリック医薬品差額、重複投薬者、多剤投薬（ポリファーマシー）
○対象者の行動を後押しする（医療保険者からの個別勧奨）

○対象者の行動変容を促す（薬剤師会（薬局）との連携等）
－来局者への声かけ、在宅訪問による服薬指導、かかりつけ薬剤師・薬局の普及
お薬手帳の一冊化、お薬手帳の普及（電子版含む）
○社会全体・対象者に理解を得るための広報内容
－ジェネリック医薬品の知識、重複・多剤投薬のリスク、医療費適正化の必要性

13
在宅医療・介護連携の推進WT（リーダー：高知県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○在宅医療提供体制の確立
－在宅医療に取り組む病院・診療所の増加施策、在宅医療提供体制の確立に向けた組織の設置

5

0

23

28／34

－在宅医療に関わる訪問看護師の育成

4

0

24

28／34

－在宅歯科医療の推進

4

0

25

29／34

－ICTを活用した情報共有

6

0

21

27／34

－多職種連携のためのガイドラインの作成、人材養成

2

4

21

27／34

－市町村・医療機関等の連携による在宅医療への取組に対する支援、市町村への支援員派遣

3

0

21

24／34

－医療・介護関係者の情報共有への支援、研修支援、連携推進に向けた説明会等

5

0

25

30／34

－人生の最終段階における医療ケアの普及啓発、在宅ホスピスボランティアの養成

8

4

16

28／34

○医療と介護の連携強化

○地域への支援

14

介護人材の確保WT（リーダー：群馬県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○多様な人材の参入促進
－中高齢者の確保（「介護助手」の養成、入門研修の開催）

23

1

8

32／32

－外国人人材の確保（受入セミナーの開催、コーディネーター派遣、日本語学習、
初心者研修 等）

27

4

1

32／32

－主婦層の確保（子育てママを対象としたセミナー、「介護助手」の養成）

7

9

12

28／32

－障害者の確保（基礎的研修や職場体験）

0

6

7

13／32

2

3

14

19／32

10

2

18

30／32

1

8

16

25／32

1

4

21

26／32

○介護職員の定着支援・モチベーションアップ
－モチベーションアップ（独自のキャリアアップ資格の付与、独自の表彰、
介護技術コンテストの開催）
－定着支援（合同入職式や交流会の開催、経営マネジメントセミナーの開催、
処遇改善加算取得の推進、職員の悩み相談窓口の設置）
○基盤整備
－市町村との連携（意見交換会等の開催、就学資金や再就職準備金のPR

等）

－認証・評価・表彰制度

15
結婚の希望を叶えるための取組WT（リーダー：山口県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○出会いの機会の創出
－結婚支援センターの運営（AIやビッグデータを活用したマッチング、結婚サポーター向け
セミナー 等）

8

1

14

23／30

－セミナー・イベント等の開催（結婚支援センター実施分を除く。マッチング等婚活イベント
の開催、県外でのイベント等の開催 等）

4

1

24

29／30

－企業へのアプローチ（従業員の結婚を支援する企業への支援）

6

3

20

29／30

1

2

8

11／30

5

0

24

29／30

3

0

17

20／30

○結婚を応援する経済的支援の取組
－結婚新生活のスタートアップ支援（住居費支援等）、結婚応援パスポート制度（カップル応援
協賛制度 等）
○結婚に関する情報提供等
－情報提供等（ライフデザイン形成支援等）、関係団体等による協議会の設置
○その他個別の取組
－結婚応援ボランティアの養成、交流、研修等

16

妊娠・出産の希望を叶えるための取組WT（リーダー：滋賀県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○少子化の要因分析
－要因の把握・分析、分析結果の公表・活用

0

0

10

10／25

－高校・大学等での不妊（妊孕性）等出前講座、相談窓口の整備、啓発用リーフレットの作成・
設置、一般住民向け公開講座

3

1

21

25／25

－不妊検査費、一般・特定不妊治療費等の助成（年齢・回数等の制限撤廃、上乗せ助成）

1

1

18

20／25

1

1

23

25／25

－産科と精神科、地域との連携支援

3

5

10

18／25

－産後ケアの実施（日帰り型、訪問型、宿泊型）、24時間電話相談事業

0

0

21

21／25

－がん治療医療機関と生殖医療機関との連携、医療機関・医療従事者向け研修会

3

4

7

14／25

－妊孕性温存の治療費の助成

5

3

3

11／25

○妊娠への理解や不妊治療を後押しする

○妊娠が継続できる
－不育症の相談窓口の整備、不育症検査費・治療費の助成
○産婦健診・メンタルヘルスケア・産後ケア（安心して出産できる）

○がん患者妊孕性温存（可能な限り生殖機能を保存する）

17
子育てにかかる経済的負担の軽減WT（リーダー：鳥取県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○幼児教育・保育料の負担軽減に向けた取組
－多子世帯を対象とした保育料軽減対象の拡大

3

2

15

20／24

16

0

7

23／24

－病児、病後児保育負担料軽減、病児・病後児保育資源の確保や広域利用の調整

2

4

11

17／24

－子どもの医療費に対する助成

1

2

21

24／24

3

3

8

14／24

－企業や地域の方々に参加してもらうためのインセンティブ、支援の活用に向けた広報

1

3

14

18／24

－地域の子育て支援団体へのサポート、地域人材の育成

2

3

14

19／24

－幼児教育・保育の質の確保・向上、人材の確保
○子育て支援サービスに係る負担軽減の取組

○在宅育児世帯に対する経済的支援の取組
－在宅育児支援に対する理解・啓発、在宅育児世帯に対する精神的な支援
○企業・地域社会との協働による子育て世帯への支援

18

仕事と子育ての両立支援WT（リーダー：新潟県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○企業へのアプローチ
－認定・登録制度の運用（制度間連携による企業への働きかけ等）、インセンティブ付与（子育
てに関する有給休暇制度を創設した企業に対する奨励金、制度融資における金利優遇、物品調
達・建設工事等における優遇措置等）

10

0

15

25／28

－啓発事業（企業向けセミナーや講座の開催、人材の育成（イクボスの浸透等）、交流会等）

3

0

16

19／28

－企業対応のワンストップ化（法令等に関する助言、相談会の開催等）

0

0

5

5／28

－インセンティブ付与（男性従業員の育児休業取得に対する助成金交付等）

0

1

2

3／28

－父子手帳の作成・配布、男性育児冊子の作成・配布

0

0

9

9／28

－啓発事業（大学生がライフデザインを考える機会の提供、出産前からの意識啓発（産婦人科と
の連携による講座）等）、交流事業（育児の興味を持つ男性同士が集える場づくり）

3

1

12

16／28

3

0

16

19／28

－病児・病後児保育を利用しやすい体制整備（市町村での相互協定の締結、「施設空き情報」の
リアルタイムでの把握等）

1

3

9

13／28

－認定子ども園の量的拡大と質的向上

1

0

10

11／28

○個人へのアプローチ

○社会全体へのアプローチ
－機運醸成活動（県民会議の開催、県民運動の展開等）、専用WEBサイトによる情報発信、相
談窓口の設置
○仕事と子育ての両立に向けた基盤づくり

19

女性も活躍できる就労環境の整備促進WT（リーダー：山形県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○女性へのアプローチ
－子育てをしながら就業を希望する女性への支援（相談対応、職場見学会、職場体験・実習の
開催、就職面接に向けた支援（面接用スーツの貸出し等）、託児室の併設（託児サービスの
提供）、潜在的な求職者の掘り起こし等）

5

0

12

17／24

－育児休業中・復帰後の女性への支援、テレワーカー養成研修、交流の場の開設、働く女性へ
の支援

3

0

14

17／24

－認定・登録制度の運用、インセンティブの付与（奨励金等交付、制度融資における優遇金利
の適用、金融機関との連携による特別利率の適用等）

5

0

19

24／24

－機運醸成・啓発事業（積極的な企業等の組織化（企業同盟等）、交流会の開催等）

2

0

18

20／24

－企業対応のワンストップ化（制度周知啓発、相談対応、アドバイザー派遣等）

1

0

2

3／24

－テレワークの普及促進（セミナー等開催、アドバイザー派遣、情報発信）

2

0

7

9／24

－機運醸成活動（フェア・フォーラムの開催、県民運動の展開、官民共同統一行動等）

3

0

11

14／24

－専用WEBサイトによる情報発信

1

0

13

14／24

○企業へのアプローチ

○社会全体へのアプローチ

20

すべての子どもが夢をはぐくむことができる社会づくりWT（リーダー：広島県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○子どもの貧困対策の取組
－子どもの生活実態調査の実施

3

2

17

22／29

－放課後児童クラブ利用料減免

0

0

8

8／29

－子どもの居場所・子ども食堂・支援団体等の連携、子ども食堂等の居場所づくりを通じた食・交流等の
支援

8

1

17

26／29

－官民連携の会議や寄付金を財源にした取組

4

1

13

18／29

2

0

27

29／29

－妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援体制の構築（ネウボラ）

2

0

22

24／29

－市町村が設置する「子育て世代包括支援センター」、「地域子育て支援拠点」、「子ども家庭総合支援
拠点」に対する支援

6

4

19

29／29

－保護者同士が子育てや家庭教育について話し合う場の提供

1

0

12

13／29

3

0

17

20／29

－待機児童対策（無償化に伴う受け皿確保、制度の円滑実施、潜在保育士のニーズ把握をするための調査
等）

14

7

8

29／29

－在宅育児支援（在宅育児家庭の3歳未満児への通園に準じた保育サービス、地域の高齢者と子育て世帯
を結ぶ取組）

0

2

7

9／29

○貧困の世代間連鎖防止に向けた取組
－学力を身につけるための生活習慣づくり、小学生向けの学習・生活支援、中高生向けの学習支援
○子育てや家庭教育の不安解消の取組

○放課後児童クラブの待機対策、待機児童対策、在宅育児支援の取組
－放課後児童クラブの待機対策

21

データ解析の活用事例WT（リーダー：栃木県）
主な横展開のポイント

新規・拡充

将来的
既に実施中
に検討

計

○解析するデータ
－特定健診、特定保健指導、疾病データ（がん登録、脳卒中登録、心疾患登録等）

11

4

13

28／30

－医療費データ（レセプトデータ、KDB等）、介護給付データ、要介護認定データ

16

3

11

30／30

－市町村、医療保険者、支払基金、国保連合会等

13

2

15

30／30

－医師会、医療機関、大学等の研究機関、民間企業等

11

9

8

28／30

4

7

13

24／30

14

4

11

29／30

7

4

２

13／30

13

2

14

29／30

○協力・協働する機関

○アウトプットの方法（データ解析の結果の利活用）
－医療計画・健康増進計画等の各種計画策定
－実情に応じた保険事業の実施、分析結果公表による県民への啓発
－県民個人の健康課題の抽出
○人材確保・育成方策
－データ活用のための研修会、結果の説明会・発表会

22

９

医師確保対策に関する緊急提言

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴い、都道府県に医師確保計画
の策定の義務付け、臨床研修病院の指定権限及び臨床研修医の定員の決定権限の移
譲等の措置が講じられ、都道府県は地域の実情を踏まえた医師の偏在対策に主体的
に取り組むこととされたところである。
しかしながら、国は、一定の条件で算出した医師偏在指標に基づき都道府県を医
師少数区域等に三分割し、その区分により都道府県の取組を制限するほか、機械的
に算出された都道府県別診療科別の必要医師数をもとに多数の都府県における専
門医養成定員のシーリングの設定を提案してきた。これらの措置により、都道府県
の主体的な取組が抑制され、ともすれば後退し、地方が必要としている医師の確保
が困難となるのではないかとの強い危機感を持つものであり、各都道府県の実情を
踏まえ、地域医療の確保に影響を及ぼさないよう見直す必要がある。
国は、医師の需給について 2028 年頃に均衡するとしているが、その前提として
いる現在の医師養成数の水準について検証を要するし、医師の働き方改革による勤
務時間の短縮や医療の専門化及び高度化等、医師の勤務環境については先行きが不
透明な状況にあり、この点を踏まえて慎重に検証すべきである。また、仮に、全国
的に医師総数が充足したとしても、医師の勤務地・診療科の選択と地域医療の確保
との調和を図るという構造的な問題の解決や、現場の実態を踏まえた医師確保の取
組が行われなければ、地域間の偏在や診療科間の偏在の解消といった医師不足の問
題の解決には繋がらない。
そこで、次の事項について強く提言する。

１

医師需給推計については、医師の勤務環境等の状況の変化をよく反映させた条
件の下で再度検証を行うとともに、大学が地域と連携して医師不足地域に必要な
医師を育成・派遣する役割を果たすことができるよう、地域に必要な医師が十分
に確保されるまで医学部臨時定員増を延長すること。また、医師不足が顕著な地
域における医学部新設や既設医学部の定員増、専門医養成定員のあり方などを検
討することなど、各大学などが現に行っている他府県への派遣状況等を含む地域
の実情を踏まえた医師確保対策を充実させること。

２

医師偏在指標や目標医師数、これらを用いた専門医養成募集定員のシーリング
等の医師偏在対策の手法、臨床研修制度の権限移譲等の地方への影響が大きい制
度改正については、地理的条件や診療科の偏在等の地域の実情が十分反映される
ものとなる必要がある。具体的には、医師法の規定及び趣旨に基づき事前に都道

府県の意見を聞くこと等により、迅速かつ継続的な見直しを行うこと。また、特
に専門医養成募集定員のシーリングのあり方について効果的な偏在是正策とな
るよう見直すこと。さらに、都道府県が医師偏在指標や目標医師数を算定し、検
証できるよう、算定方法や基礎数値を明らかにすること。
３

地域及び診療科の偏在解消に向け、中山間地域など医師が少ない地域や政策的
ニーズの高い医療分野における診療報酬(ドクターフィーの導入など)を含めたイ
ンセンティブの設定や医師多数地域からの医師派遣、将来の医療需要を踏まえた
専門医養成定員の設定といった実効的な制度を創設するなど、国が医師偏在対策
を主体的に検討すること。また、診療科の偏在解消を目的とした地域枠を設置す
るために必要な奨学金制度への地域医療介護総合確保基金の活用を含む基金の
充実など、都道府県が地域の実情に応じた柔軟な医師確保対策を行えるよう、国
が責任を持って支援すること。

１０

認知症施策の抜本強化に向けた提言

2025 年の認知症高齢者 700 万人時代を見据え、国においては、昨年 12 月に認知症施策推
進関係閣僚会議を設置、６月には認知症施策推進大綱を取りまとめた。この大綱では共生と
予防を車の両輪とし、政府一丸となって施策を推進していくとされており、今後の着実な実
行が求められるところである。
一方、現在でも認知症の人に関わる交通事故、行方不明、虐待、詐欺等の事件事故は後を
絶たず、認知症の人が、尊厳を保持しつつ、地域社会の一員として尊重され、安心して暮ら
すことのできる社会の構築のためには、国と地方、民間等が連携した取組をさらに強化、加
速化させなければならない。
ついては、認知症施策の抜本強化に向け、以下の事項を提言する。
１

認知症に対する理解促進と地域で認知症の人を支える体制の構築

（１）認知症に対する国民の理解促進
ア

国民が認知症や軽度認知障害を正しく理解するための啓発や不安・偏見解消のため
の前向きなメッセージを、メディアにより発信強化すること。

イ

認知症予防、早期発見・早期対応の重要性や社会全体での支援の必要性について、
国民の理解促進を図るとともに、認知症の人にやさしい地域づくりに向け、産業界の
参画が必要である。4 月には「日本認知症官民協議会」が設立されたところであるが、
実効性のある取組が講じられるよう支援を強化すること。

ウ

認知症サポーターの資質向上や地域での活動支援のため、先進事例を紹介し普及を
図るなど、一層の強化を行うこと。

（２）地域包括ケアの体制整備
ア

多職種連携や相談機能を充実するなど、認知症の人や家族を支える地域包括ケアシ
ステム構築のための支援を強化すること。

イ

地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センターの機能強化のための支
援を充実すること。

ウ

小学校区単位など、より小さな地域での見守りやＧＰＳ等先端技術の活用も含め、
行方不明者捜索体制構築のための環境を整備すること。

２ 認知症の人への生活支援
（１）認知症の人と家族の思いの施策への反映
ア

認知症の人や家族の視点を重視する認知症総合戦略推進事業が開始されたが、こ
の事業をより推進し、認知症の人と家族に寄り添った施策を展開すること。

（２）認知症の人による事故に起因する損害への賠償制度

ア

認知症の人や家族が、安心して暮らしていくため、損害賠償責任に関する法整備や
公的救済システムを構築すること。

（３）道路交通法に対応した認知症診断等の体制強化と自動車運転免許返納後の移動手段の
確保
ア

道路交通法改正に伴う認知症の相談や診断の増加に対応するため、警察運転免許相
談部署等への専門職の配置など相談体制の強化に対する支援の充実と、認知症診断に
係る体制を整備すること。

イ

自動車運転免許返納後の通院や買い物等の移動手段確保のため、地域の実情に合わ
せた体制整備に対する支援を強化すること。

（４）成年後見制度の利用促進
ア

成年後見制度の周知を図るとともに、円滑な利用促進に向け、関係省庁間の連携を
更に強化すること。

イ

本人や後見人を支援するための中核機関の整備や市町村長が成年後見の申立てを
行うにあたっての体制整備等について、必要な財政措置を講じるなど支援の充実を
図ること。

（５）高齢者虐待防止対策の強化
ア

高齢者虐待に対して適切に対応できるよう、研修の充実等の支援を図ること。

（６）若年性認知症になっても本人の力を最大限に活かせる環境整備
ア 若年性認知症や軽度認知障害の人の生活や就労の実態を早急に把握すること。
イ

若年性認知症の人が社会参加できる環境を整備すること。

ウ

認知症の状態に応じ、就労が継続できるよう、企業に対する理解を促進するととも
に、雇用制度及び経済的支援策を整備すること。

エ

若年性認知症の人の特性に応じた、介護保険サービスの研究とその導入を促進す
ること。

オ

地域両立支援推進チームや若年性認知症支援コーディネーターの効果的な設置・
運営に関する情報提供を行うこと。

３

認知症の人を介護する家族への支援

（１）ダブルケアラー・ヤングケアラーへの支援
ア ダブルケアラー、ヤングケアラーの実態を把握し支援の仕組みを構築すること。
（２）介護離職ゼロへ向けた介護休業・休暇制度の充実及び利用率の向上
ア

介護休業・休暇制度の周知を図り、雇用主の理解を促進するなど制度を利用しやす
い環境を整備し、更なる制度の充実を図ること。

（３）負担軽減につながる介護方法の啓発
ア

４

家族の介護負担軽減のため、介護方法の啓発を促進すること。

認知症ケアの推進

（１）認知症の症状に応じた適切な医療・介護サービスの提供
ア

認知症の症状や進行度、身体合併症の状態等に応じた適切な医療・介護サービスを
提供するための体制整備を図ること。

イ

認知症医療と認知症ケアを包括的に提供する認知症総合施設を整備すること。

ウ
エ

認知症の早期発見・早期対応のための健診等の導入を促進すること。
災害時の認知症悪化などに関する研究を促進すること。

オ

災害救助法に基づく救助の種類として「福祉」を位置付けるとともに、災害時に介
護等を担う専門職等で構成する災害派遣福祉チームを制度化し、全国的な派遣調整
システムの構築や、チームの体制整備に支障を来すことのないよう十分な財政措置
を講じること。

（２）認知症疾患医療センターの充実
ア

認知症疾患医療センターの指定拡充を推進し、センターに対して、地域の実情に応
じた十分な財政措置を講じること。

イ

認知症疾患医療センターの専門性を高めるための支援を行うこと。

（３）認知症の症状に応じた適切な医療サービスのための人材育成
ア 養成機関の拡大等により認知症看護認定看護師等を増員すること。
イ

かかりつけ医、薬剤師などの医療従事者が研修を受講し、地域で認知症の人が暮ら
し続けることができるために実施する取組を、診療報酬で評価すること。

ウ

認知症サポート医研修の受講について、利便性を高めること。

（４）認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の充実
ア

認知症初期集中支援チーム員や認知症地域支援推進員の質を確保するため、これま
での研修に加え、フォローアップ研修を実施すること。

イ

認知症予防や早期発見・早期対応に向けた取組等について、地域包括支援センター
とともに、機能的な活動ができるよう十分な財政支援を行うこと。

（５）認知症ケアに携わる介護従事者の介護技術の向上等
ア 介護従事者が適切なケアを行うため、介護技術等に関する情報提供や研修内容の充
実を図るとともに、質の高い介護職員の確保のため、認知症介護指導者養成研修の受
講について利便性を高めること。
イ

メディア等の利用や発表の場の提供を通じ、医療や介護の実践ケア事例について積
極的に情報を発信すること。

（６）医学生等に対する認知症教育の強化
ア

医学生や看護学生等の認知症に対する理解を深めるため、専門的教育の充実を図る
とともに、実習など認知症高齢者等と関わる機会を取り入れ、認知症教育を強化する
こと。

５

国による認知症に関する研究・技術開発の促進

（１）認知症予防・治療に関する研究開発の加速と治療方法の標準化
ア

認知症発症メカニズムの解明と予防や治療に関する研究開発を加速し、投薬等の治

療の標準化を急ぎ、新しい知見を関係者へ周知徹底すること。
イ 産学官民連携による認知症根治薬の開発を促進すること。
ウ

長寿科学や老年学、老年医学などの研究機関への財政支援を図り、最新の成果の普
及を推進すること。

エ

認知症予防に関する地方自治体の先駆的取組事例の収集や普及等支援を行うとと
もに、その成果を活かした研究開発を進めること。

（２）高度先端技術開発等による認知症の人が暮らしやすい環境整備
ア

高度先端技術開発等の加速化により、認知症の人など誰にでもやさしい機器開発を
促進すること。

イ

行方不明の認知症の人を早期に発見するための最先端技術の開発を促進するとと
もに認知症の人のプライバシーや尊厳への配慮等、倫理的な問題に関するガイドライ

ンを策定すること。
ウ 行方不明の認知症の人を発見するために有効なＧＰＳ等の機器については、介護保
険給付対象とするよう早急に検討すること。
エ

高度先端技術の活用等による認知症施策の推進について、世界各国と情報を共有す
ること。

６

認知症施策の加速的な推進

（１）認知症施策を推進するための法律制定と認知症施策緊急強化基金の創設
ア

認知症の人を社会全体で支える体制を構築し、認知症施策を加速させるための法律
を制定するとともに、国が十分な財政措置をした上で、各都道府県に基金を創設する
こと。

（２）認知症高齢者の急増に対応可能な財政措置の拡充
ア

地域包括支援センターの人員増、本人や家族支援事業の増加等、増大する財政需要
に十分対応できる財政措置を講じること。

１１

介護人材確保対策の抜本強化に向けた提言

第７期介護保険事業計画に基づく推計では、2025 年度末には 245 万人の介護人材が必要
になると見込まれているが、介護関連職種の有効求人倍率は上昇しており、介護人材確保
はますます困難になっている。
人材のすそ野を広げ、職場定着を促進するため、地域医療介護総合確保基金の対象事業
の拡大や新たな補助事業の創設、生産性向上の取組など、国においても様々な施策を展開
しているところであるが、介護人材不足は危機的な状況であり、国と地方が総力を挙げて
取り組まなければならない喫緊の課題である。
ついては、介護人材確保対策の抜本強化に向け、以下の事項を提言する。
１ 多様な人材確保と人材育成
（１）介護への理解とイメージアップ
ア 介護職は、超高齢社会を支える重要な職業であるにも関わらず、
「重労働で低賃金」
というイメージが定着し、新たな人材の参入を妨げる要因の一つとなっている。そ
のため、広く国民に対し、様々なメディアを活用し介護の仕事に関する正しい理解
と更に積極的なイメージアップに取り組むとともに、潜在的な介護有資格者呼び戻
しを図るための施策を強力に推進すること。
イ 新中学校学習指導要領技術・家庭科において「介護」に関する内容の充実が図ら
れたところであるが、教育の場において、介護の仕事の役割と重要性が正しく理解
されるよう、小・中・高等学校（特別支援学校も含む。）において高齢者と接する機
会を設けたり、福祉施設等を見学するなどの体験授業を組み入れたりし、若年のう
ちから意識啓発を図るなど、関係省庁間の連携を更に強化すること。
ウ 若年世代からの介護職参入を促進するため、介護福祉士養成施設を卒業して介護
福祉士等の資格を取得する場合には、科目免除をする等のインセンティブを検討す
ること。
（２）多様な人材の参入促進
①外国人介護人材の受入れ
ア 日本での生活に慣れ、就労に制限がない定住外国人等が介護分野へ参入しやすく
なるよう、外国人就労・定着支援研修（介護コース）の実施地域を増やすなど、施
策の充実に努めること。
イ 介護分野への技能実習生の受入れが円滑に進むよう、監理団体及び送出機関等の
実態や課題を随時把握・検証し、その結果を公表すること。
ウ 外国人が介護福祉士国家試験を受験するに当たり、受験時間の延長や英語等多言
語による受験を可能とするなど、資格を取得する際の配慮を行うこと。
エ 今後、特定技能により在留する外国人介護人材の受入れが急速に進むと見込まれ

るが、大都市圏その他の特定の地域に偏在することがないよう、地方で就労するこ
とのメリットを十分周知するとともに、閣議決定に基づき設置され、関係省庁や関
係団体等から構成される「介護分野における特定技能協議会」において状況を把握
し、偏在が生じた場合には是正のための必要な措置を講じること。
オ 技能実習及び特定技能による介護人材を受入れる介護事業者の経済的な負担を軽
減するため、監理団体への監理費や登録支援機関への委託費の軽減に繋がる支援策
を講じること。
カ 外国人介護人材の受入は、各制度の趣旨に沿って進めることとされているが、各
制度における受入の課題や好事例の紹介などについて、適切に情報提供を行うこ
と。
②若年世代等の参入促進
ア 介護分野で中核的な役割を担う介護福祉士を目指す若者の参入を促進するため、
介護福祉士修学資金の貸付けに必要な財源を確保するとともに、メディア等を活用
して国民に制度を周知すること。
また、貸与に当たり、連帯保証人の確保が難しい学生を対象とした機関保証制度
を創設するとともに、返還債務免除要件を緩和すること。
イ 介護現場の補助的業務を行う新たな担い手として期待できる障害者や元気高齢者
等が参入しやすくなるよう、先進事例の紹介など、更に取組を促進すること。
ウ 他の福祉資格を有する者が介護福祉士等の資格取得をしやすくするなど、他の職
種からの参入促進を図ること。
（３）資質の向上
ア 認定介護福祉士を法的に位置付けるとともに、介護職の専門性と役割分担を明確
にし、専門性の高い人材配置に係る介護報酬上の評価を行うこと。
イ 介護実践力の指導やマネジメントなど、介護職の中核を担う認定介護福祉士を早
期に養成するため、各都道府県における認定介護福祉士養成研修実施機関の設置を
促進し、実施機関ごとに格差のない研修実現のための体制を整備すること。
（４）社会福祉法人等の運営基盤の整備
ア 処遇改善や人材育成等を目的として、複数法人が連携等による体制強化を図るこ
とが可能となるような制度を構築すること。
２

介護従事者の処遇改善
ア 介護従事者の参入を促進し、将来の展望を持って業務に従事できるようにするた
め、介護従事者全体の処遇改善に確実に繋がることが担保される恒久的な制度を構
築するとともに、国において必要な財源を確保すること。
イ 「新しい経済政策パッケージ」において示された、消費税増税に伴う処遇改善と

して創設された介護職員等特定処遇改善加算については、介護従事者全体の処遇改
善を図ることを前提に、確実に実施するとともに、加算の取得に係る手続きの簡素
化を図ること。
３ 労働環境の整備と業務負担軽減
（１）労働環境の整備
ア 人材確保等支援助成金や両立支援等助成金等を広く効果的に活用するため、労働
局（介護労働安定センターを含む。）と福祉人材センターの連携など、事業者に対
する周知及び相談・援助体制の強化を図ること。
イ 仕事と育児・介護の両立支援に係る休業・休暇制度の充実や雇用主の理解促進等
を図るなどの取組を推進すること。
（２）業務負担軽減と効率化
ア 地域介護・福祉空間整備推進交付金を活用した介護ロボット等導入支援特別事業
については、十分な財源を確保した上で改めて実施すること。
イ 地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット導入支援事業について、平成
30 年度から補助上限額の見直し及び対象機器の拡充が行われたところであるが、更
なる拡充等を図ること。
ウ 介護現場のニーズが十分反映され、有効に活用される介護ロボットが早期に介護
現場に導入されるよう、研究機関や民間企業等による介護ロボットの技術の向上や
技術開発の更なる加速化を図ること。
エ 介護現場における業務効率化による負担軽減を図るためのＩＣＴ導入が早期に実
現されるよう、事務の標準化等の体制整備を加速化すること。
また、地域医療介護総合確保基金を活用したＩＣＴ導入支援事業について、介護
ソフト及びタブレット端末等の購入費用が補助対象となったが、介護事業所のＩＣ
Ｔ導入には Wi-Fi 環境整備等も必要であるため補助対象を拡充し、補助上限額を引
き上げること。
４

地域医療介護総合確保基金の財源確保と効果的な活用
ア 地域医療介護総合確保基金は、地域における医療及び介護の総合的な確保のため、
消費税増収分を原資とし、地域ごとの様々な実情に応じ、創意工夫を活かせる柔軟
な仕組みを目指すという制度改革の趣旨のもと設置されたものである。
こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて自主性を反映した事業執行を可能と
するため、個別事業の実施要件の緩和など、弾力的な運用を可能とするとともに、
長期的視点に立った継続的な取組となるよう、十分な財源を確保すること。

１２

地方分権改革の推進について

持続可能な社会保障制度の構築や少子化対策をはじめとする我が国の諸課
題の解決に向けて、国と地方は役割分担の下、協力・連携して取り組む必要が
あり、地方は、自らの判断と責任において役割を果たす覚悟である。そのため
に、まずは地方の権限と裁量の拡大を進め、地方の自由度を高めることで、地
方がその自主性及び自立性を十分発揮できるようにする必要がある。
また、地方は住民に身近な公共的事務について、国民主権の原理の下、住民
から直接授権された固有の権能を有するとの観点から、憲法において地方自治
の基本原則を表す「地方自治の本旨」について明確化することが重要である。
加えて、住民、企業、ＮＰＯ、ボランティア等々地域のあらゆる力を結集す
ることはもとより、国と地方、広域自治体と基礎自治体の基本的な役割分担を
踏まえた上で、緊急性、必要性、事務の性質などを勘案しつつ、前例にとらわ
れずに他の地方公共団体や国とも大胆かつ柔軟に連携していくなど、多様な自
治の在り方を模索していくことが求められる。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。

１

地域間格差を是正するための地方分権改革の一層の推進

（１）国と地方の役割分担の見直しを踏まえた地方税財源の充実・確保
・ 国・地方の本来の在り方を踏まえ、国は外交、防衛など国際社会における
国家としての存立にかかわる事務など、本来国が果たすべき役割を重点的に
担う一方、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねていくという
基本的な改革の方向性を徹底すること。
・ 国と地方の税収割合が概ね６対４であるのに対し、国と地方の歳出割合は
概ね４対６となっているのが現状である。国と地方の税源の配分を役割分担
に見合うように見直し、この乖離を縮小していくことが必要であり、地方税
源の充実とともに、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構

築すること。
・ 今後一層増大する介護、医療などの社会保障サービスを適切に提供しつつ、
人口減少社会への対応や地方創生への取組を積極的に進めるためには、国・
地方を通ずる財政資源の充実が必要不可欠である。国・地方が連携・協力し
財政資源の充実を図る中で、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、
安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額を確保・充実すること。
・ 地方交付税については、「地域固有の財源」であり、どの地域に住む国民
にも一定の行政サービスを提供するために必要不可欠のものであることか
ら、地方交付税の本来の在り方を十分に踏まえ、財源保障機能と財源調整機
能が適切に発揮されるよう、所要の総額を確保すること。また、いわゆる「ト
ップランナー方式」による算定にあたっては、条件不利地域等、地域の実情
に配慮し、その拡大を厳に慎むとともに、地方の改革意欲を損ねることのな
いよう、地方公共団体の行財政改革により生み出された財源は必ず地方に還
元すること。さらに、累増する臨時財政対策債については、臨時財政対策債
の廃止や地方交付税の法定率の引き上げを含めた抜本的な改革等を行うこ
と。
・ 地方が地域の実情を踏まえて事業推進できる社会資本整備総合交付金等
の一括交付金の総額を確保するとともに、国と地方の役割分担の下、個別補
助金の対象は地域ごとに偏在性があるものや年度間で大きな変動のあるも
のに厳に限ること。
２

国の政策決定への地方の参画

（１）国と地方の協議の場の充実
・ 国と地方の協議の場は、地方からの開催申し出に対する応諾義務や協議結
果の遵守義務など、制度面での更なる充実を図ること。加えて、国と地方が
互いに協力して政策課題に対応していく観点から、協議の質を充実させるた
め、全てを本会議で協議するのではなく、
「地方税財政分科会（仮称）」や「社
会保障分科会（仮称）」など分野別の分科会を設置すること。
・ 地方が重要な役割を担う施策や地方の行財政運営に影響の大きい施策の
立案に当たっては、地方への情報提供を速やかに行うとともに、早期に地方
と協議すること。
（２）立法プロセスへの地方の関与
・ これまで進められてきた地方分権改革は、機関委任事務の廃止、国の関与
のルール化、義務付け・枠付けの見直しなど、地方公共団体の自主性・自立

性を高める観点から、いわゆる行政面の改革を中心としたものと言える。こ
れまでの行政面の改革から範囲を広げ、立法プロセスに地方公共団体が適切
に関与していく仕組みが必要である。議員立法により、義務付け・枠付けが
なされてしまう現状があることから、一例として、国会に常設の委員会とし
て「地方分権推進委員会」又は調査会を設けるなど、国会の中に地方の声を
反映させるシステムを構築すること。
３

地方分権を実感できる改革の深化

（１）「従うべき基準」をはじめとした義務付け・枠付けの見直し
・
全国知事会を始め多くの地方公共団体が見直しを提案していた放課後児
童クラブの「従うべき基準」について、第９次地方分権一括法により参酌基
準化がなされたが、福祉分野を中心に施設等の面積、有資格者の人員配置な
どに関する基準が依然として「従うべき基準」とされ、地域の実情に応じた
施設等の設置促進や適正な運営の確保に支障が生じているため、速やかに
「従うべき基準」を廃止し、「参酌すべき基準」等へ見直すこと。
・ 「参酌すべき基準」については、地方分権改革推進委員会の第３次勧告に
おいて「地方自治体の条例による国の法令の基準の『上書き』を許容するも
の」と位置付けられたことから、地方の実情に即した基準とするため、参酌
基準化を積極的に進めること。
・ 「従うべき基準」の見直しについて、基準の緩和により安全性などの低下
が進むかのような誤解が依然としてあることから、国においても、地方分権
改革の意義や制度改正の趣旨が国民に十分理解されるよう、周知に努めるこ
と。
・ 義務付け・枠付けの見直しについては、これまで一定の進展があったが、
新たな法令等の制定により、地方は新たな計画策定や事務の実施を求められ、
また、「従うべき基準」が多用されるなど、地方の自由度が高まっていない
面もある。国が今後法令等を定める場合は、「従うべき基準」の設定は厳に
行わないなど、義務付け・枠付けが許容される基準について見直すこと。
・ 地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示された「義務付け・枠付
けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕組み」
の確立を実現すること。
（２）地域公共交通制度の見直し
・ 地域住民の生活基盤を維持するためには、地域の実情に応じた公共交通
体系を地域において自ら考え実行できる仕組みづくりが必要である。路線

バスのみならず区域運行バス、自家用有償旅客運送等の活用を促進するた
めの制度の見直しは個別に進められてきたが、さらに、関係する法規制を
横断的に見直し、地域の実情に応じた交通手段の円滑な導入を可能とする
制度を構築すること。
・ 自家用有償旅客運送事業の登録等権限の「手挙げ方式」での移譲などが
進められているが、路線バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業の許可
権限の移譲をはじめ、地域公共交通会議などを通じて、地方公共団体が主
体的に地域の公共交通の形成に調整権能を果たせる仕組みづくり及び必要
な支援等を行うこと。
（３）一元的な雇用・産業振興政策の実現
・ 地方版ハローワークは、大半の都道府県において取り組まれ、移住定住
促進、女性・高齢者の活躍促進、企業人材確保などの施策を雇用政策と一
体的に実施できるものとして実績を積んでいることから、更なる拡大を支
援すること。
・ 国のハローワークと同等の求人・求職情報等を地方が使用できるよう情
報の共有化を進めるなど、地方版ハローワークにおいて、国と地方の連携
の在り方などについて不断の見直しを行うこと。
・ 国が令和２年１月に予定しているハローワークシステムの刷新に当たっ
ては、国のハローワークから地方公共団体へ提供される求人情報について
数・内容ともに充実するなど、地方版ハローワークにおけるマッチングが
一層効果的に行えることを目指したシステム設計及び運用を行うこと。
・ 国のハローワークの地方移管の実現に向け、地方版ハローワーク等の地
方の取組の成果や課題を検証し、国と地方の役割分担などについて必要な
見直しを行うこと。
・ 農地転用許可制度については、地方分権の成果として国・都道府県・市
町村の間の権限の見直しを行ったところであるが、農用地の確保のみなら
ず地域課題解決にも資する運用の検討も含め、現場に即した柔軟な運用が
図られるよう、地方と十分に協議しながら適切な改善やフォローアップを
進めること。
・ 地方創生の実現のためには、地域経済の活性化は不可欠である。地域経
済を支える中小企業や農林水産業への支援については、国と地方公共団体
が実施する事業とが適切に連携することで、効果を上げることができる。
都道府県を介さず、国の出先機関が直接実施している事業、民間事業者な
どに直接交付している補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、一部の省
庁においては未だに多くを占めており、地方公共団体が実施する事業との

連携が図られないため、自由度を高めた上で、可能な限り都道府県を実施
主体にするか、又は都道府県に交付すること。
（４）「提案募集方式」等の見直し
・ 「提案募集方式」は、過日成立した第９次地方分権一括法に成果が示され
るように、地方分権改革の手法として一定の役割を果たしているが、地方の
意欲と知恵を十分に活かせるよう制度を拡充すること。例えば、「国が直接
執行する事業の運用改善」に係る提案についても「実質的な義務付けとなっ
ている事務作業の見直し」に限らず提案対象とすることや、過去と同内容の
提案が複数の団体からあった場合には検討対象とすること、将来予想される
支障を防止するための提案に当たり一律に具体的な支障事例を求めないこ
と。
・ 提案の検討に当たっては、具体的な支障事例や制度改正の効果などの立証
責任を地方のみに課すのではなく、国が地方に委ねることによる支障などの
立証・説明責任をしっかりと果たせない場合には、原則として地方への権限
移譲や規制緩和を行う方式とすること。
・ 権限移譲に関する提案について、全国一律の権限移譲を基本としつつも、
先行地域における実証制度として地域特性を活かせる「手挙げ方式」を積極
的に活用するなど、地方からの提案が最大限酌みとられるよう対応すること。
・ 国家戦略特区・地方創生特区への地方からの提案を積極的に採択するとと
もに、認められた規制緩和のうち地方公共団体への義務付け・枠付けの見直
しに当たるものについては、特区に指定された地域に限定せずに規制緩和を
実現すること。
・ これまでの対応方針において、「検討を行う」又は年次を示して「結論を
得る」とされた事項について、今後の検討において重点事項として取り上げ
るなど、引き続きフォローアップを行い、提案の実現に努めること。
（５）「地方分権特区」の導入等
・ 国から地方への権限移譲については、全国一律の移譲を基本としつつ、
「ハ
ローワーク特区」のように実証実験的な権限移譲を認めることとし、例えば
広域連合の活用など、「地方分権特区」の導入を大胆に推進すること。
（６）制度的課題に関する検討
・ 地方や住民が地方分権改革の意義や効果をより一層感じられるよう、国
の地方分権改革推進本部及び有識者会議においては、現在の「提案募集方
式」の取組に加え、国と地方の役割分担や「従うべき基準」の見直しなど

制度的な課題について検討を開始するなどの取組を行うこと。
（７）事務・権限の移譲などを円滑に進めるための措置
・ 地方分権改革による事務・権限の移譲などを円滑に進めるため、財源措
置、移譲などのスケジュール、研修の実施・マニュアルの整備などについ
て、地方の意見を十分に反映して、具体的な検討と調整を早期に進めるこ
と。
・ 特に、地方が十分な予算・人員を確保して住民サービスを確実に提供で
きるよう、移譲に伴って生ずる新たな財政需要の内容を具体的かつ早期に
示すとともに、それらに対応する財源を確実に措置すること。
・ 適正な法執行の観点から、地方公共団体が十分な準備期間を確保できる
よう、地方への事前情報提供を含め、政省令の整備を法の公布後３ヶ月以
内に行うこと。
・ 国の法令の改正に伴い、地方公共団体の条例の制定改廃が必要となる場
合、法令の公布から施行までに十分な期間を確保するなど、地方公共団体
の条例案の検討や議会での審議が十分になされるよう配慮すること。
（８）システム等の共同化における配慮
・ 国において、地方公共団体のシステム等の共同化を促進する場合には、
地方の意見を十分に反映して仕様等を決定するとともに、各地方公共団体
の独自の許可基準等を尊重し、必要最小限のカスタマイズを許容するな
ど、地方の自主性及び独自性に配慮すること。
４

地方分権改革を推進するにあたり、さらに検討を深める事項

（１）地域のガバナンスと住民自治
・ 地方公共団体を取り巻く現下の厳しい環境を踏まえた場合、首長と議会の
二元代表制の機能をいかんなく発揮することはもとより、国と地方、また、
都道府県と市町村の基本的な役割分担を前提としつつも、リソースの最大活
用の観点から行政の連携を柔軟に考えていく必要性がある。
・ 既に一部の地方公共団体で取組が進められているが、都道府県と市町村、
都道府県間や市町村間、また、遠隔の地方公共団体間、更には地方公共団体
と国といった形で、多様かつ柔軟な連携を通じてあらゆるリソースを有効か
つ効率的に活用する取組を支援すること。
・ 地方版ハローワークのように、これまでの国と地方の役割分担を乗り越え、
新しい形態の国・地方協働型の仕組みによる行政運営を推進すること。

・ 地域の自主的な共助活動を支える組織として、地域運営組織の重要性がよ
り高まっているが、こうした活動の活性化を図ること。
（２）憲法と地方自治
・ 地方分権改革のこれまでの成果の上に立ち、国の立法プロセスに地方の声
を一層反映していくとの観点からすると、参議院選挙区の合区の解消や、地
域代表制のあり方等、憲法改正に向けた議論を積極的に行う必要がある。
・ 地方自治に関する日本国憲法第８章についても、国と地方の役割分担を
根本から問い直し、法律と条例の効力の関係（立法における分権）、地方
税財政に関する保障など多様な論点から議論を深めること。

１３

Ⅰ

地方税財源の確保・充実等に関する提言

地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実

我が国の景気は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、
緩やかな回復基調が続いている。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、
中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の
影響など景気の先行きに対する不透明感も見られる。
政府においては、2019年（令和元年）６月21日に「経済財政運営と改革の基本方針
2019」（以下「骨太の方針」という。）を閣議決定し、我が国が直面する様々な課題
を克服し、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させていく
ことを我が国経済が目指すべき最重要目標とし、
「経済再生なくして財政健全化なし」
の基本方針の下、経済再生と財政健全化に一体的に取り組み、2020 年頃の名目ＧＤ
Ｐ600 兆円経済と2025 年度の財政健全化目標の達成を目指すことと、この達成のた
め、潜在成長率の引上げによる成長力の強化、成長と分配の好循環の拡大、誰もが活
躍でき、安心して暮らせる社会づくりという３つの視点を重視して取組みを推進する
としている。また、「令和」という新たな時代の幕開けを迎え、経済社会の構造改革
として、「Society5.0」実現の加速を掲げ、地方創生の推進などに向けてSociety5.0
時代にふさわしい仕組みづくりや、新経済・財政再生計画の着実な推進など経済再生
と財政健全化の好循環に取り組むとしている。
地方財政についても、地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方
への人・モノ・金の流れを促進することで、より個性と活力ある地域経済に再生し、
同時に、次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡していくことが重要であるとの認
識の下、Society 5.0 時代の到来や人口減少を見据え、2040 年頃までに顕在化する
諸課題に今から対応する観点から地方行財政制度の在り方について検討し、必要とな
る取組を実行するとともに、国・地方で基調を合わせた歳出改革や効率化を積極的に
推進することとされた。具体的には、地方歳出についても、2020 年度において、新経
済・財政再生計画に定める目安に従って、国の取組と基調を合わせて歳出改革等の加
速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の発行額の圧縮、更には、臨時財政対策
債などの債務の償還に取り組み、財政健全化につなげるとされており、今後、地方交
付税や社会保障、公共事業などについて厳しい議論が行われることが想定される。
しかしながら、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医
療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など、

地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていくためには、その基盤と
なる地方税財政の安定が必要である。地方財政の健全化に向けた努力は、引き続き必
要だが、地方歳出の大半は、法令等で義務付けられた経費や国の補助事業であること
から、独自の削減が困難であり、これまで高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増
嵩分については給与関係経費や投資的経費などの地方の懸命な歳出削減努力により
吸収してきたのが実情である。このような対応が限界に近づいているなか、国の制度
や法令の見直しを行わず、仮に一律に歳出削減が断行されれば、地域経済の好循環拡
大や地方創生に向けた取組みはもとより、住民の安全・安心を支える基礎的な行政サ
ービスを確保することさえ事実上不可能となるおそれがある。
今後、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域
経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など地方の増
大する役割に対応するためには、地方分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、
地方税の充実と税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築とともに、
2020年度（令和２年度）の地方財政計画においても、地方単独事業を含めた社会保障
関係費の増をはじめ、上記のような財政需要を的確に反映し、安定的な財政運営に必
要となる地方一般財源総額を確保・充実すべきである。

Ⅱ

地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保・充実等

地域や住民が必要とする行政サービスを担っているのは地方団体であり、地方団体
が安定的にサービスを提供できる財政基盤が確立されてはじめて、地方団体や地方に
住む人々による成長戦略や地方創生に向けたチャレンジを生み、地域経済、ひいては
日本経済の再生や一億総活躍社会が実現できるのであり、そのためにも安定的な地方
一般財源総額の確保・充実は必要不可欠である。
かつて、三位一体の改革として地方交付税総額が大幅に削減されたことが、地方財
政の危機に直結し、その後の地方の疲弊につながった。新経済・財政再生計画では、
地方についても国の取組みと基調を合わせた歳出改革や効率化に取り組むこととさ
れているが、地方においては、国と同様、社会保障関係費の自然増分に対応しなけれ
ばならないうえ、人口減少への対応として地方が創意工夫を凝らして行う少子化対策
はもとより、地域経済活性化・雇用対策など様々な取組みを強化しなければならない
状況にある。近年、地方は、国を相当に上回る懸命な歳出削減に努め、社会保障関係
費の増嵩分を吸収してきたが、このような対応が限界に近づいているなか、人口減少
等を理由とした単純な地方歳出の削減は、再び地方の活力を奪い、人口減少に拍車を
かけ、日本全体の衰退を招きかねない。

（１）地方一般財源総額の確保・充実
新経済・財政再生計画では、2019～2021年度の基盤強化期間内の予算編成に関し、
「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体
をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度
地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされている。
また、
「社会保障関係費については、再生計画において、2020年度に向けてその実質
的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針とされ
ていること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を2021年度まで
継続する」とともに、
「消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社
会保障の充実、
「新しい経済政策パッケージ」で示された「教育負担の軽減・子育て
層支援・介護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）については、別
途考慮する」こととされている。
2019年度（令和元年度）の地方財政計画では、地方税が増収となる中で、地方交付
税について前年度を上回る16.2兆円が確保され、地方の一般財源総額は前年度を上回
る62.7兆円が確保されるとともに、臨時財政対策債が前年度から0.7兆円抑制された。
2020年度（令和２年度）においては、新経済・財政再生計画や地方財政の状況を
踏まえつつ、アベノミクスの成果を地域の隅々まで一層行きわたらせるためにも、
東日本大震災の復興財源を別枠扱いとしたうえで、社会保障関係費の財源や臨時財
政対策債の償還財源はもとより、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策を
はじめ、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業
など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方単独事
業も含め、地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源
総額を確保・充実すべきである。
また、特に、近年の様々な自然災害の多発、大規模化の状況を踏まえ、防災・減災
対策のための事業費や、喫緊の課題である地方創生の事業費及び財源は、重点的に
確保すべきである。
加えて、社会保障関係費については、地方においても同様に不可避的に増加して
おり、国と同じくその増分について適切に地方財政計画の歳出に計上すべきである。
また、社会保障と税の一体改革の実施による引上げ分の消費税収を充てることとさ
れている社会保障の充実や消費税・地方消費税率引上げに伴う社会保障支出の増に
係る地方負担の増はもとより、社会保障支出以外の経費の消費税・地方消費税率引
上げに伴う歳出の増についても、地方の財政需要として地方財政計画に的確に反映
すべきである。

（２）地方交付税の総額確保・充実等
地方交付税については、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供でき
るようにするとともに、地域間の財政力格差を是正するために必要不可欠なもので
あり、
「地方の固有財源」であることから、その総額を確保・充実するとともに、個々
の地方団体レベルでの一般財源の確保・充実にも留意し、財源保障機能と財源調整
機能の維持・充実を図るべきである。
また、地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、地方団体が効率的・効果的に
行政運営を行うことは当然であるが、地方交付税はどの地域においても一定の行政サ
ービスを提供するために標準的な経費を算定するものであるという本来のあり方を
十分に踏まえたうえで、条件不利地域等、地域の実情に配慮するとともに、住民生活
の安心・安全が確保されることを前提とした合理的なものとし、地方交付税の財源保
障機能が損なわれないようにすべきである。
なお、新経済・財政再生計画においては、
「業務改革の取組等の成果を、地方財政計
画及び基準財政需要額の算定基礎へ適切に反映する」こととされているが、地方の努
力により行政コストを下げ、その分地方の財源が減少することになれば、地方が自ら
行政の無駄をなくし、創意工夫を行うインセンティブが阻害されることから、地方の
改革意欲を損ねることのないよう、地方団体の行財政改革により生み出された財源は
必ず地方に還元すべきである。
（３）地方法人課税の偏在是正措置による財源の活用
2019年（令和元年）10月１日の消費税・地方消費税率引上げ時に地方法人特別税・
譲与税の廃止と、それに代わる地方法人課税の偏在是正措置として、法人住民税法
人税割の一部の地方交付税原資化をさらに進めることとされている。
また、2019年度（令和元年度）税制改正において、2019年（令和元年）10月１日か
ら特別法人事業税・譲与税の創設による地方法人課税の新たな偏在是正措置を講じ
るとされている。
これらの偏在是正措置により生ずる財源については、骨太の方針において「地方
法人課税における新たな偏在是正措置により生じる財源（不交付団体の減収分）は、
地方が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するな
ど、その全額を地方のために活用する」とされているが、都市と地方が支え合う持
続可能な社会の構築に向けて、その全額を地方財政計画に必要な歳出として計上す
ることにより、地方の経済や財政の状況等にも留意しつつ、地方税財政制度全体と
して、より実効性のある偏在是正措置となるようにすべきである。

（４）幼児教育・高等教育の無償化への対応
「新しい経済政策パッケージ」
（2017年（平成29年）12月８日閣議決定）及び「経
済財政運営と改革の基本方針2018」
（2018年（平成30年）６月15日閣議決定）におい
て進めることとされた幼児教育・高等教育の無償化にあたっては、国と地方の協議
を踏まえ、幼児教育の無償化に係る財源について、2019年度（令和元年度）地方財
政計画において、2019年度（令和元年度）の地方負担分について臨時交付金（2,349
億円、全額国費）を創設して対応することとされ、また、2020年度（令和２年度）以
降の地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額
確保することとされている。また、高等教育の無償化に係る2020年度（令和２年度）
以降の地方負担についても、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増
額確保することとされている。
これらに要する地方負担については、一般財源総額の同水準ルールの外枠で歳出
に全額計上し、必要な財源を確実に確保すべきである。
なお、高等学校等就学支援金制度については、私立高等学校等の実質無償化を、
その財源の確保も含めて国の責任において確実に実施するとともに、所得の判断基
準のあり方や支給月数の制限、単位制高校進学者に対する支給制限などの問題に対
応すべく、制度の更なる拡充・見直しを図るべきである。
（５）地方財政計画における必要な歳出の計上
新経済・財政再生計画では、地方財政については、国の歳出の見直しと基調を合
わせることとされているが、地方歳出は、地方財政計画が全体として抑制基調にあ
る中で、人口減少・少子高齢化に伴う社会保障関係費の自然増や少子化対策への対
応、地域経済活性化・雇用対策などに係る歳出の増を、地方の給与関係経費や投資
的経費の削減などで吸収し、また、これまでは歳出特別枠で実質的に確保してきた
と言える。そもそも地方が国の法令等により義務的に実施する事業や住民生活を守
るために必要な地方単独事業の財政需要については、地方財政計画において明確に
措置すべきである。
2018年度（平成30年度）地方財政計画においては、リーマンショック後の緊急対
策として地方財政計画に計上されてきた歳出特別枠の廃止に伴い、公共施設等の老
朽化対策の対象事業の拡充及び事業費の増額や社会保障関係の地方単独事業費の増
に対応した歳出が確保され、2019年度（令和元年度）地方財政計画においても継続
確保されているが、引き続き、地方が責任をもって地域経済活性化等の取組みを実
施するため、必要な歳出を確実に計上すべきである。
一般行政経費（単独）等の枠計上経費については、内訳や積算が明らかではない
ことから、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、計上水準の必要性・適
正性について検証すべきとの議論がある。また、新経済･財政再生計画では、「地方

財政計画の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単独事業（ソフト）につい
て、実態を定量的なデータで把握するとともに、法令との関係を含めて見える化す
る」こととされている。
近年、一般行政経費（単独）については、社会保障関係費の増嵩分があるにも関
わらず、ほぼ同額で据え置かれている現状にある。そもそも、一般行政経費（単独）
は、地方が自主性・主体性を発揮して地域の課題解決に取り組むための必要経費で
あり、地方は、国の制度に基づく全国レベルの国庫補助事業と、地方の実情に応じ
たきめ細かな地方単独事業を組み合わせて行政サービスを提供し、住民生活の安心
を確保している。今後、地方分権改革が進展し、また、地方創生の実現に向けて地
方の主体的な役割が高まるなかで、地方が自主性をもって、地方単独事業に取り組
むことができるよう、その総額を確保・充実すべきである。
（６）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保
2019年度（令和元年度）地方財政計画では、概算要求時点では地方交付税の減と
臨時財政対策債の増が見込まれたところ、地方税が増収となる中で、地方交付税に
ついて前年度を上回る16.2兆円が確保されるとともに折半対象財源不足が解消され、
臨時財政対策債は前年度から0.7兆円の減まで抑制された。
新経済・財政再生計画では、臨時財政対策債等の発行額の圧縮、更には、臨時財
政対策債等の債務の償還に取り組み、国・地方を合わせたプライマリー・バランス
の黒字化につなげるとされている。
極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、臨時財政対策債については、その廃止
や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等を行うべきであり、臨時財
政対策債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図るべきである。また、その償還
額が累増していることを踏まえ、引き続き発行額の縮減に努めるとともに、償還財
源を確実に確保すべきである。
（７）地方の基金残高
新経済・財政再生計画では、
「地方自治体の基金の考え方・増減の理由・今後の方
針に関し、統一的な様式での公表を促すとともに、容易に比較できるよう検討し、
一覧化を目指す」こととされている。
地方においては、近年、基金残高が増加しているが、このことは、地方では国を
大きく上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行うなかで、災害や将来の税収の変動、
社会保障等に要する経費の増嵩に備えた財政運営の年度間調整の取組みの現れであ
り、また、地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等の広範な権限を有しておら
ず、赤字地方債の発行権限が限定されていることから、大規模な災害や経済不況に
よる税収減等不測の事態により生ずる財源不足については、歳出の削減や基金の取
崩し等により収支均衡を図るほかないことを十分踏まえるべきである。各地方団体

においては、地域の実情を踏まえて、各々の責任と判断で財政運営を行っているが、
地方交付税が法定率の引上げによる制度本来の運用が行われないまま毎年度財源手
当がなされるなど、財政運営上の予見が困難な状況の下、地方団体自らが基金の積
立て等により年度間調整をせざるを得ないのであり、地方の基金残高が増加してい
ることをもって地方財政に余裕があるかのような議論は妥当ではなく、断じて容認
できない。
（８）大規模災害からの速やかな復旧・復興
東日本大震災からの復旧・復興は、10年間の復興期間の後期５か年である復興・
創生期間が後半に入るなか、復旧・復興事業が遅滞せずに着実に実施できるよう、
復興・創生期間内はもとより、その後においても被災地の復旧・復興が完全に成し
遂げられるまで特例的な財政支援措置を継続し、国の責任において所要の財源を十
分に確保すべきである。
特に、骨太の方針では、
「復興期間10年間の復興事業費を合計で32兆円程度と見込
んでいるが、引き続き、各年度の事業規模の適切な管理、効率的かつ適正な執行を
通じ、この復興事業費により確実に復興を進める」こととされているが、被災自治
体の声を丁寧に聞き、被災自治体の復興に支障が生じないよう適切に対処すべきで
ある。
また、熊本地震や鳥取県中部地震、大阪府北部を震源とする地震、平成30年７月豪
雨、相次いで発生した台風、平成30年北海道胆振東部地震をはじめとした大規模災害
から早期に復旧・復興を成し遂げるためには、人的支援の強化など、被災地の実情に
即した復旧・復興支援に取り組む必要があることから、新たな補助制度の創設、補助
率の嵩上げ、地方負担分に対する十分な財政措置など、東日本大震災も踏まえた特別
の措置を講ずるとともに、補正予算を含めた機動的な対応を図るべきである。
（９）国土強靱化対策の推進、多重・分散型国土軸の形成及び公共施設等の適正管理
近年、大規模な地震や津波、集中豪雨・豪雪等といった災害が頻発するなど、住
民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じている。国土強靱化に資する社会資本
整備については、老朽化対策も含め、国・地方がスピード感をもって対策に取り組
むことが不可欠である一方で、地方財政においては増嵩する社会保障関係費を捻出
するため、投資的経費を削減せざるを得ない状況が続いている。
こうした中、2019年度（令和元年度）地方財政計画においては、防災・減災、国土
強靱化のための３か年緊急対策を推進するため、政府で取りまとめた緊急対策に沿
って取り組む補助・直轄事業のうち、地方団体が実施または負担する額として1.2兆
円を地方財政計画に計上するとともに、地方団体が単独事業として実施する防災イ
ンフラの整備を推進するため、新たに「緊急自然災害防止対策事業費」3,000億円を
計上するなど地方財政措置の拡充が図られた。また、緊急防災・減災事業費につい

ては、地方団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組めるよう、対
象事業を拡充したうえで、東日本大震災に係る復興・創生期間である2020年度（令
和２年度）まで継続されており、2019年度（令和元年度）は5,000億円が計上された
ところである。
国民の生命・財産を守り、我が国の経済社会活動を将来にわたって維持・発展さ
せるために、地方団体が行う国土強靱化の取組みが確実に実施できるよう、必要な
財源を安定的・継続的に十分確保すべきである。また、緊急防災・減災事業債につ
いては、地方の実情を踏まえ拡充や延長について検討すべきである。
特に、住宅の耐震化については、全国的な課題であることに鑑み、耐震対策の重
要性と緊急性を広く国民に対し、国により積極的かつ継続的に啓発を行うとともに、
住宅所有者の費用負担を軽減するため、十分な財政措置を講ずるなど、住宅耐震対
策の抜本的な強化を図るべきである。
なお、住民の防災意識を高めるためのハザードマップの活用や防災訓練などソフ
ト施策に対しての支援策も強化すべきである。
首都機能のバックアップを担う交流圏の形成や日本海国土軸及び太平洋新国土軸
をはじめとした多重・分散型国土軸の形成など、国土構造の変革による災害に強い
国土づくりのためのインフラ整備を積極的に進めるべきである。特に、高速道路な
ど防災・減災に資するインフラの整備・維持には長期的に費用がかかることから、
新たな財源の創設について検討すべきである。
さらに、2017年度（平成29年度）に創設された公共施設等適正管理推進事業費に
ついては、対象の追加など内容が拡充されるとともに、2019年度（令和元年度）は
4,800億円が計上されたところであるが、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設
の維持管理、更新等に係る具体的な取組みが一層本格化することなど個別の地方団
体の実情も踏まえ、より弾力的で柔軟な運用や延長等を検討するとともに、引き続
き、十分な財源を確保すべきである。
（10）補助金の見直しについて
骨太の方針では、
「地方の実情を踏まえて補助金の自由度を高めるほか、要件の緩
和、手続きの簡素化、補助単価等の実態に即した見直し等に向けて、課題を捕捉し
た上で2019年末までに対象や工程を具体化する」とされている。補助金の見直しに
ついては対象や工程について地方と十分に協議した上で、地方の実情を踏まえた見
直しを行うこと。
（11）会計年度任用職員制度の導入に向けた対応
行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を確保するため、2020
年度（令和２年度）に施行される会計年度任用職員制度の適正かつ円滑な導入に向
け、会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査等を踏まえ、期末手当の支給

など制度改正に伴う適正な勤務条件の確保に必要となる地方団体の財政需要の増加
について、地方財政計画の歳出に確実に計上すべきである。
（12）公営競技納付金制度の延長
地方公共団体金融機構から地方公共団体に対する貸付けは、公営競技施行団体か
らの納付金を積み立てた地方公共団体健全化基金の運用益の活用等により、財政融
資資金並みの低金利となっており、財政状況の厳しい地方公共団体にとって必要不
可欠なものとなっていることから、2020年度（令和２年度）で期限が到来する公営
競技納付金制度については延長を図るべきである。

Ⅲ
１

地方創生の推進
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

骨太の方針では、地方創生の推進にあたり、「都市部だけではなく日本全国で
Society 5.0の実現を促進し、豊かで暮らしやすい地方を実現していく。このため、
東京一極集中を是正し、地方への新たな人の流れを創出するとともに、地域外から人・
カネ・サービスを自律的に引き寄せるための取組を官民一体となって加速する」こと
とされている。
また、「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」（2019年（令和元年）６月21日閣
議決定）では、「地方創生は、中長期の人口の推移など、次の世代やその次の世代の
危機感を共有し、人口減少に歯止めをかけて、それぞれの地域に活力を取り戻してい
くための息の長い政策である。第１期で根付いた地方創生の意識や取組を2020年度以
降にも継続し、「継続を力にする」という姿勢で、次のステップに向けて歩みを確か
なものとする。このため、「長期ビジョン」の下に今後５年間の基本目標や施策を「総
合戦略」に掲げて実行する現行の枠組を引き続き維持し、第２期「総合戦略」を策定
し、地方創生のより一層の充実・強化に取り組んでいく」こととされている。
地方創生の深化に向け切れ目ない取組みを進めるため、第２期「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」の策定にあたっては、地方の意見を十分に反映するとともに、
Society5.0の実現やSDGs達成に向けた取組み、また、外国人材の受入れなど、社会変
化を見据えた戦略となるよう努めるべきである。
２

地方創生・人口減少対策のための財源確保
骨太の方針では、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に向けて、地方創

生関連施策のこれまでの事業全体の成果を検証するとともに、重要課題に前向きに取
り組み、ＫＰＩを設定し具体的な成果を目指して取り組む地方自治体への支援を更に
強化する観点から各種支援措置のインセンティブを強化する」こととされている。
また、「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」では、「第１期の５年間で、それ

ぞれの地域の特色を活かした取組が進められてきた結果、地方創生の意識や取組は確
実に根付いてきているものの、地方公共団体によって成果や対応に違いが見られる」
とされた。また、「もとより、東京は引き続き我が国の成長のエンジンとしての役割
を果たすとともに、世界をリードする国際都市として発展していくことが重要である。
しかしながら、過度な東京一極集中は、首都直下地震など災害のリスク管理の面や集
積のメリットを超えた生活環境の面での問題を生じさせるとともに、地方における担
い手不足を招くことなどから、その是正は喫緊の課題である」とされた。当面の主要
な取組みとして、地方への新しいひとの流れをつくるため、第１期における、「キラ
リと光る地方大学づくり」、UIJターンによる起業・就業者創出をはじめとする「わく
わく地方生活実現政策パッケージ」、サテライトオフィスやテレワークの活用推進な
どの取組の本格化に加え、地方への資金の流れの強化にも留意し、地方への企業の本
社機能移転の強化、企業版ふるさと納税の活用促進による民間資金の地方還流などに
取り組むこととされたが、今後、国・地方、産学官金労言などあらゆる主体が「人口
減少」の危機感と「地方創生」の意義を共有し、地域社会が抱える構造的な課題に対
し一体的に取り組むことが必要である。また、構造的な課題の解決には長期間にわた
る取組みが必要であり、そのための恒久財源を確保し、全ての地方が互いの個性を活
かしながら連携して共に成長し、共生する社会の構築に向けた地方創生の取組みを息
長く支援するとともに、常に適切な施策を検討・検証し、早急かつ着実に実施すべき
である。
（１）「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充・継続
地方創生は、中長期の人口の推移など、次の世代やその次の世代の危機感を共有
し、人口減少に歯止めをかけて、それぞれの地域に活力を取り戻していくための息
の長い政策であり、地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的に
進めていくために、2019年度（令和元年度）地方財政計画に計上された「まち・ひ
と・しごと創生事業費」（１兆円）を拡充・継続し、地方の安定的な財政運営に必
要な地方一般財源を十分に確保すべきである。
（２）「地方創生推進交付金」等の拡充・継続及び弾力的な運用
地方一般財源総額の確保・充実に加え、地方創生の取組みを深化させるための交
付金については、地方版総合戦略に基づく施策や事業を安定的・継続的に推進する
必要があること、交付金に対する地方の期待が極めて高いことなどから、2019年度
（令和元年度）当初予算において1,000億円が計上された「地方創生推進交付金」
及び2018年度（平成30年度）補正予算において600億円が計上された「地方創生拠
点整備交付金」については、拡充・継続を図るべきである。また、これらの交付金
については、ハード整備割合や交付額上限の目安の見直し、複数年度の事業（地方
創生に向けた効果の高い大規模な事業等）の対象への追加など、その内容や規模に

ついて、地方の代表が参画した「地方創生推進交付金のあり方に関する検討会」の
最終取りまとめの内容をはじめ、地方の意見等を十分に踏まえるとともに、地方創
生の更なる深化や取組みの全国展開に向け、地方の実情を踏まえた、より弾力的で
柔軟な運用を図るべきである。
（３）地方における５Ｇ・ＩＣＴインフラ整備への財政的支援等
骨太の方針においては、「Society 5.0 の実現に向けて、2020 年度末までに全
都道府県で５Ｇサービスを開始するとともに、セキュリティの確保に留意しつつ、
通信事業者等による５Ｇ基地局や光ファイバなどの情報通信インフラの全国的な
整備に必要な支援を実施し、2024 年度までの５Ｇ整備計画を加速する」とされて
いる。
2020年（令和２年）春の商用サービス開始が予定されている第５世代移動通信シ
ステム（５Ｇ）は、超高速、超低遅延、多数同時接続という３つの特性を有し、都
市部はもとより、人口減少が進む中山間地域をはじめとする地方にとって、医療、
教育、農業、働き方改革、モビリティサービスなど様々な分野における活用が見込
まれており、様々な社会課題の解決を図るSociety5.0時代における地方創生の更な
る推進やデジタル活用共生社会の実現に向けた必須の基幹通信インフラであり、都
市と地方の共生に向け、偏りなく普及を進めることが肝要である。
こうした地域の課題解決や地方創生に資する５Ｇ等の導入施策を国としても積
極的に推進する姿勢を明確にするため、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
において、５Ｇをはじめとする未来技術の利活用を、来年度から次のステージを迎
える地方創生の重要な柱の一つとして位置付け、併せて具体的な支援策を講ずるべ
きである。
また、地方を含むエリアで早期に５Ｇサービスが開始されるとともに、離島や中
山間地域など条件不利地域における基地局・光ファイバ網等の通信基盤が確実に整
備され、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、今後の政府予算の編成にあ
たり、国庫補助事業の拡充（大都市部以外の地域についてはより高率の補助率とす
る等）や自治体負担分が生ずる場合には十分な地方財政措置など、万全の対策を講
ずるべきである。
さらに、５Ｇを利活用した地域の活性化や課題解決に意欲的に取り組む自治体に
対する省庁横断的で総合的な支援体制を構築し、地方における具体的な利活用事業
の実施を積極的に支援すべきである。
３

人口減少対策等に資する新たな税財政措置
新経済・財政再生計画では、「急速な少子高齢化、働き方の変化など、経済社会の

構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維持・促進するとともに、経済成長を

阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全般にわたる見直しを進め
る」こととされている。
一方、人口移動の面では、2018年（平成30年）の東京圏への転入超過数が13万人超
となり、23年連続の転入超過を記録するなど、東京一極集中の傾向が継続している。
今後、少子化等の厳しい現状を抜本的に改善し、地方創生を推進していくため、子ど
もが多いほど有利になる制度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設
など、これまでにない新たな仕組みが必要であり、所得税・個人住民税における諸控除
のあり方をはじめ、三世代同居・近居の促進など、少子化対策に資する税制について幅
広く検討すべきである。その際、地方の行政サービスを支えるための自主財源を充実・
確保することを前提として、検討を進めるべきである。
さらに、少子化対策の抜本強化に向け、「地域少子化対策重点推進交付金」の拡充
と運用の弾力化、不妊治療への支援の拡充、幼児教育・保育の無償化の円滑な実施、
給付型奨学金の拡充や無利子奨学金の充実、子どもの医療費助成に係る国民健康保険
の国庫負担減額調整措置の全面的な廃止、多様な保育サービスの拡充、子ども・子育
て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の安定財源の確保など、子育て支援の充実
を図るべきである。
特に、骨太の方針においては、「待機児童問題を解消し、女性就業率80％に対応で
きる「子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿整備を着実に進める」「幼児教育・
保育の質の確保・向上を行う」とされているが、その費用については、国の責任にお
いて安定財源を確保すべきである。
併せて、困難な環境にある子どもへの支援策の抜本強化に向け、ひとり親家庭への
支援策の拡充や給付型奨学金の拡充等による教育費負担の軽減、「地域子供の未来応
援交付金」の拡充と運用の弾力化、児童相談所の体制強化・施設拡充等に係る財源の
確保など、全ての子どもの安心と希望を実現するための対策の更なる充実・強化を図
るべきである。
「地方拠点強化税制」については、2019年度（令和元年度）末をもって適用期限が
到来することになっているが、2015年度（平成27年度）の制度創設以来、制度の充実
が図られてきたこと等により、地方での本社機能の移転や拡充、地方における雇用の
創出や転入も徐々に進んできており、東京一極集中を是正し、地方において若い世代
が安心して働ける質の高い雇用の場を確保していくためにも、制度の継続は当然行う
べきである。「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」では「東京から地方への企業
の本社機能移転等の加速化に向けて、様々な施策を総動員した、総合的かつ抜本的な
方策について検討する」とされているが、これまでの実績や効果なども踏まえ、より
実効性のある制度となるよう、支援対象として移転に関連する施設（職員住宅・社員
寮など）を追加するとともに、「施設整備計画」の認定要件となる常時雇用する従業

員数要件の緩和、オフィス減税及び雇用促進税制の税額控除の拡充、オフィス減税と
雇用促進税制の併用を可能とするなど制度の更なる拡充を検討すべきである。
４

地方創生に資する大学改革に対する国の財政支援等
依然として続く東京一極集中を是正するため、「地域における大学の振興及び若者

の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」に基づき、地域に
おける大学振興・若者雇用創出のための交付金制度の拡充・継続、東京23区内の大学
の学部等の収容定員の着実な抑制、地域における若者の雇用機会の創出等により、地
域における若者の修学及び就業の促進に取り組むべきである。
また、地方を担う多様な人材の育成や産学官連携による地域の中核的な産業振興を
促進するため、地方団体が地方大学や産業界との間でコンソーシアムを構築し、首長
のリーダーシップのもと、地域の中核的な産業の振興と専門人材の育成に地域が一丸
となって取り組む優れたプロジェクトやそのための施設整備等に対して、2018年度
（平成30年度）において新設された「地方大学・地域産業創生交付金事業」について
は、文部科学省計上分（国立大学法人運営費交付金及び私立大学等改革総合支援事業
のうちの25億円分）を別枠で確保した上で確実に配分するなど、対象となる大学に対
して実効性のある形で配分するとともに、財政需要に十分対応できる額を確保し、着
実に継続すべきである。
（注：東京都は、東京23区内の大学の定員増の抑制を見直すべきとの意見を表明した。）
５

「ふるさと納税」及び「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」の運用
ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設

された「ふるさと納税制度」については、その積極的な活用により、地域に対する関
心や愛着を深め、交流人口拡大等のきっかけとして地域活性化や人口減少対策に資す
る効果もあるが、返礼品の送付については、地方団体間の競争が過熱しているほか、
一部の地方団体において制度の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの
指摘がなされた。そのため、総務大臣通知により寄附額に対する返礼品の調達価格の
割合（返礼割合）等を含む返礼品のあり方が示され、返礼割合の徹底や地場産品以外
の送付について責任と良識のある対応が要請されてきたが、依然として、一部の地方
団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続いていた。
そのため、2019年度（令和元年度）制度改正において、これまでの全ての地方団体
が自動的にふるさと納税の対象となっていた制度を改め、地方税法において制度本来
の趣旨に沿った募集の方法に係る基準を定め、当該基準に適合して募集を適正に実施
する地方団体として総務大臣が指定する地方団体をふるさと納税の対象とする、新た
な「ふるさと納税指定制度」が創設され、本年６月から施行されたところである。

今後とも、「ふるさと納税制度」を健全に発展させていくため、今回の制度改正の
趣旨を踏まえつつ、地方団体においては、引き続き、金銭類似性の高いもの、資産性
の高いものを返礼品として送付する行為は行わないようにするなど、総務大臣通知等
も踏まえ節度ある運用とすべきである。
また、「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」については、2019年度（令和
元年度）末をもって適用期限が到来することになっているが、国、地方団体のみなら
ず企業が寄附を通じて地方創生に参画することにより、地方創生を持続可能な取組み
とするものであり、企業による創業地などへの貢献や地方創生に取り組む地方団体の
インセンティブとなると期待できるものであり、制度の継続は当然行うべきである。
2019年度（令和元年度）税制改正においては、地方創生関係交付金の対象事業に併用
することを可能とすることや基金への積立要件の緩和、寄附払込時期の緩和など制度
の運用改善が図られたところである。「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」では
「今後、企業や地方公共団体の意見を聴き、地方への資金の流れを飛躍的に高める観
点から、手続の抜本的な簡素化・迅速化をはじめとして、更に寄附しやすくなるよう
検討する」とされているが、一層の活用促進を図るため、地方税と国税が協調して税
額控除割合を拡大し、企業のインセンティブ効果を高めることや、柔軟に企業から寄
附を受けやすくするために手続きを抜本的に簡素化することなどについて検討すべ
きである。その際、納税地における企業の受益と負担の関係を踏まえれば、現行の地
方税の控除上限額を維持すべきであること、寄附を行う企業に対する代償としての経
済的利益の供与の禁止などモラルハザードにならないようにすることに留意すべき
である。

６

魅力あふれる地域づくりのための財源措置

（１）スポーツ・文化施策への財源措置
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめワールドマスターズゲ
ームズ2021関西や第20回アジア競技大会等の今後開催される大規模な国際大会な
どを見据え、同大会に関連して行われる事前キャンプや文化プログラム等を各地方
で開催し、その効果を全国津々浦々に波及させることは、地方創生の一層の推進に
資することから、地方における取組みに対して継続的な支援を講ずるとともに、地
方がその実情に応じ、拠点となる公立スポーツ・文化施設の機能向上や建替等を図
ることができるよう、公共施設等適正管理推進事業債の対象施設のより弾力的で柔
軟な運用等を検討すべきである。
（２）観光施策への財源措置
国においては、訪日外国人旅行者数を2020年（令和２年）に4,000万人、2030年
（令和12年）に6,000万人とし、日本人国内旅行消費額を2020年（令和２年）に21

兆円、2030年（令和12年）に22兆円とする目標の達成等により観光先進国を目指す
こととしている。特に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、ワール
ドマスターズゲームズ2021関西、2025年大阪・関西万博や第20回アジア競技大会の
開催等により、今後、訪日外国人旅行者数の大幅な増加も見込まれるところである。
このような状況を踏まえ、政府の方針である観光立国の推進に地方としても着実
に対応していくとともに、観光を地方創生につなげていくためには、観光客の地方
への誘客を図り、観光消費額の増加に繋げることが必要である。そのためには、地
方団体が提供する様々な公共サービスや国内外の観光客の受入れに向けた、地域交
通の確保や利便性の向上等を含む環境整備など新たな行政需要が発生しているこ
とから、地方における観光施策の実施のため、必要かつ十分な新たな財源を確保す
る必要がある。
また、2018年度（平成30年度）税制改正において、地方創生をはじめとする我が
国が直面する重要な政策課題に合致し、地域固有の文化、自然等を活用した観光資
源の整備等による地域での体験・滞在の満足度の向上等に資する施策に充当する財
源として創設され、2019年（平成31年）１月から導入された国際観光旅客税につい
ては、これまでも地方が観光資源の魅力向上等に対し、様々な取組みを行っている
こと等を踏まえ、その税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く創意工夫を
活かせる交付金等により地方に配分するよう検討すべきである。
７

国家戦略としての政府関係機関の地方移転等
政府は地方への新しいひとの流れをつくる方針のもと、政府関係機関の地方移転を

検討してきたが、国家戦略としての地方移転は緒についたばかりである。
中央省庁の地方移転については、まち・ひと・しごと創生本部において決定した「政
府関係機関移転基本方針」や「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」、
「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」等に沿って速やかな移転実現を図るととも
に、研究機関・研修機関等についても、2017年（平成29年）４月に公表された「地方
移転に関する年次プラン」に基づき、地方移転の取組みを着実に進めるべきである。
また、中央省庁のサテライトオフィスの検討については、「まち・ひと・しごと創
生基本方針2018」では、「地方で実施することが質の向上につながると考えられる業
務等について一部の府省庁において試行の検討、実施を進めた結果等も踏まえて、地
方で実施する必要性や効果が高いと考えられる業務について、実施を進める」ことと
され、「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」においても「ICTを活用したサテライ
トオフィスの取組を進め、中央省庁の職員の地方での勤務を促進する方策を検討する」
こととされている。
これらの政府関係機関の地方移転等については、地方への新しいひとの流れを大きな

うねりとするため、今回限りの一過性のものとせずに、地方移転を促進するための数値
目標を設定してその実現に向けての取組みを行うなど、今後も国家戦略として継続して
検討し、その効果が十分得られるよう国が主体的に取り組むべきである。

Ⅳ
１

税制抜本改革の推進等
消費税・地方消費税率引上げに伴う対応等

骨太の方針においては、「2019 年10 月には、全世代型社会保障の構築に向け、少子
化対策や社会保障に対する安定的な財源を確保するため、また、社会保障の充実と財政
健全化にも資するよう、消費税率の８％から10％への引上げを予定している」と明記さ
れた。
今後も社会保障関係費の増加が続くと見込まれるなか、国の制度と地方単独事業そ
れぞれのセーフティネットが組み合わさることによって、今後の社会保障制度全体が
持続可能となるものであり、国・地方を通じた厳しい財政状況や急速に進む少子高齢化
という現状を鑑みれば、本年10月１日に予定されている消費税・地方消費税率の８％か
ら10％への引上げを確実に行うことが必要である。
（１）社会保障に係る地方財源の確保
消費税・地方消費税率の引上げ分は、地方交付税原資分も含めるとその約３割が
地方の社会保障財源であることから、地方が必要な住民サービスを十分かつ安定的
に提供し、地方財政の運営に支障を生じないよう、地方交付税原資分も含め必要な
財政措置を確実に講ずるべきである。なお、その際、地方に負担を転嫁するような
制度改正等を行うことがあってはならない。
また、国民健康保険制度改革の実施にあたっては、国民健康保険の都道府県単位
化の前提として約束された財政支援の拡充とともに、2020年度（令和２年度）末ま
でに行うこととされていた財政安定化基金の積増しが2018年度（平成30年度）予算
で前倒しで実現され、都道府県単位化が実施されることとなったが、今後とも、国
民健康保険制度改革の着実な実施に向け、将来にわたり持続可能な国民健康保険制
度の確立と国民の保険料負担の平準化に向けた国の負担のあり方について、引き続
き地方と協議を行うとともに、2016年（平成28年）12月22日社会保障制度改革推進
本部決定により確約した財政支援について、国の責任において確実に行うべきであ
る。
（２）消費税・地方消費税率引上げに伴う需要変動の平準化
骨太の方針では、
「令和２年度当初予算においても、消費税率引上げの需要変動に
対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、歳出改革の取組を継続するとの方
針とは別途、適切な規模の臨時・特別の措置を講ずる」とされている。
全国知事会においては、かねてより、消費税・地方消費税率引上げの必要性と併

せて、税率引上げに向けては我が国経済の持続的かつ力強い成長が不可欠であり、
地域経済の活性化に十分配慮した総合的かつ積極的な経済対策を講ずるべきであ
り、その際には、地域経済の主役である地方の中小企業等の生産性向上や国内外の
販路開拓等に対する支援の充実を図るべきと提言してきた。
2019年度（令和元年度）当初予算においては、消費税・地方消費税率引上げへの
対応として、臨時・特別の経済対策が盛り込まれ、その際、地方財政に影響が及ば
ないよう配慮がなされたところであるが、2020年度（令和２年度）当初予算をはじ
め需要変動の平準化に向けて今後追加的に予算編成を行うに際しても、地方の財政
運営に支障が生じないように十分留意するとともに、消費税・地方消費税率引上げ
後の経済状況に対応して、全国知事会の提言も踏まえた実効性のある経済対策を国
の責任において講ずるべきである。
（３）低所得者層に配慮した軽減税率制度への対応
消費税・地方消費税率の引上げを行う際には、低所得者層ほど税負担が重くなる
「逆進性」が高まるとの指摘があることから、消費税・地方消費税率が10％に引き
上げられる2019年（令和元年）10月１日に軽減税率制度を導入することとされてい
る。制度の導入にあたっては、国民や中小事業者に混乱が生じないよう、地方団体
としても積極的に広報等を行うこととしているが、国においては対象品目の区分や
税額計算方法の詳細について十分周知するとともに、必要な支援に努めるべきであ
る。
（４）中小企業者への配慮
骨太の方針においては、消費税・地方消費税率の引上げに際して「下請などの中
小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、転嫁拒否等
に対する監視、取締りや、事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、万全の転嫁
対策を講ずる」こととされている。
取引上不利な地位にある中小企業者等において、消費税・地方消費税の円滑かつ
適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保
のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」及び骨太の方
針に基づき、今後も引き続き、下請事業者に対する転嫁拒否の行為等の不公正な取
引の取締りや監視の強化、総合相談窓口による対応などの対策を確実に実施すべき
である。
また、軽減税率制度の導入等に当たり混乱が生じないよう、インボイス制度を含
めた軽減税率制度の概要の十分な周知や指導、軽減税率に対応したレジや受発注シ
ステムの導入支援、キャッシュレス化の推進など、制度導入に向けて万全の準備を
行うべきである。
（５）車体課税の見直しに係る措置

車体課税の見直しについては、2019年度（令和元年度）税制改正において、2019
年（令和元年）10月１日以後に新車新規登録を受けた自家用自動車（登録車）に係
る自動車税の税率を恒久的に引き下げ、その減収額については、自動車取得税を廃
止し新たに創設される自動車税環境性能割の税率適用区分の見直しやグリーン化
特例・エコカー減税等の見直し、国税から地方税への税源移譲により補てんするこ
ととされ、これにより、「税制抜本改革法以来の累次の与党税制改正大綱において
懸案事項とされてきた車体課税の見直しについては、今般の措置をもって最終的な
結論とする」（平成31年度与党税制改正大綱（以下「平成31年度大綱」という。））
とされた。
なお、平成31年度大綱において、「自動車関係諸税については、技術革新や保有
から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する
要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくこと
を前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う」とさ
れているが、今後、地方の社会インフラの更新・老朽化対策や防災･減災事業などに
対する財政需要が一層高まっていくと見込まれる中で、特に、自動車税は道路損傷
負担金的性格も有するとされている都道府県の基幹税であり、税源の乏しい地方に
とって貴重な自主財源となっていることや、車体課税に係る地方税収は2009年度
（平成21年度）の自動車取得税へのエコカー減税の導入等により大幅に減少してき
ていることなどを考慮し、税源を確保するなど、地方財政に影響を与えないよう留
意すべきである。
（６）マイナンバー制度の円滑な利用と運用
マイナンバー制度は、国民にとって利便性の高い社会を実現するとともに、社会
保障や税の分野における行政の効率化、適正な課税・徴収の推進、正確で公平な給
付の実施などにつながるとともに、国・地方を通じた行財政改革や財政健全化にも
資するものである。
地方税をはじめ税・社会保障・災害対策など多くの分野において、利用が進めら
れているところであるが、引き続き、国民の理解を深めるための周知・広報活動に
積極的に取り組むとともに、地方団体への情報提供等に万全を期すべきである。ま
た、国・地方が連携しながら、円滑な制度の利用と情報セキュリティの確保も含め
た適切な運用が行えるよう、地方団体に対する財政面での支援や制度面、運用面で
の協力を引き続き遺漏なく行うべきである。
２

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の創設による新たな偏在是正措置
全国知事会としては、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福

祉・医療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事

業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていく上で、地方税
は最も重要な基盤であり、地方税の充実とともに税源の偏在性が小さく税収が安定的
な地方税体系の構築を目指すべきであるとかねてより主張してきた。
これまでも地方税制においては、地方消費税の創設・充実、三位一体改革による所
得税から個人住民税への３兆円の税源移譲・個人住民税所得割の10％比例税率化や、
地方法人特別税・譲与税制度の創設が行われたほか、地方消費税率の引上げに伴う措
置として、法人住民税法人税割の一部を地方交付税原資化（地方法人特別税について
その規模を２／３に縮減）など偏在是正に関連する税制改正が講じられてきた。
大都市圏の都府県からは、本来、地方税の充実によって対応すべきとの意見もあっ
たが、今後も地方分権改革を進め、さらなる地方税の充実を目指すためには、地方税
の充実そのものが財政力格差拡大の要因とならないよう、税源の偏在性が小さい地方
税体系の構築は避けては通れない課題である。税源自体の偏在に歯止めがかからない
以上、新たな偏在是正措置を講じない限り、大半の地方団体において、地方税などの
財源確保には限界があり、国庫補助金等の国の財政支援に過度に依存せざるを得ない
財政構造となるが、地方分権・地方自治を進める観点からも、こうした財政構造は適
切ではない。
そこで、昨年度、全国知事会は、都市と地方が支え合う社会の構築に向けて、特に
偏在が大きくなっている地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じることに
より、偏在性が小さい地方税体系を構築すべきとし、その際には、法人が地方団体の
行政サービスの提供を受けていること、地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等
による税源涵養のインセンティブになっている面もあることなどの地方法人課税の
意義や、都市も地方も各地域がそれぞれの役割を果たしていくことが重要であること
から、大都市部及び地方部の行財政需要や各地域の活力の維持、向上にも配慮しなが
ら、今後の地方税及び地方法人課税のあるべき全体像を見据えた検討が必要であると
提言した。
こうした全国知事会の提言も踏まえ、2019年度（令和元年度）税制改正においては、
2019年（令和元年）10月に地方法人特別税・譲与税制度を廃止し、新たに恒久措置と
して、大都市に税収が集中する構造的課題に対処する観点等から、地方法人課税にお
ける税源の偏在を是正する新たな措置として、法人事業税の一部を特別法人事業税と
し、その税収全額を交付税及び譲与税配付金特別会計に直接払い込み、特別法人事業
譲与税として「人口」を基準に各都道府県に譲与するとともに、不交付団体に対する
譲与制限の仕組みを設けること等とされた。
また、平成31年度大綱においては「新たな偏在是正措置により生じる財源は、地方
が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、そ
の全額を地方のために活用する」とされた。

なお、そもそも、人口や大企業などの税源そのものが東京などの大都市に集中する
我が国の社会構造を抜本的に是正することが根本として重要であり、政府においては、
今回の偏在是正措置の実施にとどまらず、都市と地方の自立・連携・共生を図る観点
から、地方創生の取組みをより強力に加速化させることを強く要請する。
Ⅱ（３）に記載のとおり、今回の偏在是正措置により生ずる財源については、都市
と地方が支え合う持続可能な社会の構築に向けて、その全額を地方財政計画に必要な
歳出として計上することにより、地方の経済や財政の状況等にも留意しつつ、地方税
財政制度全体として、より実効性のある偏在是正措置となるようにすべきである。
（注：東京都は、本来、税収格差の是正は、国から地方への税源移譲により地方税を
拡充する中で行うべきと強く主張した。）
３

個人住民税の充実・確保
個人住民税は「地域社会の会費」として住民がその能力に応じ広く負担を分任する

という性格を有している。所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲により、従前
にも増して地方の基幹税目として重要なものとなっていることを踏まえ、新たな税額
控除の導入は厳に慎むとともに、生命保険料控除等の政策誘導的な控除の見直しを行
うなど課税ベースの拡大に努めるべきである。
また、今後の個人所得課税の見直しにあたっては、個人住民税が地方団体が提供す
る行政サービスの充実や質の向上のための財源確保の面で最も重要な税であるとと
もに、応益課税の観点から広く住民が負担を分かち合う仕組みとなっていることも踏
まえ、その充実・確保を前提として検討すべきである。

４

法人税改革に伴う地方法人課税の見直し
法人課税については、
「課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる」ことにより、

法人課税を成長志向型の構造に変えることとされ、2018年度（平成30年度）までに法
人実効税率を29.74％まで引き下げる一方で、大法人（資本金１億円超）に対する法人
事業税の外形標準課税の拡大など課税ベースの拡大等により財源が確保された。
また、平成28年度与党税制改正大綱（以下「平成28年度大綱」という。）において
は、「今後とも、国際競争条件や社会構造の変化に応じて、法人課税のあり方につい
て、必要な見直しを行う」こととされている。
今後の法人課税のあり方を検討する際には、国と地方を通じた巨額の財政赤字が生
じており、さらに、今後の人口減少・少子高齢化の進展による社会保障関係費等の増
加が避けられないなかで、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約６割が地
方団体の財源となっていることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにするこ
とを前提として議論されなければならない。

また、地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの
提供を受けていること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くそ
の負担を担うべきという観点から課税されているものである。
以上に十分留意のうえ、具体的な検討にあたっては、以下の点を踏まえるべきである。
（１）外形標準課税のあり方の検討
法人事業税の外形標準課税の拡大については、応益性の強化や税収の安定化に資
することなどから、長年、全国知事会が求めてきたものであり、2016年度（平成28
年度）税制改正においては、成長志向の法人税改革をさらに推進するため、2016年
度（平成28年度）に大法人に導入されている外形標準課税を８分の５まで拡大する
とともに、中堅企業に対する負担変動の軽減措置が講じられた。
今後の法人税改革にあたっては、「外形標準課税の適用対象法人のあり方について
も、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う」とされ
ており、今後、外形標準課税の適用対象法人のあり方等について検討を行う際には、
地域経済への影響を踏まえて、中小法人への適用については慎重に検討すべきであ
る。
（２）法人事業税の分割基準の見直し
法人事業税の分割基準のあり方については、平成28年度大綱において大法人向け
の外形標準課税の拡大も踏まえて検討を行うこととされ、2017年度（平成29年度）
税制改正では、電気供給業に係る改正が行われた。
分割基準は前回の見直し2005年度（平成17年度）から10年以上経過しており、よ
り実態にあったものに見直すべきである。その際、工場のロボット化・ＩＴ化の進
展等の社会経済情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政サービスとの受益関係
を的確に反映させ、税源の帰属の適正化を図るという観点から検討し、法人の納税
事務負担の軽減・簡素化を考慮した上で、より客観性のある指標とすることを基本
とすべきである。なお、近年の法人形態や取引形態など社会経済情勢や企業の事業
活動の変化等を踏まえた対応についても検討すべきである。
分割基準の見直しについては、法人事業税の応益課税の性格を踏まえたものとし、
財政調整を目的として行うべきではない。
（３）収入金額課税制度の堅持
平成31年度大綱においては、「今後、法人事業税における収入金額課税全体とし
てのあり方を踏まえながら、小売全面自由化され2020年に法的分離する電気供給業
及びガス供給業における新規参入の状況とその見通し、行政サービスの受益に応じ
た負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収に与える影響等を考慮しつつ、
これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による外形標
準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する」とされ、今後の検討事

項に位置づけられている。
収入金額課税は、受益に応じた負担を求める課税方式として、長年にわたり外形
課税として定着し、地方税収の安定化にも大きく貢献していること、原子力発電所
をはじめとする大規模発電施設は多大な行政サービスを受益していること、小売全
面自由化後も消費者の新電力への契約先の切替えは低位にとどまっていることや
有力で独立した小売電気事業者が複数存在するとは認められず、競争圧力が不十分
な現時点の状況等を踏まえれば、同制度を堅持すべきである。
５

ゴルフ場利用税の堅持
ゴルフ場利用税については、平成31年度大綱において「ゴルフ場利用税については、

今後長期的に検討する」とされ、今後の検討事項に位置づけられている。
ゴルフ場利用税は、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物処理、地滑り対策等の
災害防止対策、消防・救急など、所在都道府県及び市町村が行う特有の行政需要に対
応していることに加え、ゴルフ場利用税等を活用して、ゴルフをはじめとする各種ス
ポーツの振興に積極的に取り組んでいること、域外から来訪する担税力のあるゴルフ
場利用者が受益に応じて負担していること、その税収の３割はゴルフ場所在の都道府
県の貴重な財源となっているとともに、その７割は所在市町村に交付金として交付さ
れ、財源に乏しい中山間地域をはじめとする市町村の貴重な財源となっていること等
を踏まえ、引き続き現行制度を堅持すべきである。
６

地方税の電子申告・電子納税の一層の推進とシステムの安全性等の確保
2019年（平成31年）4月1日に地方税共同機構が設立され、2019年（令和元年）10月

から地方税共通納税システムの運用が開始されるが、納税者の利便性の向上、官民双
方のコスト削減、地方団体の課税事務の効率化、ひいては適正かつ公平な課税の実現
等を図るため、国税・地方税間の情報連携の更なる推進を図りつつ、地方としても、
賦課課税の多い地方税の特性を踏まえつつ、eLTAX等を活用した全国統一的な対応の
充実など、地方税の電子化を一層推進していく必要がある。
その際、電子化にあたってのシステム構築やシステムの安全性・安定性の担保等は
引き続き重要な課題であることから、国としても必要な支援や財政措置を引き続き適
切に講ずるべきである。
さらに、納税手続のデジタル化を推進するため、地方税の納付手続がオンラインか
つワンストップで完結するよう、地方税共通納税システムの更なる活用に関して、対
応策等を検討すべきである。

Ⅴ
１

課税自主権の活用等
課税自主権の積極的な活用

課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方団体
の財政状況を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積
極的な活用が求められる。
地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要が
あり、地域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を活かすためにも、住民の
理解を得ながら、課税自主権の更なる活用、拡充に取り組むべきである｡
他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方を通
じ主要な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方の社会保
障財源など歳出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する必要がある。
２

課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大に向けた検討

地方税に係る課税自主権の発揮については、制度的には法定外税や超過課税等は認
められているものの、実際の適用には高いハードルがあり、神奈川県臨時特例企業税条
例を違法・無効とした2013年（平成25年）３月の最高裁判決は、そのことを明確に示し
たものである。
この判決の補足意見では、地方団体が法定外税を創設することの困難性が示され、
「国
政レベルにおける立法推進に努めるほかない」と指摘されたことを踏まえ、地方の課税
自主権の拡大を制度的に保障するため、関係法令の見直しの検討を進めるべきである。
その観点からも、2012年度（平成24年度）税制改正において導入された「地域決定
型地方税制特例措置」については、地方の自主性を尊重するため、地域の実情に応じ
て適用の拡大を図る方向で検討することが適当である。

Ⅵ

国と地方の協議の場における意見の反映

国と地方団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他の
地方自治に関する事項等については、法定化された「国と地方の協議の場」における
協議項目とされている。2020年度（令和２年度）の地方財政対策や税制改正等につい
ても、
「国と地方の協議の場」の議題とするとともに、地方の実情を踏まえた政策を立
案、推進するため、社会保障や地方税財政などの特に重要なテーマについては、分科
会を設置し、地方の意見を適切に反映すべきである。

国産木材の需要拡大に向けた提言【概要】
提言前文
日本の森林資源の状況
✓ 戦後造成された人工林について、「今が伐り時、使い時」
✓ 国産木材の国内供給・海外輸出が近年増加傾向にある一方、
森林資源の蓄積量も年々増加
森林資源の林齢構成

森林資源の蓄積状況
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【森林資源の現況（平成29年3月31日現在）より】

1

提言前文
国産木材の活用・森林資源の循環利用の効果
✓ 土砂災害防止や洪水緩和などの防災・減災
✓ 林業の振興による中山間地域の活性化
✓ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の目標達成
✓ 輸送エネルギーの削減も含めた地球温暖化防止
✓ 花粉発生源対策の推進による国民の健康維持・向上

等

国産木材の需要拡大に向けた取組を全国的に加速させ、
森林資源の循環利用・森林再生に繋げていく必要
都道府県の英知を結集して政策提言を取りまとめ、
国に対して協力を要請
2

提言１

新たな国産木材の需要創出

➢民間非住宅建築物の木造化・木質化の推進【重点事項①】
・ＪＡＳ構造材の活用に対する支援、ＪＡＳ認証の取得や維持に要する経費に
ついて負担軽減を図るための支援
・ＣＬＴや集成材等の中高層建築物への活用に向けた設計・施工技術の確立、
ＣＬＴパネル工場やＣＬＴ加工施設等の整備に対する支援
・プレカット加工施設等の整備に対する継続的な支援

ＪＡＳ製材

林業関係団体の事務所におけるＣＬＴ活用

等

金融機関におけるＣＬＴ活用

3

提言１

新たな国産木材の需要創出

➢木塀の普及【重点事項②】
・民間事業者や地方公共団体の木塀設置に対する継続的な支援
・木塀の耐久性向上やコスト軽減等に係る試験研究・技術開発の推進 等

➢木材・木材製品の輸出拡大【重点事項③】
・木造軸組工法の海外普及を促進する取組の推進
・輸出業者向けセミナーや国内商談会の実施規模拡大

公立高校プールサイドにおける木塀設置

公共施設等への導入に向けた
木製フェンスのモデル

韓国における展示会

4

提言１

新たな国産木材の需要創出

➢土木分野での利用
・工事関連資材への積極的な国産木材活用の推進 等

➢仮設物での利用
・様々なイベントで用いる仮設物への国産木材活用の働きかけ 等

➢木質バイオマスの安定供給
・林地未利用材を搬出するための路網整備や林業機械の導入、燃料用チップの
加工、利用施設の整備等に対する支援に必要な予算の安定確保 等

間伐材を利用したクリーク護岸整備

木質ペレット

地域材を活用したサイクルラック

5

提言２

公共建築物の木造化・木質化の推進

➢財源の確保【重点事項④】
・公共建築物の木造化・木質化を促進するために必要な予算の確保
・複数年度にわたる整備を対象とする要件緩和など既存事業の見直し、
地域の実情に応じた新たな助成制度の創設
等

➢企画立案の推進
・一般流通材の活用などにより低コスト化を図る工法の開発促進 等

➢設計・維持管理の円滑化
・木造化・木質化された公共建築物の維持管理に係るデータの収集 等

森林認証（プロジェクト認証）
を取得した県有施設

県立の多目的競技場の木造化

地域材を多面的に使用した県庁舎

6

提言３

大規模な木造建築物の設計や施工を担う人材の育成

➢建築士等の育成【重点事項⑤】
・地方公共団体等が実施するリカレント教育や連続講座に対する支援の拡充
・大学の教育課程における木造建築等のカリキュラムの充実
・非住宅建築物に係る経験を有する建築士等を全国へ派遣する仕組みの創設 等

➢地方公共団体職員等の育成
・木造建築に係る技術や知識の習得を図る研修の体系的な実施 等

ＣＬＴに関するフォーラム

非住宅木造建築物に関する研修

7

提言４

新たな技術の研究開発

➢新たな技術の開発を促進する環境整備
・Ａ材の付加価値を高める製品の研究や開発に対する支援の充実、多様な主体と
の連携により新たな技術や製品の開発を促進するプラットフォーム整備 等

➢大径材の活用に向けた技術開発
・公設試験場や民間企業等の大径材加工に関する技術開発・製品開発に対する
支援の拡充 等

藍染めのスギ板

スギの厚板と木片を合わせた壁

大径材

8

提言５

国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発

➢木材の特性や木材活用のメリット・効果の発信
・木材の特性や木材活用のメリット、地域への経済波及効果、木材利用が居住
環境に与える効果についてのエビデンスの収集や情報発信の強化 等

➢木材利用の普及・啓発
・地方公共団体等と連携したイベント開催等の木づかい運動の強化、木育指導者
の育成・確保に向けた施策の充実等の木育を一層促進する取組の推進 等

小学生向けの副読本

木育用遊具

木づかい運動ロゴマーク

9

提言６

生産・流通体制の強化

➢伐採・搬出・流通基盤の整備
・川上から川下までの総合的な取組の推進に必要な予算の確保 等

➢林業を担う人材の確保・育成
・「緑の雇用」事業や緑の青年就業準備給付金などの必要な予算の確保 等

➢木材需要者と木材供給者を繋ぐ仕組みの構築
・都道府県単位でのサプライチェーンマネジメント推進フォーラムの設置・運営
を支援するための予算の継続的な確保

高性能林業機械を活用した伐採搬出

主伐現場の見学会

高校生向けのチップ製造工場見学会

10

国産木材需要拡大宣言【概要】
宣言の目的
✓ 「自立自尊」の地方自治の理念に基づき、機動力を活かした創意
工夫による取組を展開し、「地方の責任」を果たす決意を明示
宣言の内容
✓ 都道府県が共通して掲げる10の取組方針を記載
宣言に基づく行動
✓ 各都道府県は令和２年度のＰＴ会議において、取組方針に基づく
具体的な取組の状況を１件以上報告
⇒先進・優良事例の横展開を促進
✓ 全国的な横展開に向けてボトルネックとなる課題等については、
令和２年度以降の政策提言に反映
11

10の取組方針
№

概要

１ 自らが整備する公共建築物等における率先利用に努める
２ 国産木材を活用した備品・消耗品の導入・活用に努める
３ 木塀設置などこれまで進んでいなかった分野での活用に努める
４ 市区町村における国産木材活用について緊密な連携に努める
５ 地域住民の理解を深める教育活動や広報活動等の充実に努める
６ 民間事業者等における利用拡大に向けた積極的な働きかけに努める
７ 非住宅建築物における活用拡大を担う建築士等の育成に努める
８ 新たな製品・技術の研究開発や普及に努める
９ 加工流通施設の能力強化など安定供給体制づくりに努める
10 国産木材の利用拡大等に資する花粉発生源対策の推進に努める
12

１４ 国産木材の需要拡大に向けた提言

我が国の国土の約７割を占める森林は、戦後造成された人工林の多くが
本格的な利用期を迎えており、国産木材の国内供給量や海外輸出が増加
している。一方で、森林資源の蓄積量も年々増加し続けており、整備が
行き届かず、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化防止等の公益的機能
が十分に発揮されていない森林も見受けられている。
そうした中、近年は、大規模な地震や豪雨災害などの自然災害が頻発
しており、森林の有する土砂災害防止や洪水緩和といった機能の重要性
が一層高まっている。
また、全国の各地域では、国産木材の需要拡大を通じた林業の振興に
よる中山間地域の活性化が強く期待されている。
さらに、2015 年の国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）
」に掲げられている複数の目標達成に向け、新たな木材
需要の創出が求められている。
加えて、国産木材の需要拡大は森林資源の循環を通じた二酸化炭素吸
収機能の維持・向上に繋がり、輸送エネルギーの削減も含めた地球温暖
化防止に貢献するとともに、スギ・ヒノキ人工林での花粉の少ない苗木
等への植替えなど、花粉発生源対策を一層推し進めることにより、国民
の健康維持・向上にも寄与する。
こうしたことを踏まえ、国や地方公共団体がこれまでも取り組んでい
る国産木材の需要拡大に向けた取組を、さらに全国的に加速させ、森林
資源の循環利用を進めることで、再造林、保育、間伐などの森林整備を
推進し、災害防止の観点からも極めて重要な森林再生、すなわち治山の
理念に基づく取組へと繋げていく必要がある。
ついては、地域の活性化や国土強靭化などに繋がる国産木材の更なる
需要拡大を図るため、次のことを要請する。

１ 新たな国産木材の需要創出
（１）民間非住宅建築物の木造化・木質化の推進【重点事項①】
①ＪＡＳ構造材の流通量拡大
非住宅木造建築の推進に向けては、品質や性能が明確なＪＡＳ製
材品の活用が必要となることから、生産拡大に必要な施設の整備や、
普及拡大に向けたＪＡＳ構造材の活用に対する支援を行うこと。
また、中小製材業者等のＪＡＳ認証の取得や維持に要する経費に
ついて、負担軽減を図るための支援を行うこと。
②ＣＬＴ等の普及
これまであまり木材が利用されてこなかった非住宅建築物におけ
る木材利用を推進するため、性能や品質が確保されているＣＬＴや
集成材等の中高層建築物への活用に向けた設計・施工技術の確立な
どの取組を進めること。
また、資材の供給を担う関連産業の振興に向け、ＣＬＴパネル工
場やＣＬＴ加工施設等の整備に対する支援を行うこと。
さらに、木造建築に関する技術やノウハウを蓄積するため、ＣＬ
Ｔ等を活用したモデル的な建築物の設置促進に必要な予算を引き続
き確保するとともに、拡充・強化を図ること。
加えて、今般、建築基準法において木造建築物の耐火構造等に関
する要件緩和がなされたが、建築物の木造化・木質化を促進する観
点から、更なる検討を進めること。
③プレカット事業者等の体制強化
プレカット事業者等の加工供給体制を強化し、非住宅木造建築物
への対応力向上を図るため、施設整備に対する支援を継続して行う
こと。
（２）木塀の普及【重点事項②】
木塀の普及に向け、民間事業者や地方公共団体の木塀設置に対す
る支援を継続的に行うこと。
また、国のリーダーシップのもと、木塀の耐久性向上やコスト軽
減等に係る試験研究や技術開発を推進するともに、その成果を広く
発信すること。

（３）木材・木材製品の輸出拡大【重点事項③】
付加価値の高い製材品の輸出拡大に向け、相手国の建築法令の調
査・整理、現地向けの設計・施工マニュアルの作成や更なる認知度
向上に向けたＰＲの実施など、ジャパンブランドとして注目されて
いる木造軸組工法の海外普及を促進する取組を進めること。
また、海外の販路拡大に向け、輸出業者向けセミナー及び国内商
談会の実施規模を拡大すること。
（４）土木分野での利用
国産木材を活用した柵や型枠用合板等の木製品、看板等の工事関
連資材について、積極的に利用を進めるとともに、工事の評価規定
において国産木材活用を評価する仕組みを検討すること。
また、関係団体との連携により土木分野での更なる国産木材活用
に関する課題整理を進めること。
さらに、土木分野で活用する新たな木製品の開発や普及に対する
支援を行うこと。
（５）仮設物での利用
国際的な競技大会や博覧会等、様々なイベントで用いる仮設物へ
の国産木材活用を関係団体に働きかけるとともに、国産木材を活用
した仮設物の開発・普及に対する支援を行うこと。
（６）木質バイオマスの安定供給
国産木材の利用拡大に繋がる木質バイオマスの安定供給に向け、
林地未利用材を搬出するための路網整備や林業機械の導入、燃料用
チップの加工、利用施設の整備等に対する支援に必要な予算を安定
的に確保するとともに、生産者から消費者まで関係者が連携した「地
域内エコシステム」の構築を進めること。

２ 公共建築物の木造化・木質化の推進
（１）財源の確保【重点事項④】
公共建築物の木造化・木質化を促進するために必要な予算を確保
するとともに、複数年度にわたる整備を対象とする要件緩和、補助
率の引上げ、補助対象の拡充といった既存事業の見直しや、地域の
実情に応じた新たな助成制度の創設など、地方公共団体等に対する
支援の拡充を図ること。
（２）企画立案の推進
一般流通材の活用などにより低コスト化を図る工法の開発を促進
し、新営予算単価への反映を図るとともに、用途別・規模別の標準
設計の作成・普及を進めること。
また、木造建築物の単価設定や積算方法、他構造とのトータルコ
スト比較等に関する事例調査を実施し、その結果を地方公共団体に
提供すること。
（３）設計・維持管理の円滑化
木造に対応した一貫構造計算ソフトウェアの普及や標準ディテー
ルの開発を促進するとともに、設計に必要となる試験に対する支援
を行うこと。
また、木造化・木質化された公共建築物の維持管理に係るデータ
を収集するとともに、必要な試験を実施し、その結果を地方公共団
体に提供すること。

３ 大規模な木造建築物の設計や施工を担う人材の育成
（１）建築士等の育成【重点事項⑤】
非住宅木造建築物の設計・提案・施工が可能な建築士等を増加さ
せるため、地方公共団体や関係団体が実施するリカレント教育や連
続講座などに対する支援を拡充すること。
また、大学の教育課程における木造建築や木材利用のカリキュラ
ムの充実を図ること。
さらに、蓄積された技術やノウハウを普及させるための技術書の
作成や、非住宅木造建築物に係る経験を有する建築士等を全国各地
へ派遣してノウハウを普及する仕組みを創設すること。
（２）地方公共団体職員等の育成
各地域の公共建築物の木造化について中核的な役割を担う地方公
共団体職員の育成に向け、木造建築に係る技術や知識の習得を図る
研修を体系的に実施すること。
また、国産木材の利用を促進するコーディネーターの育成に対す
る支援を行うこと。

４ 新たな技術の研究開発
（１）新たな技術の開発を促進する環境整備
施工性の高い構造材や内装材、リーズナブルな木質耐火部材や屋
外利用での耐久性を向上させる技術など、新たな木材需要の創出に
繋がり、Ａ材の付加価値を高める製品の研究や開発に対する支援を
充実・強化すること。
また、企業や建築士、デザイナー等との連携による技術開発・製
品開発に対する支援制度の創設など、多様な主体との連携により新
たな技術や製品の開発を促進するプラットフォームを整備すること。
（２）大径材の活用に向けた技術開発
今後増大する大径材の活用に向け、公設試験場や民間企業等の大
径材加工に関する技術開発・製品開発に対する支援の拡充を行うこ
と。

５ 国産木材活用の意義や魅力の周知・啓発
（１）木材の特性や木材活用のメリット・効果の発信
施主への木材利用の理解醸成を図るため、木材の特性や木材活用
のメリット、地域への経済波及効果、木材利用が居住環境に与える
効果についてのエビデンスの収集や情報発信を強化するとともに、
産学官が連携してこうした取組を進めるための支援制度を創設する
こと。
また、他構造と比較した際のメリットを明らかにするため、維持
管理費や解体費用等を含めたトータルコストの実証を進めること。
（２）木材利用の普及・啓発
木の良さをＰＲするため、地方公共団体、民間企業、関係団体等
と連携したイベント開催や、普及啓発用木製品及びポスターなどの
製作・配布といった効果的な広報の実施など、木づかい運動の強化
を図ること。
また、木育指導者の育成・確保に向けた施策の充実のほか、地方
公共団体、民間企業、教育関係者等との連携によるプロモーション
方法の検討や先進的な取組の発信など、木育を一層促進する取組を
進めること。
さらに、幼少期から木材に親しむ機会や日常的に木材を観て触れ
ることができる環境、木に包まれた暮らしの創出等を通じて国産木
材利用の理解を醸成するため、子育て施設での国産木材利用やＰＲ
効果の高い民間商業施設の木造化、国産木材を利用した住宅の新築
等に対する支援策を講じること。

６ 生産・流通体制の強化
（１）伐採・搬出・流通基盤の整備
国産木材の生産拡大を図るとともに、持続的な林業の成長産業
化を達成するため、再造林や間伐などの森林整備や、路網の整備、
高性能林業機械の導入、木材市場への支援、加工流通施設の整備な
ど、川上から川下までの総合的な取組の推進に必要な予算を十分に
確保するとともに、支援を強化すること。
また、既存交付金の補助単価の見直しなどにより、集約化が困難
な箇所に対する支援の充実を図ること。
さらに、定期的な修繕が不要な獣害対策技術の開発を進めること。
加えて、花粉発生源対策の推進が国産木材の利用拡大や森林整備
に資することを踏まえ、花粉症対策苗木への植替えに対する支援や
花粉発生源対策の意義の周知・啓発などに必要な予算を十分に確保
すること。
（２）林業を担う人材の確保・育成
国産木材の供給を支える林業従事者の確保・育成や現場技能者の
キャリアアップを進めるため、
「緑の雇用」事業や緑の青年就業準備
給付金などの必要な予算を確保すること。
また、架線系等の技術者養成研修の充実を図ること。
（３）木材需要者と木材供給者を繋ぐ仕組みの構築
国産木材の安定かつ効率的な供給体制を構築するため、都道府県
単位でのサプライチェーンマネジメント推進フォーラムの設置・運
営を支援するための予算を継続的に確保すること。

国産木材需要拡大宣言
国産木材の需要拡大は、我が国の森林資源の循環を促進し、日本経済
全体の規模の拡大、国民の生命・財産を守る治山の推進、将来世代への
豊かな環境の継承などに寄与する、極めて重要な課題である。
こうした認識のもと、
「行動する知事会」を掲げる我々は、国産木材の
需要拡大を押し進めるため、国に必要な協力を要請する一方で、
「自立自
尊」の地方自治の理念に基づき、機動力を活かした創意工夫による取組
を展開し、「地方の責任」をしっかりと果たしていく決意である。
ついては、各都道府県が以下の取組方針に基づき、それぞれの地域の
実情に応じながら、知恵を絞って個性や強みを活かした施策を実践する
とともに、先進・優良事例について、お互いが連携して効果的な共有・
発信を図ることを、ここに宣言する。
１

自らが整備する公共建築物等について、率先して国産木材の利用に
努める。

２

自らが使用する備品や消耗品などについて、国産木材を活用した製
品の導入・活用に努める。

３

木塀の設置など、これまで活用が進んでいなかった分野での国産木
材の活用に努める。

４ 市区町村における国産木材の活用について、ニーズの把握や助言を
行うなど、緊密な連携に努める。
５

国産木材の活用に関する地域住民の理解が深まるよう、教育活動や
広報活動等の充実に努める。

６

施主となる民間事業者等における国産木材の利用拡大に向けて、積
極的な働きかけを行うよう努める。

７ 非住宅建築物における国産木材の活用拡大を担う建築士等の育成に
に努める。
８

国産木材活用の可能性を拡げる新たな製品・技術の研究開発や普及
に努める。

９

国産木材の需要拡大の取組を推進するため、加工流通施設の能力強
化や効率的なサプライチェーンの構築など、安定供給体制づくりに努
める。

10 国産木材の利用拡大や森林整備に資する意義を踏まえ、花粉発生源
対策の推進に努める。

１ ５

地域の国土強靱化加速と地方創生回廊の早期実現
特別決議

近年、激甚化・頻発化する自然災害等により、全国各地で甚大な被害が発生してい
る。また、南海トラフ地震・首都直下地震なども発生の切迫性が高まっているところで
ある。そのため、これらの自然災害に備え、気候変動等に対する認識を抜本的に見直し
強靱な国土づくりを強力に進めていくことが重要である。そして、このような対策を講
じることは、国全体の総需要創出にも寄与するものである。
こうした中、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」により、国と地方
が一体となってハード・ソフト両面で強靱化対策に全力で取り組んでいるところである
が、抜本的な治水・治山対策や災害に強い道路ネットワークの構築、火山噴火災害への
事前防災対策など、地域の状況に応じた本格的な国土強靱化対策としては、なお十分と
は言えない。
こうして、国土強靱化対策を講じつつ、国・地方を挙げて最大の課題である地方創生
に向け、地域がその特徴・強みを生かしながら取り組んでいるところであるが、その実
現には社会インフラ等地域間の格差を無くし、地方創生の基盤を整えておくことが必要
不可欠であり、いわゆる「地方創生回廊」の重要性がますます高まっている。
以上のような認識のもと、下記について提言する。

記
１ 国土強靱化の加速
国土強靱化地域計画については全都道府県において策定済みであるが、市区町村に
おいても策定を急ぐこととし、併せて、地方が計画に基づく取組を確実に実施できる
よう、３か年対策後においても必要となる予算・財源を安定的に確保し、強靱な国土
づくりを強力かつ継続的に進めること。

２ 「地方創生回廊」の早期実現
地方創生を支える社会インフラの地域間格差解消に向けて、高規格幹線道路等の交
通インフラのミッシングリンク解消やダブルネットワーク化、リニア中央新幹線や整
備新幹線の整備促進、新幹線の基本計画路線から整備計画路線への格上げなど、地域
発展の基盤となる「地方創生回廊」を早期に実現すること。
また、地方空港・港湾についても、大規模災害時に大きな力を発揮することに鑑
み、その機能強化を図ること。

１６

女性活躍～ウーマノミクス～を加速し、経済活性化！！

～育児・介護と仕事の両立支援, 男女が尊重し合い格差解消～

に向けた提言

地域の活力と競争力を高め、我が国が将来にわたって持続的に発展していくため
には、社会の人口の半分を占める女性も能力を十分に発揮して活躍することが不可
欠であり、政府と一体となって取組みを加速する必要がある。
我が国の人口は８年連続で減少し、働き手の中心となる生産年齢人口は平成 30 年
に初めて６割を下回った。さらに、三大都市圏に全人口の 50％を超える人口が偏在
しているため、地方の人手不足が深刻化し、地域の維持や持続・発展の妨げとなっ
ている。また、人手不足の問題は、企業等における事業の継続困難や縮小、人手不
足関連倒産に至る要因にもなっている。
一方、女性の就業率は年々上昇し、平成 30 年には７割を超えたが、仮に男性と
同程度まで押し上げた場合、ＧＤＰが 10％上昇するとの予測も出されている。こ
のように、女性の就労は、労働力供給に留まらず、生産性向上や経済成長の推進力
として大いに期待されている。しかし、実態は、家事・育児・介護は女性に偏って
おり、特に介護離職者の８割が女性であることから、介護との両立支援を強化し、
地方の大宗を占める中小企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進に向けた柔
軟で働きやすい就業環境の整備が不可欠である。さらに、長時間労働など男性中心
型の働き方や男女間の格差の是正、正職員化や管理職への登用促進など、女性も能
力を十分に活かせる仕組みづくりが必要である。
女性も男性もいきいきと活躍するには、心身の健康も大切であり、若年期から国
民一人ひとりが健康に関する意識を高め、行動につなげるよう普及啓発の強化が重
要である。
また、社会問題になっているハラスメントについては、令和元年５月に成立した
「女性活躍・ハラスメント規制法」において、企業におけるパワハラの防止措置が
義務化されたものの、罰則規定がない。重大な人権侵害であるハラスメントを根絶
するためには、更なる実効性ある対策を講じるとともに、小さい頃から「人として
互いに尊重し合い、共に支え合いながら社会貢献することが大事」という教育を進
め、男女共同参画の意識を醸成することが重要である。
ついては、国に対し以下の事項を提言する。
提言(１) あらゆる分野における女性の活躍促進
① 男女共同参画社会の形成に向けた国民の理解の一層の向上と、小さい
頃から、「女性と男性が互いに尊重し合い、共に支え合いながら社会
貢献することが大事である」という教育の推進

② 児童生徒に対する、家族への感謝や愛情の育み、絆の大切さも含めた
ライフデザイン形成に関する学習の普及・定着
③ ＤＶや性的マイノリティに関することなど、「男女共同参画」に関す
る課題の多様化・増大化に対応するための男女共同参画センター等の
機能の充実・強化
④ これまで女性の参画が少なかったあらゆる業種における女性の就業促
進
⑤ 女性の就業拡大を阻む税制・社会保障制度の見直し
⑥ 中小企業・小規模事業所における女性の就業継続、正社員化、管理職
登用を積極的に進めるためのインセンティブの付与
⑦ 地方議会における妊娠・出産・育児や介護と議員活動の両立を支援す
る環境の整備促進
⑧ 女性医師が働きやすい勤務環境の改善や育児支援等による離職防止、
復職支援の強化
⑨ ボランティアや子どもの見守りなど地域活動への参加を促進する休暇
制度の創設
提言(２) 女性も安心して長く働き続けられる職場環境の整備
Ⅰ

子育てと仕事の両立支援
① 固定的性別役割分担意識に基づく、男性を中心とした労働慣行の改善
のための経営者等トップの意識改革の推進
② 保育施設整備や保育士等の人材確保・病児病後児保育を含む子育て支
援サービスの充実
③ 放課後児童クラブについて、多子世帯や所得に応じた利用料軽減措置
の創設など子育て世代の経済的負担の軽減
④ 育児時間取得の男性への適用拡大
⑤ 配偶者出産休暇など有給の休暇制度の創設、育児休業の一定期間を父
親に割り当てる「パパ・クオータ制」の導入
⑥ 非正規雇用労働者の育児休業の取得促進など、就業環境の整備に向け
た支援の拡充

Ⅱ

労働条件の整備促進、待遇の改善
① 勤務間インターバル制度の義務化
② 子の看護休暇制度の拡充、当該休暇に係る賃金減少分に対する支援制
度の創設
③ 所定労働時間の短縮措置の就学前の子までの拡大、当該所定労働時間
の短縮措置に係る賃金減少分に対する支援制度の創設
④ 育児時間の取得時間の拡大、当該育児時間の取得に係る賃金減少分に
対する支援制度の創設

⑤ 地域間格差の拡大につながっているランク制度を廃止し、全国一律の
最低賃金制度の実現と同一労働同一賃金の確実な実施。最低賃金の引
上げ、これによって影響を受ける中小企業への支援の強化
⑥ ひとり親家庭の親が、安心して資格取得に取り組むための給付金の拡
充
提言(３) 介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援
① 介護離職ゼロに向けた介護休業の取得回数制限の緩和、取得可能日数
の拡大、介護休業中の社会保険料の免除、介護休業代替要員の確保に
対する支援
② 育児と介護を同時に担うダブルケアに対応する相談窓口の設置など、
ダブルケア問題を抱えている者への仕事との両立支援策等の創設
③ 介護に関する相談窓口の設置など、従業員の介護と仕事の両立支援に
取り組む企業への支援の充実
提言(４) 「健康経営」の促進と、生涯を通じた健康支援の強化
① 従業員の健康づくりに戦略的に取り組む「健康経営」の促進
② がん検診及び特定健康診査の受診率を向上するための施策の展開、全
国どこに暮らしても、質の高い治療が受けられる医療体制の整備
③ 社会全体の理解促進や職場の支援体制の整備など、仕事と病気の治
療、不妊治療の両立に向けた支援の強化
④ 疾病予防や健康づくり、妊娠、出産に関する知識の普及啓発
⑤ 女性健康支援センター及び不妊専門相談センターの周知啓発や機能の
強化等による、相談しやすい環境の整備
提言(５) 女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進
① 男女共同参画社会の形成に向けた国民の理解の一層の向上と、小さい
頃から、「女性と男性が互いに尊重し合い、共に支え合いながら社会
貢献することが大事である」という教育の推進 【再掲】
② 真の男女共同参画社会を実現するため、社会制度･慣行の見直しや、
あらゆるハラスメントの根絶に向けた実効性ある取組みの推進
③ ＤＶ被害者に対する保護体制の充実・処遇改善の研究、ＤＶ防止の普
及啓発・学校等における予防教育の強化
④ ＤＶや性的マイノリティに関することなど、「男女共同参画」に関す
る課題の多様化・増大化に対応するための男女共同参画センター等の
機能の充実・強化 【再掲】

提言(６) 人手不足対策と経済活性化のためには、女性の活躍が不可欠！
本気で取り組むための十分な財源の確保を！
① 地域女性活躍推進交付金については、次年度以降も継続し、事業成果
の定着を図るための十分な財源の確保と国庫負担割合の 10/10 の復
元、複数年の継続事業も交付対象とするなど、柔軟で使いやすい運用
（手続きの簡素化、市町村への直接交付等）
② 地域の実情に合わせた独自施策の展開を継続的に可能とする「女性活
躍応援基金（仮称）」の創設

～育児・介護と仕事の両立支援，
男女が尊重し合い格差解消～

令和元年７月
全 国 知 事 会
（全国知事会

男女共同参画プロジェクトチーム）

Ⅰ． 直面する重点課題
日本の年齢別人口
１２.１％
※Ｒ元年６月１日現在
年少人口
（概算値）
（０～14歳）

（1） 減り続ける人口、働き手 ⇒ 女性の活躍～ウーマノミクス～の進展が必要！

○日本の人口は、８年連続で減少
○少子高齢化による生産年齢人口(15～64歳)は年々減少し､初めて６割を下回った
○都市部への人口偏在。三大都市圏に全人口の50％超。地方の働き手不足が深刻化
○人手不足関連倒産は年々増加し、平成30年度は過去最高の400件

総人口
１億２６２３
万人

２８．４％
老年人口
（65歳～）

５９.５％
生産年齢
人口
（15～64歳）
総務省統計局/
人口推計

（２） 女性の潜在労働力は、500万人超
⇒ 女性に偏っている家事・育児・介護の負担解消と、
女性も活躍できる就業環境の整備が必要！
女性の就業率が
男性と同程度になると、
○女性の就労促進は、生産性向上・経済成長の推進力
新たな就業者は
○女性の就業率を男性と同程度まで押し上げると、世帯収入が増加、
約５３０万人!!
経済成長につながる： ＧＤＰ10％上昇（ゴールドマン・サックス2019年）
総務省/Ｈ３０労働力調査
○第１子出産後の離職者は、未だ５割。男性の家事･育児時間は、女性の1/5
○介護や看護で離職・転職する人は、毎年約10万人。その８割が女性

（３） 雇用形態、賃金、処遇の男女格差、依然大きい
⇒ 格差を解消し、女性も能力を十分に活かせる仕組みが必要！
○女性の非正規雇用は55.9％で、男性（21.6％）の2.5倍
○女性の賃金は男性の約７割で、依然開きが大きい
○女性の企業等における役員・管理職等は、16.4％に留まる

パート･アルバイト

派遣･契約

78.4%

44.1%

女性

その他

11.2 6.8

44.1

8.4

3.6

3.4

非正規雇用 55.9％
総務省/Ｈ３０労働力調査

労働環境・均等部(室)に寄せられた件数推移(男女均等法関係)
セクハラ

20000

・ハラスメントが最も多い

（４） 一人ひとりに応じた健康支援、ハラスメント対策の徹底

正社員
男性

35.8
⇒ 女性も男性も健康に関する意識啓発・教育、
35.5
マタハラ
％
15000
％
人権を尊重する意識づくりが必要！
不利益取扱い
6.7
10000
○若い世代からの健康教育、健康相談、がん検診の普及が課題
％
13.1 性差別
％
5000
○労働局に寄せられた相談のうち､｢ハラスメント｣は７万2067件で最多
その他
0
○「女性活躍・ハラスメント規制法」が成立（Ｒ元.5.29）
件
１
２８年度
２９年度
28年度
29年度
→ 罰則規定がなく、実効性が不透明
厚労省/Ｈ29雇用環境・均等部(室)における法執行状況

Ⅱ． 提

言

～育児・介護と仕事の両立支援，男女が尊重し合い格差解消～
実現に向けた６つの提言
提言（１） あらゆる分野における女性の活躍促進＜一部新規＞
提言（２） 女性も安心して長く働き続けられる職場環境の整備＜一部新規＞
Ⅰ．子育てと仕事の両立支援
Ⅱ．労働条件の整備促進、待遇の改善
提言（３） 介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援
提言（４）「健康経営」の促進と、生涯を通じた健康支援の強化＜新規＞
提言（５） 女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進＜一部新規＞
提言（６） 人手不足対策と経済活性化のためには、女性の活躍が不可欠！
本気で取り組むための十分な財源の確保を！
＜一部新規＞
２

【提言(１)】あらゆる分野における女性の活躍促進
◆ 現 状 ・課 題

★人口減少社会において、女性が、あらゆる分野で様々な役割を果たすことが期待されています！

・女性活躍推進によって得られた成果・ビジネスインパクト

・各分野における指導的地位に占める女性の割合
（複数回答･上位３位）

多様な働き方に対する
意識や理解の向上等
従業員のモチベーション
向上・離職率低下

出典：経団連/H29｢女性の活躍
推進の成果･ビジネスイン
パクト｣に関するアンケート

採用活動への好影響

(社)

0

50

100

150

30
国の目標「２０２０年までに、
女性の割合３０％」に届かず
20

10.9
10

提

言

40%

分からない

60%
80%
100%
出典：内閣府/H26女性の活躍推進に関する世論調査

地域 （
自治会長）

◆

20%

7.0

教育（
大学教授等）

0%

46.5

農林水産業（
農業委員）

46.5

男性

★男性にも
女性にも根
強く存在。意
識の壁が推
進上の課題

5.7
医療（
医師）

反対

10.6

司法（
検察官（
検事）
）

賛成

16.0

行政
（
都道府県における本庁課長
相当職の職員）

5.1

21.1

9.8

行政
（
本省課室長相当職の国家公
務員）

51.6

政治（
国会議員（
衆議院）
）

43.2

0
％

・「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方

10.1

23.5

4.4
雇用（
民間企業の課長相当職）

★女性が働くと世帯収入が増加→ 消費が活発化→ 企業収益拡大
→ 投資増加・賃金上昇→ 経済好循環・経済の拡大

女性

＜ 一部新規 ＞

出典：内閣府/H30全国女性の参画マップ、
H29女性の政策・方針決定参画状況調べ

① 男女共同参画社会の形成に向けた国民の理解の一層の向上と、小さい頃から、「女性と男性が互いに尊重し合い、共に支え
合いながら社会貢献することが大事である」 という教育の推進 ＜一部新規＞
② 児童生徒に対する、家族への感謝や愛情の育み、絆の大切さも含めたライフデザイン形成に関する学習の普及・定着 ＜新規＞
③ ＤＶや性的マイノリティに関することなど、「男女共同参画」に関する課題の多様化・増大化に対応するための男女共同参画セン
ター等の機能の充実・強化 ＜新規＞
④ これまで女性の参画が少なかったあらゆる業種における女性の就業促進 ＜新規＞
⑤ 女性の就業拡大を阻む税制・社会保障制度の見直し
⑥ 中小企業・小規模事業所における女性の就業継続、正社員化、管理職登用を積極的に進めるためのインセンティブの付与
⑦ 地方議会における妊娠・出産・育児や介護と議員活動の両立を支援する環境の整備促進
⑧ 女性医師が働きやすい勤務環境の改善や育児支援等による離職防止、復職支援の強化 ＜新規＞
3
３
⑨ ボランティアや子どもの見守りなど地域活動への参加を促進する休暇制度の創設 ＜一部新規＞

【提言(２)】 女性も安心して長く働き続けられる職場環境の整備
＜ 一部新規 ＞
◆ 現 状 ・課 題

Ⅰ．子育てと仕事の両立支援
・子どもの出生年別第１子出産前後の妻の就業状況

・出産後の就業継続意欲
63.6

出産した後も続ける

★６割以上の人が、
出産後も働き続けたい！
しかし、実態は
約５割の人が離職！！

13.9

出産を機にやめる

16.3

考えていない
0

10

20

30

40

50

60

100

83.2
89.7

60

83.7

女性のうち、第１子出
産後に退職する人が約
半数 （46.9％）※

％

出典：厚労省/21世紀成年縦断調査2014

・男性と女性の育児休業取得率
80

70

★出産前に働いていた

83.0

81.8

就業継続（53.1％）※

82.2

男性
女性

※ 出産前有職者を
100とした場合の割合

40
20
0

％

1.56

1.38

2.03

3.16

5.14

6.16

H19

H22

H25

H28

H29

H30

出典：厚生労働省/雇用均等基本調査

◆

提

★育児休業の取得率・
取得日数とも、男女
間で大きな「差」
★男性の取得率の目標
13％には程遠い

出典：内閣府／仕事と生活の調和レポート2016

★第１子出産後に離職する人は、いまだ半数に及ぶ
★小規模企業ほど、出産後の就業継続の割合が、低い

言

① 固定的性別役割分担意識に基づく、男性を中心とした労働慣行の改善のための経営者等トップの意識改革の推進
② 保育施設整備や保育士等の人材確保・病児病後児保育を含む子育て支援サービスの充実
③ 放課後児童クラブについて、多子世帯や所得に応じた利用料軽減措置の創設など子育て世代の経済的負担の軽減 ＜新規＞
④ 育児時間取得の男性への適用拡大
⑤ 配偶者出産休暇など有給の休暇制度の創設、育児休業の一定期間を父親に割り当てる「パパ・クオータ制」の導入
⑥ 非正規雇用労働者の育児休業の取得促進など、就業環境の整備に向けた支援の拡充
４

◆ 現 状 ・課 題

★ひとり親世帯は、約142万。そのおよそ９割が、母子世帯。

・「勤務間インターバル制度」の導入状況
導入していない、
検討もしていない

｢勤務間インターバル
制度の導入」は、企業
の努力義務に留まる
（H31.4～）
効用

89.1

導入を予定、
検討している

業務の効率向上、健康確保、
長時間労働の是正

9.1
1.8

導入している
0

★企業の９割が、導入検討せず！
ＥＵでは、最低11時間の休息
の確保を措置

20
40
60
80
出典：厚生労働省Ｈ30調査

100

％

（単位：円／時間、（）：前年比）

全国平均
最上位
最下位
最上位と
最下位の差

874

850
東京都
652
２県

958
東京都
737
８県

985（＋27円）
東京都
761（＋24円）
１県

198

221

197

出典：厚生労働省／地域別最低賃金の全国一覧

◆

提

言

■世界の最低賃金制度

848

１２３．２万世帯

１８．７万世帯

８１．８％

８５．４％

就業者のうち、
正規

４４．２％

６８．２％

就業者のうち､非
正規(派遣･パート等)

４８．４％

７．８％

② 就業状況

２００万円
正 規：305万円
非正規：133万円

３９８万円
正 規：428万円
非正規:190万円

出典：厚生労働省/H28全国ひとり親世帯等調査結果

Ｈ30

749

父子世帯

③ 母又は父の平均
年間就労収入

★日本の地域別は、少数。「全国一律」が、世界の９割・常識
Ｈ29

母子世帯
① 世帯数

・最低賃金の地域間格差の状況

Ｈ24

★母子世帯は、
30年間で1.5倍!

・ひとり親世帯の現状

Ⅱ．労働条件の整備促進、待遇の改善

3%

全国一律
地域別

6%

44%

44%

業種別・全国一律
業種別・地域別
なし

格差

3% 地域別

１日８時間・週５日働いた場合、
年間約４１万円の差！

出典：国際労働
機関データ

★母子世帯の収入は、父子世帯の約１/２
★母親の自立に効果的な資格・技術の取得支援が必要

・ひとり親の貧困率＜国際比較＞

出典:厚労省/2016国民生活基礎
調査、OECD調査

50.8

日本

35.8

アメリカ

14.5

フランス

6.7

イギリス
0

10

20

30

40

50

60 ％

① 勤務間インターバル制度の義務化
② 子の看護休暇制度の拡充、当該休暇に係る賃金減少分に対する支援制度の創設
③ 所定労働時間の短縮措置の就学前の子までの拡大、当該所定労働時間の短縮措置に係る賃金減少分に対する支援制度の
創設
④ 育児時間の取得時間の拡大、当該育児時間の取得に係る賃金減少分に対する支援制度の創設
⑤ 地域間格差の拡大につながっているランク制度を廃止し、全国一律の最低賃金制度の実現と同一労働同一賃金の確実な
実施。最低賃金の引上げ、これによって影響を受ける中小企業への支援の強化 ＜一部新規＞
⑥ ひとり親家庭の親が、安心して資格取得に取り組むための給付金の拡充 ＜新規＞

５

【提言(３)】介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援
・事業所規模別介護休業制度の「規定あり」事業所の割合

◆ 現 状 ・課 題

500人以上

★仕事をしながら介護をしている人は、年々増加！
９割の人が、介護休業等を利用していない！

299.9

300

239.9

200
100
0

万人

H24

H29

100～499人

介護休業等制度の利用状況

30～99人

介護をしている雇用者 （H29）
総 数
299.9万人
制度の利用なし
270.6万人
制度の利用あり
25.8万人
（・介護休業
3.5万人）
（・短時間勤務 6.2万人）
（・介護休暇
8.2万人）

5～29人

介護をしている雇用者

400

99.2

％

97.4
89.3

★規模が小さい
ほど 「規定あり」
の割合が低い

66.8
0

20

40

60

80

・晩婚化、晩産化に伴う、ダブルケアの問題

100

出典：厚生労働省/H29雇用均等基本調査

ダブルケアを行う者の推計人口
男性

85,400

女性

167,500

出典：総務省/H24・29就業構造基本調査

（人） 0

介護離職者が介護休業制度を利用しなかった理由

利用しにくい雰囲気がある
制度がわからない

150,000

200,000

出典：総務省/H24就業構造基本調査

★介護離職を決めた理由：「仕事と介護の両立がむずかしい」 が、
男女とも６割。離職者の約６割が、「仕事を続けたかった」

提

100,000

45.7 ％
★育児と介護のダブルケアを行う者は、約25万人。女性は男性の約２倍
20.8
★30代、40代がその８割を占め､男性の９割、女性の半数は有業者
18.0 出典：厚労省/H24仕事と介護の両立に関する
15.1 実態把握のための調査研究報告書
・未婚率の上昇とともに増加する「シングル介護」

制度がない
仕事を代わってくれる人がいない

◆

50,000

出典：厚労省/H24仕事と介護の両立に関する
労働者アンケート調査

言

日本の50歳時未婚率は、男性23.3％、女性14.0％で過去最高記録を更新
シングル介護者は、ひとりで負担を抱え、離職するケースが多い。
[出典：総務省/H27国勢調査］

① 介護離職ゼロに向けた介護休業の取得回数制限の緩和、取得可能日数の拡大、介護休業中の社会保険料の免除、
73.4
70.9
介護休業代替要員の確保に対する支援
66.9

66.5

出典：総務省/Ｈ29労働力調査
63.9
② 育児と介護を同時に担うダブルケアに対応する相談窓口の設置など、ダブルケア問題を抱えている者への仕事との両立
支援策等の創設

６

③ 介護に関する相談窓口の設置など、従業員の介護と仕事の両立支援に取り組む企業への支援の充実

【提言(４)】「健康経営」の促進と、
生涯を通じた健康支援の強化
◆ 現 状 ・課 題

・「人生100年時代」 の健康管理

・治療と仕事の両立

男性

★ ３０％超 （ 2.076万人／6,440万人） が、
何らかの疾病を抱えながら働いている
★がん患者の離職理由の第１位が、
「仕事を続ける自信がなくなった：３７％」

565

400

229
107

200

65

90

心疾患

メンタル

37

32

がん

脳血管疾患

子宮頸がん

女性

60

罹患しながら働く人数
600

＜新規＞

90

51.0
46.4
41.7

40

35.6

84.5
80.8

44.5

78.1
75.9

38.5

70

64.3
51.7

0
万人

乳がん

高血圧

糖尿病

アレルギー

20

50

42.1

出典：厚生労働省／H28国民生活基礎調査

不妊治療と仕事の両立状況
・その他

＜内訳＞

35%

・両立できず、 退職した 16％
・両立できず、治療を
やめた 11%
・両立できず、 雇用形態を
変えた 8％

◆

提

言

13%

12%

0

30

％

・両立して
いる

87%

53%
・両立していても、
「難しさを感じて いる」と回答

41.0

胃がん
検診

肺がん
検診

大腸がん
検診

％

アメリカ

イギリス

韓国

日本

出典：厚労省/H28国民生活基礎調査等

★ がん検診率は、国の目標：５０％に届かず
★ 特に低い女性の検診率。先進国の中でも、極めて低い
・イギリス→ 政府による個別通知の発行、検診の予約から検診後のサポート
まで体制を整備

出典：厚生労働省／Ｈ29『不妊治療と仕事の両立に係る諸問題に
ついての総合的調査』

① 従業員の健康づくりに戦略的に取り組む「健康経営」の促進
② がん検診及び特定健康診査の受診率を向上するための施策の展開、全国どこに暮らしても、質の高い治療が受けられる医療
体制の整備 ＜新規＞
③ 社会全体の理解促進や職場の支援体制の整備など、仕事と病気の治療、不妊治療の両立に向けた支援の強化 ＜新規＞
④ 疾病予防や健康づくり、妊娠、出産に関する知識の普及啓発 ＜新規＞
出典：Ｈ24女性の活躍による経済活性化を推進する関係
出典：厚生労働省資料
７
⑤ 女性健康支援センター及び不妊専門相談センターの周知啓発や機能の強化等による、相談しやすい環境の整備
閣僚会議資料（Ｃａｔａｌｙｓｔ（米国ＮＰＯ）調査＜新規＞
）

７

【提言(５)】女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進 ＜ 一部新規 ＞
・女性に対する暴力、相談件数の現状

◆ 現 状 ・課 題

身体的暴行・心理的攻撃・経済的圧迫・性的強要 のいずれか１つでも、
「受けたことがある」 と応えた割合

・国民の男女の地位の平等感
2.4
43.5

家庭生活 6.7

47.4

女性の方が
優遇されて
いる

4.7

56.6

職場
学校教育の場
政治の場
法律・制度上

3.2

16.0

29.7
66.4

9.0

男性の方が
優遇されて
いる

14.4
5.4

2.3

73.4

5.7

18.9

45.3

40.8

平等

8.2

70.4

地域活動の場 11.8
0

33.5
20

21.8

40

60

7.5
80

100

出典：内閣府/H28男女共同参画社会に関する世論調査

★「職場」「政治の場」 「法律・制度上」 「社会通念・慣習・
しきたり」 の分野で、男性の方が 「優遇」と感じている

◆

提

言

4.8

男性
0

17.5

66.9

15.1

1.2

78.9

20
何度もあった

40
1、2度あった

60
80
まったくない

規模計

取り組んでいない

65.4

34.6

100.0
99.5
97.4
95.2

5,000人以上
1,000～4,999人
300～999人
100～299人

0.5
2.6
4.8

74.6

30～99人
10～29人

100 ％
無回答

出典：内閣府/H29男女間における暴力に関する調査

取り組んでいる

4.6

47.2

1.8

13.8

女性

規模別セクハラ防止対策の取組みの有無別企業割合

わからない

3.2

社会通念・慣習・しきたり

％

★約７人に１人
の女性が、
配偶者から
暴力を複数
回経験
★配偶者暴力
相談支援セン
ターへの相談
件数は、年間
１０万件以上

43.2

56.8

25.4

％ 0
20
40
60
80
100
出典：厚労省/H29雇用均等基本調査、独法）労働政策研究研修機構/妊娠等を理由と
する不利益取扱いセクシャルハラスメントに関する実態調査

★セクシュアル
ハラスメント防
止対策は、３割
以上が「取り組
んでいない」
★小規模企業
での対策が、
進んでいない
★２２～４５歳の
女性の約３割
が、職場で
セクハラ被害

① 男女共同参画社会の形成に向けた国民の理解の一層の向上と、小さい頃から、「女性と男性が互いに尊重し合い、共に支え
合いながら社会貢献することが大事である」 という教育の推進 ＜一部新規＞ 【再掲】
② 真の男女共同参画社会を実現するため、社会制度･慣行の見直しや、あらゆるハラスメントの根絶に向けた実効性ある取組み
の推進
出典：厚生労働省/H27第14回21世紀成年者縦断調査
③ ＤＶ被害者に対する保護体制の充実・処遇改善の研究、ＤＶ防止の普及啓発・学校等における予防教育の強化 ＜新規＞
④ ＤＶや性的マイノリティに関することなど、 「男女共同参画」に関する課題の多様化・増大化に対応するための男女共同参画セン
ター等の機能の充実・強化 ＜新規＞ 【再掲】

８

【提言(６)】人手不足対策と経済活性化のためには、女性の活躍が不可欠！
本気で取り組むための十分な財源の確保を！＜一部新規＞
◆

提

言

① 地域女性活躍推進交付金については、次年度以
降も継続し、事業成果の定着を図るための十分な
財源の確保と国庫負担割合の10/10の復元、複数
年の継続事業も交付対象とするなど、柔軟で使い
やすい運用（手続きの簡素化、市町村への直接交
付等） ＜一部新規＞
女性活躍推進交付金の予算額の推移
★国庫負担割合・交付限度額とも、減少。

（※Ｈ25年度補正予算は「地域女性活躍加速化交付金」）

国庫負担
割合

予算額

都道府県
交付限度額

市町村
交付限度額

Ｈ25年度

１.25億円

10/10

500万円

500万円

Ｈ26年度

4億円

8/10

1,600万円

400万円

Ｈ27年度

3億円

8/10

1,600万円

400万円

Ｈ28年度

3億円

8/10

1,600万円

400万円

2次補正

2億円

8/10

1,600万円

400万円

Ｈ29年度

2.5億円

5/10

1,000万円

250万円

H30年度

2億円

5/10

1,000万円

250万円

H31年度

2.4億円

5/10

800万円

250万円

② 地域の実情に合わせた独自施策の展開を継続的に可能とする「女性活躍
応援基金（仮称）」の創設
女性活躍交付金を活用できず、一般財源により
実施している事例
女性活躍推進事業

福島県

Ｒ元年：事業費１７,５９３千円
（うち一財：６,３０１千円）
【事業内容】
ふくしま女性活躍応援会議を中心とし
た官民一体の取組み推進､セミナー開催
【女活交付金が活用できない取組み】
・応援会議の開催やポータルサイトの
設営

山口県

女性活躍サポート強化事業

膨れ上がる！
都道府県の一般財源！
国の交付金は、
２｡4億円！

滋賀マザーズジョブ
ステーション事業
Ｒ元年：事業費５１，９４０千円
（うち一財：５１，８４６千円）

【事業内容】
女性の再就業を支援するワンストップ
相談窓口の設置・運営
【女活交付金が活用できない取組み】
・年度をまたいで継続して実施する
施設運営

高知県

女性就労支援事業

Ｒ元年：事業費１１,５２４千円
（うち一財：４,７１５千円）

Ｒ元年：事業費４５，３０５千円
（うち一財：４３，７０７千円）

【事業内容】
家事ハウツー集（仮称）・女性活躍推
進事業者宣言制度シンボルマークのス
テッカ-の作成、女性活躍推進知事表彰

【事業内容】
「高知家の女性しごと応援室」設置によ
る、きめ細やかな就労支援と求人開拓の
実施

【女活交付金が活用できない取組み】
・啓発資料・グッズ、表彰

【女活交付金が活用できない取組み】
・人件費などの応援室の運営

山形県
新規事業必須のた
め、継続的な事業
展開ができない！

滋賀県

やまがたウーマノミクス加速化プロジェクト事業

Ｒ元年：事業費４，１３３千円 （うち一財：２,０６７千円）
【事業内容】 女性も働きやすい職場環境の整備、女性自身の意識づくりや企業
の取組みを加速度的に推進
【女活交付金が活用できない取組み】 ・新聞紙面を活用した広報展開

９

Ⅲ．目 指 す 姿

「女性活躍」で、
経済活性化！！

・格差解消、
健康支援
男女間の様々な格差解消と、
健康支援による豊かな生活を
保障！

・環境整備
働きやすい、柔軟で多様な働き方
を推進し、出産・子育て・介護と
仕事の両立を実現！

個人も幸せ！
社会も幸せ！

・教育の推進
「男女が互いに尊重し合う。」
「男女が共に働き、共に社会を支え合う。」
ことが、大事という教育を推進！
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１７ 少子化対策の抜本強化に向けた提言

我が国の出生数は、３年連続で１００万人を下回り、少子化は社会経済の根幹を揺るがしかね
ない、まさに国難と言える危機的な状況となっています。
こうした中、国においては、少子化を克服するために、希望出生率１．８の実現を目指し、幼
児教育の無償化をはじめとする各種少子化対策を推進し、また、
「少子化社会対策大綱」の見直
しに向けた検討が進められております。
子ども・子育て支援の充実は、中長期的に社会保障制度の持続可能性を高めることにつながる
ことから、
「未来への投資」と位置付けて、支援を一層強化・充実し、国と地方が総力を挙げて
取り組む必要があります。
ついては、国と地方が、適切な役割分担のもと、互いに協力しながら具体的な取組を進めてい
くために、下記の内容を提言します。
１．結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
(1)地域少子化対策重点推進交付金の拡充と運用の弾力化
ア 地域の実情に応じた取組を継続・強化し、結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるた
め、当初予算規模の大幅拡充と補助率の引上げ
イ 結婚支援センターの運営など複数年にわたる同一事業を対象とするなど運用を弾力化
(2)少子化要因分析手法の研究・開発及び財政支援
ア 国による少子化要因分析手法の研究・開発とともに、結果を踏まえた事業に裁量性かつ
継続性のある助成を可能とする財政支援の実施
２．結婚の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
(1)地域の実情に応じた取組への支援の充実
ア AI やビッグデータを活用したきめ細かなマッチングや複数の都道府県間による広域的
な出会いの仕組みづくりなどに対する支援の充実
(2)結婚を応援する経済的支援策の充実・強化
ア 奨学金返済の負担が経済的・心理的な重荷となって結婚を躊躇することのないよう、
従業員の奨学金返還を支援する企業への助成や、奨学金返還支援制度を有する地方公
共団体への財政支援など、返済を支援する取組の充実
イ 結婚新生活支援事業の拡充や要件緩和とともに、結婚する若者の住宅確保への支援、
多世代同居や近居型の住まいづくりへの支援
ウ 若者の安定した雇用に向けた就職支援・職場定着支援、非正規職員の正規職員への転
換や待遇改善施策の充実
３．妊娠・出産の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
(1)ライフプランの形成促進
ア 諸外国の例を参考にした、国レベルでの妊娠・出産に関する正しい医学的知識の普及・
啓発の実施

イ 企業等によるキャリア形成の支援やライフプランニング教育の充実
(2)不妊治療等への支援の拡充
ア 不妊治療の治療日数に応じた休暇制度の創設
イ 特定不妊治療の助成額引上げや助成回数上限の緩和（例えば第 2 子以降)、不妊検査
及び一般不妊治療への助成、不妊治療の保険適用化及びがん患者の治療前精子・卵子の
保存や不育症の検査及び治療にかかる助成の検討
(3)出産後の支援の充実
ア 出産後の支援に対する補助対象の拡充など裁量性かつ継続性のある助成を可能とする
財政支援の実施
(4)小児・周産期医療の充実
ア 地域医療介護総合確保基金などの財源の安定的確保と、制度の柔軟な活用による人材
確保と環境整備
イ 離島等遠隔地から妊婦健診及び分娩の際に要する交通費負担等への補助制度の創設
ウ 大学や地域の研修施設への人的･財政的支援による医師確保対策の強化
４．子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
(1)子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減
ア 幼児教育・保育の質と量の確保を図るとともに、地方に実質的な負担が新たに生じない
よう、必要な安定的財源を国の責任で確保した上で、幼児教育・保育の無償化の円滑な
実施
イ 全ての子育て世帯の子育てに係る経済的負担が軽減されるよう、家庭で育児を行う世
帯へのバウチャー券の配布等、在宅育児世帯等に対する支援制度・仕組みの構築
ウ 小１の壁をなくし、切れ目なく子育て家庭を応援するため、放課後児童クラブにおける
待機児童の解消及び利用料の無償化
エ 病児保育利用料の無償化に向けた財政支援の実施
オ 大学等に関する授業料等減免制度の確実な実施や大学等奨学金事業の充実
カ 子どもの医療に関わる全国一律の医療費助成制度の創設
キ 子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を未就学児に限らず全
て廃止
ク 国民健康保険の子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入
ケ 子育て世帯の住宅確保への支援、多世代同居や近居型の住まいづくりへの支援など、子
育て世帯への低廉で良質な住まいの提供
コ 企業における子育て世帯に対する手当の拡充に対する支援
サ 特定扶養控除の対象拡大・増額
シ 多子世帯に有利な税制・年金制度等の検討
ス 多胎家庭への支援策の検討
(2)子育て中も就業が可能となる多様な保育サービスの拡充
（待機児童の解消に向けた対策の抜本強化と加速化）
ア 「子育て安心プラン」の着実な実施に向けて、保育士等の処遇改善とキャリアアップを
促進するための研修体制整備に対する支援の充実、資格試験の機会の拡充、看護師等免
許保持者の届出制度と同様の制度導入等による潜在保育士の就職・再就職支援の強化

イ 保育士修学資金貸付等事業の当初予算化及び継続的実施のための財政措置
ウ 保育の質の確保を含めた受け皿の拡大と多様な保育サービスを確保するための保育士
配置への十分な財政措置
エ 保育士等の離職を防止するための働きやすい職場づくりや業務負担の軽減などの就業
環境の向上
オ 保育所等の整備に関する地方への財政的支援の確実な確保及び土地利用に関する税制
優遇措置の創設
（病児保育事業などの保育サービスの拡大）
ア 病児保育事業に係る医師や看護師、保育士の人材確保、スキルアップへの支援及び安定
的運営に必要な基本分単価の増額、広域連携によるサービスの提供と利便性の向上に
対する制度面・財政面での支援
イ 放課後児童支援員等の処遇改善など放課後児童クラブへの支援の充実
ウ 保育所等における医療的ケア児の受け入れのための財政支援の充実
５．働き方改革実行計画に沿った対策の着実な実行
(1)若者の労働環境の改善
ア 若者の安定した雇用に向けた就職支援・職場定着支援
イ 非正規職員の正規職員への転換や待遇改善策の充実
(2)仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直し
（男性の育児参画を促進する仕組みの導入と仕事と子育てを両立できる職場環境づくり）
ア 育児休業制度の拡充等と制度利用促進への支援
日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討など男性の育児休業取得促進の一層の強化（そ
の際に育児休業取得期間の延長もしくは育児休業給付金の支給割合の引上げを選択で
きる制度を検討）
、育児休業の分割取得制度、短時間勤務に伴う収入減に対する支援、
育児休業取得者の代替要員確保に対する支援の拡充
イ 長時間労働の是正
ウ 時間単位年次有給休暇など柔軟な労働時間制度やテレワークなど柔軟な働き方の企業
への導入促進
エ イクボス（仕事と生活の調和推進リーダー）の取組の推進
オ 配偶者の出産直後の休暇を含む休暇制度の充実と制度を利用しやすい職場風土の醸成
カ 職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策の推進
（キャリア形成に対する支援の拡充）
ア 育児休業中の従業員のスキルアップや早期の職場復帰をサポートする企業・団体への
支援
イ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の拡充、テレワークなど柔軟な働き方がし
やすい環境整備
ウ 出産や子育てを理由に休職・退職したとしても、希望すれば確実に復職、再就職できる
仕組みの構築を図るなど、女性の復職・再就職への支援の拡充
エ リカレント教育の受講支援及び就業支援のための情報発信
オ 育休中も勤務を継続しているとみなす昇給制度等を導入した企業への支援の検討

６．子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保と更なる質の向上
(1)子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源の確保
(2)新制度に係る様々な課題の改善方策などの継続的な検討
７．子どもと子育てにやさしい社会づくりの推進
(1)シニアや学生など多様な担い手による地域の子育て支援の充実
・地域の子育て支援へのシニアや学生等の参画促進
(2)子育て世帯を想定した社会づくり
・子育て世帯へ配慮した取組を実施する地域・企業・団体への支援の充実
(3)子育てのポジティブキャンペーンの展開
・子どもに寛容な社会風土の醸成
(4)子どもの安全確保対策の強化
・不審者情報等について、多様な関係者が情報共有し、連携して効果的な見守りや迅速な
対応が実施できる体制の在り方に関する検討
・事故防止や防犯に配慮した通学路や幼稚園・保育所の園外保育コースの環境整備に対す
る支援措置の拡充やドライバーの法令遵守意識の向上

１８ 困難な環境にある子どもへの支援策の抜本強化に向けた提言
現在、およそ７人に１人の子どもたちが、貧困の状態にあると推計されるなど、子どもたち
は、生活の困窮という経済的要因のみならず、家庭における教育力の低下や地域社会の見守り
機能の低下などを背景に、本人の努力の及ばぬ中で、その有為な将来が閉ざされてしまいかね
ない大変厳しい状況にあります。
また、児童相談所の児童虐待相談対応件数は 13 万件を超え、重篤な児童虐待事案が後を絶
たない深刻な状況にあります。
こうした中、国においては、児童福祉法や子どもの貧困対策に関する法律等が改正され、ま
た、
「子供の貧困対策に関する大綱」の見直しに向けた検討が進められています。
全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会を実現するためには、子どもの現
在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう支援策を一層強化・充
実していく必要があります。
ついては、国と地方が一体となって取組を進めていくために、下記の内容を提言します。
１．子どもの貧困対策の強化
＜学校等をプラットホームとした支援策の充実・強化＞
(1)教職員定数の拡充
・少人数・習熟度別指導など個に応じたきめ細かな学習指導の充実や、小中学校等に
おける生徒指導の強化などに向けた教職員定数の更なる拡充
(2)教育相談体制の強化
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充・待遇改善のため
の十分な財源の確保及び人材の確保
(3)放課後等における学習の場の充実
ア 放課後等における学習支援の充実に必要な財源の確保
イ 放課後児童クラブ利用料の無償化
ウ 生活困窮世帯等の子どもたちに対する学習支援について、国庫補助の事業費上限の
撤廃、補助率の引上げなど財政支援の強化
(4)地域と学校との連携・協働の強化
・地域学校協働活動を通して、地域社会全体の教育力の向上に必要な財源の確保
(5)子どもの居場所の確保・充実
ア 家庭、学校に次ぐ第三の居場所となる「子ども食堂」などへの財政面も含めた包括
的な支援
イ 子ども食堂への全国レベルでの食材供給の仕組みの構築
＜義務教育段階における就学援助＞
・市町村が実施する準要保護児童生徒に係る就学援助が、財政状況に拠って対象者の範
囲や要件が制限されないための財源の確保
＜進学に向けた支援＞
(1)低所得家庭に対する教育費負担軽減施策の充実・強化
ア 高等学校等就学支援金に係る低所得者に対する加算支給額の拡充
イ 単位制高校進学者や休学に伴い修業年限を超過する者等に対する支給制限、支給月
数の制限の解消など高等学校等就学支援金の拡充

ウ 私立学校の授業料無償化の実現
エ 高校生等奨学給付金の更なる充実など、高校・大学・専門学校等に関する教育負担
軽減施策の充実・強化
オ 高等学校専攻科について、高等学校等の実質無償化又は高等教育の無償化と同等の
制度の創設
＜住まい・就労・生活への支援＞
(1)ひとり親家庭への支援策の更なる拡充
ア 高等学校卒業程度認定試験や自立支援教育訓練のための講座期間中の生活支援策
の創設、高等職業訓練促進給付金の支給額の増額など資格取得及び技能習得支援策の
拡充
イ 児童扶養手当額の増額及び所得制限の引き上げや、多子加算額の支給額逓減措置の
撤廃
ウ 子どもの医療に関わる全国一律の医療費助成制度の創設
エ ひとり親家庭に対する医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の
廃止
オ 養育費確保に向けた公的な支援制度の検討
カ 民間アパート等を活用した母子保護の実施に対する補助制度の創設
(2)母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金の更なる充実
ア 母子父子寡婦福祉資金に係る連帯保証人なしの場合の貸付利率の引き下げ、生活福
祉資金に係る所得制限の引き上げ
イ 両資金の貸付限度額の引き上げ
＜都道府県の子どもの貧困対策計画等への支援＞
(1)国主体の子どもの貧困の実態調査の実施と情報提供
・貧困の世代間連鎖の解消に向けた支援に当たっては、対象となる子供の把握が困難な
ことや、都道府県別の「相対的貧困率」や「子どもの貧困率」等のデータがなく施策
効果を図る適当な指標がないことから、国の責任において、世帯や子どもの実態を把
握する仕組みの構築や全国統一的な基準を用いた指標の設定などを行い、都道府県別
のデータを提供すること
(2)地方が取り組む子どもの貧困対策への継続的な財政支援
・平成 30 年度予算で当初予算化された「地域子供の未来応援交付金」について、地域で
の取組をより効果あるものとしていくために当初予算規模の拡大を図るとともに、対
象事業を拡大し、地域の実情に応じてより使い勝手の良い交付金となるよう運用の弾
力化とともに事業の恒久化を図ること
(3)市町村の役割強化
・市町村における取組が進められるよう、子どもの貧困対策における市町村の役割を明
確にするとともに、国において必要な財源の確保など十分な支援措置を講じること
２．児童虐待防止対策の推進等
＜未然防止のための支援策の充実＞
(1)就学前の子どもの保護者への個別支援の充実
ア 保育所等において保育だけでなく、子どもとの関わり方についての助言など親への
支援も行う保育士等の配置に要する財政支援の強化
イ 子どもの状況を適正かつ円滑に小学校に引き継ぐなど、生活面で課題を有する家庭
と関係支援機関とをコーディネートする人材を保育所等において確保する仕組みの
導入

(2)親支援・親育ての促進
ア 乳幼児期から学齢期までの子どもを持つ親育てプログラムの開発・普及や家庭の教
育力の向上への支援
イ 乳児院などを活用し、親子が共に生活をしながら子育てを学ぶことができる制度の
構築
＜母子保健から児童福祉までの切れ目のない支援体制構築＞
(1)児童相談所の体制強化
ア 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等を踏まえ、専門的人材の育成確保及び
必要な財源の確保
イ 児童相談所や一時保護所の施設整備等に係る財源の確保
ウ 弁護士、医師及び保健師の配置に向けた十分な確保対策と財政支援等の強化
エ 児童虐待対応事案の支援となるＡＩ開発等、先駆的な取組の推進
(2)市町村の子ども家庭相談体制の強化
ア 全市町村への子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた専門的人材の育成確保及び
必要な財源の確保
イ 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての専門性の確保に向けた人材育成、
財政支援等の強化
(3)子育て世代包括支援センターの設置促進
ア 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供する「子育て世代包括支援セ
ンター」の全国展開に向けて、設置を促進するための専門的な人材及び必要な財
源の確保
＜関係機関等との連携強化によるきめ細かな支援体制づくり＞
(1)関係機関間の連携強化
ア 児童相談所と市町村の情報共有を効率的に行う全国共通情報連携システムの整備
イ 児童相談所と警察との円滑な連携強化に向けた警察ＯＢの常勤的な配置や警察職
員の出向を進めるとともに、配置に必要な財政支援の拡充
(2)子どもや家庭を見守り育む地域づくりの推進
ア 地域福祉の中心的な役割を担う、民生委員・児童委員の活動費用の充実
３．
「新しい社会的養育ビジョン」の理念に基づく家庭養育優先原則の実現
(1) 社会的養育の充実
ア 家庭養育優先原則に基づく里親養育支援体制の整備の強化
イ 里親制度や養子縁組に関する普及啓発と財政支援の拡充
ウ 地方の実情に応じて柔軟に対応できるよう、フォスタリング機関の取組を支援
エ 児童養護施設等の小規模化・地域分散化や、親子関係改善のための通所指導に取り
組むといった多機能化などに対応するためには、人材の確保が不可欠であることか
ら、国において主体的に取り組むとともに、施設の安定的運営や施設整備に必要と
なる財源の確保を図ること。
(2)児童養護施設等の自立相談支援体制の強化
ア 児童の自立支援を専門に担当する常勤職員を最低基準として配置するための財政
支援の拡充

全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム

～子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて～
＜直面する課題＞
○ 我が国の出生数は、３年連続で100万人を下回り、平成30年の出生数も約91.8万人と過去最低の数値となった
○ およそ７人に１人の子どもたちが貧困の状態、また、児童虐待問題も深刻化を増している

経済の安定成長の阻害、社会保障制度の崩壊など、社会経済の根幹を揺るがしかねない、まさに国難と言え
る危機的な状況となっている。
子どもを取り巻く環境
少子化の進行

共働き世帯の増加

児童虐待問題

子どもの貧困

子どもを巻き込む
交通事故や事件

国の動き
法改正

○１０月から実施される幼児教育・保育の無償化

今後に
向けて

○国の施策の柱となる、新たな「少子化社会対策大綱」 「子どもの貧困対策に関する大綱」の策定

○児童福祉法等の改正

子ども・子育てを取り巻く環境は新たな局面を迎えている

「未来への投資」と位置付け、国・地方を挙げた対策の抜本強化
1

少子化対策の抜本強化に向けた提言
１ 総合的な支援策の拡充

４ 子育ての希望を叶える支援策

・地域少子化対策重点推進交付金の拡充

・幼児教育・保育の無償化の円滑な実施
・全ての子育て世帯への負担軽減に向けた支援策

２ 結婚の希望を叶える支援策

５ 働き方改革の着実な実行

・AIやビッグデータを活用した支援策
・経済的支援策の充実

・男性の育児休業取得促進の一層の強化

拡充

６ 子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保

３ 妊娠・出産の希望を叶える支援策
・不妊治療等、産後ケア、小児医療対策

７ 子どもと子育てにやさしい社会づくり
・子どもの安全確保対策の強化

新規

困難な環境にある子どもへの支援策の抜本強化に向けた提言
１ 子どもの貧困対策

・地域子供の未来応援交付金の拡充

・高等学校専攻科の無償化の実施

２ 児童虐待防止対策 ・児童相談所の体制強化（人材確保・育成、施設整備、ＡＩツールの開発）
・市町村の子ども家庭相談体制の強化
・関係機関との連携強化
等

新規
拡充

３ 社会的養育の充実 ・里親委託の推進、児童養護施設等の小規模化・地域分散化及び多機能化

2

少子化対策の抜本強化
現 状
○ 合計特殊出生率は３年連続で低下し、平成30年度の出生数も約91.8万人と過去最低の数値となっている
○ 希望出生率1.8の目標達成も厳しさを増し、現状のままでは社会保障制度の維持が困難な状況となる
○ 子ども・子育て支援は「未来への投資」と位置付け、子どもを生みたい人が生める環境づくり、安心して子育てできる環境づくりに
取り組むことが必要

７項目の提言

１

結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

(1) 地域少子化対策重点推進交付金の拡充と運用の弾力化
○ 地域の実情に応じた取組を継続・強化し、結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるため、当初予算規模の大幅拡充と補助率の引上げ
○ 結婚支援センターの運営など複数年にわたる同一事業を対象とするなど運用を弾力化
(２) 少子化要因分析手法の研究・開発及び財政支援
○ 国による少子化要因分析手法の研究・開発とともに、結果を踏まえた事業に裁量性かつ継続性のある助成を可能とする財政支援の実施
現状・課題
＜現状＞

地方においては、結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じて切れ目ない支
援を実施しており、その多くは、地域少子化対策重点推進交付金を活用
＜制度上の課題＞

現状の制度では、継続事業は交付金対象外（拡充が必要）
結婚支援センターの運営費については、３年経過後対象外

＜今後の方向性＞
○ 少子化対策の取組は、時間を要することから、継続的な事業実施が必要
○ 全国３５道府県において、結婚支援センターを設置（H30.10末時点）

→安定的、継続的なセンターの運営が、結婚支援施策の効果を高める
地方の取組が充実するように、交付金制度の弾力化
当初予算規模の拡充とともに補助率の引上げ

3

２

結婚の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

(1) 地域の実情に応じた取組への支援の充実
○ AIやビッグデータを活用したきめ細かなマッチングや複数の都道府県間による広域的な出会いの仕組みづくりなどに対する支援の充実
(２) 結婚を応援する経済的支援策の充実・強化
○ 奨学金返済の負担が経済的・心理的な重荷となって結婚を躊躇することのないよう、従業員の奨学金返還を支援する企業への助成や、奨学金返還支援制度を有する
地方公共団体への財政支援など、返済を支援する取組の充実
○ 結婚新生活支援事業の拡充や要件緩和とともに、結婚する若者の住宅確保への支援、 多世代同居や近居型の住まいづくりへの支援
○ 若者の安定した雇用に向けた就職支援・職場定着支援、非正規職員の正規職員への転換や待遇改善施策の充実
現状・課題
○未婚化・晩婚化の進行

○結婚できない理由は「適当な相手と
めぐり会わない」が最多

・男性の4人に1人、女性の7人に1人が
50歳時点でも未婚
25

男性

20

女性

15

12.6

10
5
0

20.1

3.3
1.7

4.5
2.6

5.6

＜今後の方向性＞
○AIやビッグデータを活用したマッチング
１５県が既に導入をしており、今後も導入県の増加が見込まれる
円滑な導入に向けては、事業効果の検証が必要（国レベルでの
検証がなされれば、有効なマッチング策を全国に波及可能）

（対象は25～34歳の未婚者）

23.4
14.1

10.6

5.8

4.3

結婚できない理由

男

女

適当な相手にめぐり会わない

45.3

51.2

結婚資金が足りない

29.1

17.8

異性とうまく付き合えない

14.3

15.8

（※導入数はH31.3末時点）

○広域的な出会いの仕組み
県域をまたぐ隣接市町村での交際成立の可能性があったとして
も、単一県でのセンター運営では、きめ細かな対応が難しい
複数の都道府県による広域的な出会いの仕組みづくりについて

（国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）

支援が必要

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2015年
（国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」）

○結婚資金への支援の充実
結婚新生活支援事業の拡充や要件緩和により支援を充実

結婚を希望する者が、結婚しやすい環境の整備が必要

３

4

妊娠・出産の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

(1) ライフプランの形成促進
○ 諸外国の例を参考にした、国レベルでの妊娠・出産に関する正しい医学的知識の普及・啓発の実施
○ 企業等によるキャリア形成の支援やライフプランニング教育の充実
(２) 不妊治療等への支援の拡充
○ 不妊治療の治療日数に応じた休暇制度の創設
○ 特定不妊治療の助成額引上げや助成回数上限の緩和（例えば第2子以降)、不妊検査及び一般不妊治療への助成、不妊治療の保険適用化及びがん患者の
拡充
治療前精子・卵子の保存や不育症の検査及び治療にかかる助成の検討
(３) 出産後の支援の充実
○ 出産後の支援に対する補助対象の拡充など裁量性かつ継続性のある助成を可能とする財政支援の実施
(４) 小児・周産期医療の充実
○ 地域医療介護総合確保基金などの財源の安定的確保と、制度の柔軟な活用による人材確保と環境整備
○ 離島等遠隔地から妊婦健診及び分娩の際に要する交通費負担等への補助制度の創設
○ 大学や地域の研修施設への人的･財政的支援による医師確保対策の強化
現状・課題
＜不妊治療における現状＞
不妊治療と仕事を両立している人のうち、両立が難しいと感じた人は87％
治療経験のある人で不妊治療と仕事の両立ができずに退職した方は16％
仕事との両立のために希望する制度の１位は不妊治療のための休暇制度
＜産後ケア事業における制度上の課題＞
主に市町村を対象に、人口区分ごとに補助単価が定められており、県実施分が
補助対象外になることがある
施設建設費は対象外

＜今後の方向性＞

○不妊治療と仕事の両立に向けた取組
不妊治療のための休暇制度の企業への導入促進
治療費の負担を軽減するための取組の充実
○産後ケア事業の充実に向けた取組
地域の実情に応じた取組が推進できるように、産後ケア事業の補助対
象の拡充や裁量性かつ継続性のある財政支援制度が必要
（山梨県の事例）産前産後ケアセンター
・県の中央部に分娩施設が集中しているという地域事情を踏まえて、１カ所に産
前産後ケアセンターを整備し、県と全市町村で構成する委員会との事業委託契
5
約事業で運営

４

子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

(1) 子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減
○ 幼児教育・保育の質と量の確保を図るとともに、地方に実質的な負担が新たに生じないよう、必要な安定的財源を国の責任で確保した上で、幼児教育・保育の無償化の
円滑な実施
○ 全ての子育て世帯の子育てに係る経済的負担が軽減されるよう、家庭で育児を行う世帯へのバウチャー券の配布等、在宅育児世帯等に対する支援制度・仕組みの構築
○ 小１の壁をなくし、切れ目なく子育て家庭を応援するため、放課後児童クラブにおける待機児童の解消及び利用料の無償化
○ 病児保育利用料の無償化に向けた財政支援の実施
○ 大学等に関する授業料等減免制度の確実な実施や大学等奨学金事業の充実
○ 子どもの医療に関わる全国一律の医療費助成制度の創設
○ 子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を未就学児に限らず全て廃止
新規
○ 国民健康保険の子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入
○ 子育て世帯の住宅確保への支援、多世代同居や近居型の住まいづくりへの支援など、子育て世帯への低廉で良質な住まいの提供
○ 企業における子育て世帯に対する手当の拡充に対する支援
○ 特定扶養控除の対象拡大・増額
○ 多子世帯に有利な税制・年金制度等の検討
新規
○ 多胎家庭への支援策の検討
現状・課題
○負担の大きい子どもの教育費用
・全て公立で１千万円超
・全て私立で2千5百万円超
教育費

「理想」と「予定」に乖離がある理由

内
訳

公立

私立

合 計

1,147

2,573

幼稚園

70

145

小学校

193

917

中学校

144

398

高等学校

135

312

605

大学 （学費・住居等）

＜今後の方向性＞

○育児の負担感
・経済的要因が一番の負担
・育児負担や仕事と育児の両立の問題も大きい

801

理想２人
予定1人

○2019年10月より幼児教育・保育の無償化が実施

理想３人
予定２人

子育て・教育にお金がかかりすぎる

43.8%

69.8%

高年齢で生むのは嫌だから

42.4%

38.1%

欲しいけれどできないから

34.8%

9.8%

これ以上の育児負担に耐えられない

14.1%

21.0%

仕事に差し支える

11.8%

18.7%

世帯によっては、無償化の恩恵を受けることができない
・ 無償化の対象とならない類似施設へ通園している世帯
・ 在宅で育児を行っている世帯
全ての家庭において、経済的負担の軽減が行き渡る
よう、バウチャー券の配布等による支援の検討が必要

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H28子どもの学習費調査／大学：日本学生支援機構「H28学生生活調査」 （国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）
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(２) 子育て中も就業が可能となる多様な保育サービスの拡充
待機児童の解消に向けた対策の抜本強化と加速化
○ 「子育て安心プラン」の着実な実施に向けて、保育士等の処遇改善とキャリアアップを促進するための研修体制整備に対する支援の充実、資格試験の機会の拡充、看護
師等免許保持者の届出制度と同様の制度導入等による潜在保育士の就職・再就職支援の強化
○ 保育士修学資金貸付等事業の当初予算化及び継続的実施のための財政措置
○ 保育の質の確保を含めた受け皿の拡大と多様な保育サービスを確保するための保育士配置への十分な財政措置
○ 保育士等の離職を防止するための働きやすい職場づくりや業務負担の軽減などの就業環境の向上
○ 保育所等の整備に関する地方への財政的支援の確実な確保及び土地利用に関する税制優遇措置の創設
病児保育事業などの保育サービスの拡大
○ 病児保育事業に係る医師や看護師、保育士の人材確保、スキルアップへの支援及び安定的運営に必要な基本分単価の増額、広域連携によるサービスの提供と利便
性の向上に対する制度面・財政面での支援
○ 放課後児童支援員等の処遇改善など放課後児童クラブへの支援の充実
○ 保育所等における医療的ケア児の受け入れのための財政支援の充実
現状・課題

○保育所入所待機児童数（厚生労働省公表）

14,000

12,469

H29.10.1時点

12,000

＜今後の方向性＞
○幼児教育・保育の無償化の実施により、待機児童の問題や保育の質の
確保を懸念

平成30年10月1日 47,198人

H30.10.1時点

10,000
8,000

待機児童を解消するためには、保育の受け皿の確保、とりわけ保

6,000

4,263

3,664 4,411

3,922

4,000
2,000 1,280 1,500 853

1,084
1,167 1,048

850
303
42

21

29 46 29

900
835

388
159 185
116

452 394

2,333

377
334
331
217
208

保育の質の確保＝保育人材の確保であり、そのためには保育士
の処遇改善（待遇面、働きやすい職場環境）が必要

694 962

570
110 371 178
沖縄

宮崎

熊本

佐賀

高知

香川

山口

岡山

鳥取

奈良

大阪

滋賀

愛知

岐阜

山梨

石川

新潟

東京

埼玉

栃木

福島

秋田

岩手

北海道

0

681
257
12
128

育士の確保が重要
3,960

3,300

「子育て安心プラン」の着実な実行
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５

働き方改革実行計画に沿った対策の着実な実行

(1) 若者の労働環境の改善
○ 若者の安定した雇用に向けた就職支援・職場定着支援

○ 非正規職員の正規職員への転換や待遇改善策の充実

(２) 仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直し
男性の育児参画を促進する仕組みの導入と仕事と子育てを両立できる職場環境づくり
○ 育児休業制度の拡充等と制度利用促進への支援
拡充
・日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討など男性の育児休業取得促進の一層の強化（その際に育児休業取得期間の延長もしくは育児休業給付金の支給割合の引上
げを選択できる制度を検討）、育児休業の分割取得制度、短時間勤務に伴う収入減に対する支援、育児休業取得者の代替要員確保に対する支援の拡充
○ 長時間労働の是正
○ 時間単位年次有給休暇など柔軟な労働時間制度やテレワークなど柔軟な働き方の企業への導入促進
○ イクボス（仕事と生活の調和推進リーダー）の取組の推進 ○ 配偶者の出産直後の休暇を含む休暇制度の充実と制度を利用しやすい職場風土の醸成
○ 職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策の推進
○
○
○
○

キャリア形成に対する支援の拡充
育児休業中の従業員のスキルアップや早期の職場復帰をサポートする企業・団体への支援
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の拡充、テレワークなど柔軟な働き方がしやすい環境整備
出産や子育てを理由に休職・退職したとしても、希望すれば確実に復職、再就職できる仕組みの構築を図るなど、女性の復職・再就職への支援の拡充
リカレント教育の受講支援及び就業支援のための情報発信
○育休中も勤務を継続しているとみなす昇給制度等を導入した企業への支援の検討
現状・課題

○夫の家事・育児参画の必要性
夫の休日の家事・育児時間別に見た第２子以降の出生割合
0%
家事・育児時間なし

20%

40%

10.0

２時間未満

出生あり

60%

80%

○ 男性が家事・育児に参画する仕組みが必要

例）男性の育児休業取得を促進するため、
父親が30日以上育児休業を取得した場合、

○ 企業における働き方改革、男女の負担のシェア

以下のいずれかを選択できる制度を導入

100%

①休業期間の延長
・現行の1歳2か月から2歳までに延長

出生なし

32.8

育児休業の分割取得制度の導入

59.2
６時間以上

＜日本版パパ・クオータ制＞

＜今後の方向性＞

○男性の育児休業取得率
平成30年度の日本の男性の育児休業取得率は6.16%

日本版「パパ・クオータ制」の導入

79.7
87.1

②給付金支給割合の引上げ
・父親の取得期間に応じて、現行の67％
に上乗せ

（厚生労働省：H27第14回21世紀成年者縦断調査）
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各県による取組事例 男性の家事・育児参画に向けた取組（働き方改革）
男性の家事・育児参画
情報発信・啓発
○みえの育児男子プロジェクト（三重県）
・男性の育児参画の気運醸成を図るため、ファ
ザー・オブ・ザ・イヤーinみえ(エピソード募集・表
彰）、育児男子ハンドブックの配布、育児男子推進
月間（イベント等）
○男性の家事・育児参画促進事業（愛媛県）
・SNS（きらきらナビ）を活用して、ロールモデル
となる男性の情報発信、双方向の情報交換による家
事育児に対する不安解消、リレーメッセージ

奨励金制度

男性の意識改革

○男性の育児休業取得促進助成金（新潟県）
・ハッピー・パートナー企業がイクメン応援プ
ラス認定を取得し、男性従業員が育休を取得し
た場合に、事業主・労働者双方に助成金（5万
円）を支給
○いきいきパパの育休奨励金（広島県）
・男性従業員が連続して１週間以上の育休を取
得した中小企業に最大30万円を支給
○イクメンパパ子育て奨励金（山口県）
・男性従業員が育児休業を取得した場合に支給

働き方改革の企業への拡大
○働き方改革取組拡散事業（三重県）
・働き方改革に取り組んだ企業がアドバイザーとして中小企業の働き方改革を拡大
・複数企業による働き方改革に向けた自主的な取組に対して必要な経費を補助
○一般事業主行動計画の策定支援（富山県）（石川県）
・次世代育成支援法に基づく一般事業主行動計画の策定支援のため、社会保険労務士
による企業訪問や策定研修会等を実施
○ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の拡大（岐阜県）
・企業へのアドバイザー派遣、認定企業のブラッシュアップ、多様な認定指標
○職場いきいきアドバンスカンパニー制度（長野県）
・多様な働き方の実践企業を認証、様々な優遇制度を実施、先進企業の見学会

○パパ子育て講座（石川県）
・働くお父さんを対象に子育てへの積極的な参加を促
すための子育て講座を、公募により企業・団体で実施
（10団体）
○パパママスクール（滋賀県）
・家事・育児に積極的に関わりたい男性とその家族を
対象に家事シェアや料理教室等のスクールを実施
○カジダンの普及（山口県）
・カジダン入門講座の開催、家事ハウツー集の作成

多様な働き方の普及促進
○多様な働き方推進事業費補助金（京都府）
・サテライトオフィス設置やテレワーク導入などの費用、専門家によるコ
ンサルティングに係る費用を上限50万円で補助（複数企業は100万円）
○ワーク・ライフ・インターン（京都府）
・子育て中の社員の家庭でのインターンで、仕事と子育ての両立を体験
○働き方改革推進事業（和歌山県）
・テレワークの普及促進のためにセミナー実施、社労士と連携した企業へ
の導入支援、テレワーカーの養成研修・集いの場の開設
・社労士による職場環境改善アドバイザー派遣（延べ150件）

企業による子育て応援推進（イクボスなど）
・イクボス共同宣言、イクボスガイドブック（岩手県）、イクボス企業同盟とやま、イクボスシンポジウム（富山県）、ハッピー・パートナー企業登録制度（新潟
県）、みえのイクボス同盟、イクボス養成講座、イクボス伝道師（三重県）、ぐんまのイクボス養成塾（群馬県）、イクボス・ファミボス宣言、イクメンキャラバ
ン（鳥取県）、広島県男性育児休業等促進宣言企業（広島県）子育て応援宣言企業宣言事業（福岡県）、イクボス紹介冊子（佐賀県）、よかボス宣言（熊本県）

働き方改革推進

○ 男性の家事・育児参画に向けた取組は、各地域で進んでいる。
○ また、国の両立支援助成金などのメニューも組み合わせることで、企業への波及効果も高まっている。
更なる推進のために、国における「日本版パパ・クオータ制」の導入などの制度面の強化による育児参画促進が重要
また、中小企業が多い地方の取組をより効果的に進めていくためにも、両立支援助成金等の企業の取組にインセンティブが働く仕組みの充
9
実や、事務手続きの簡素化を

６

子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保と更なる質の向上

（１）子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源の確保
（２）新制度に係る様々な課題の改善方策などの継続的な検討
例）３歳未満の在宅育児家庭の子どもに対する支援等

７

子どもと子育てにやさしい社会づくりの推進

(１) シニアや学生など多様な担い手による地域の子育て支援の充実
○ 地域の子育て支援へのシニアや学生等の参画促進
(２) 子育て世帯を想定した社会づくり
○ 子育て世帯へ配慮した取組を実施する地域・企業・団体への支援の充実
(３) 子育てのポジティブキャンペーンの展開
○ 子どもに寛容な社会風土の醸成
(４) 子どもの安全確保対策の強化

新規

○ 不審者情報等について、多様な関係者が情報共有し、連携して効果的な見守りや迅速な対応が実施できる体制の在り方に関する検討
○ 事故防止や防犯に配慮した通学路や幼稚園・保育所の園外保育コースの環境整備に対する支援措置の拡充やドライバーの法令遵守意識の向上
現状・課題
○年齢構成
・65歳以上人口が約３割であるが、15歳未満人口は12.3％となり、65歳以
上（27.7%）の半分以下となっている
（％）

80

15歳未満

60

15～64歳

40

27.7％

75歳以上

20
0

65歳以上

12..3％

25 30 35 40 45 50 55 60 2 7 12 17 22 27 29

（昭和）

（平成）

（総務省統計局人口推計
（H29.10））

＜今後の方向性＞
○ 少子高齢化社会を見据えた子育て支援が重要
シニア層は「若い世代に支えられる」だけでなく「子育て世代の支え
手」になるという発想の転換による多様な担い手による子育て支援
生活のあらゆる場面で、子ども・子育てに対するポジティブ面が見え
るような社会風土の醸成が必要
○ 子どもの命が犠牲となる交通事故や事件が相次いでいる
子どもを地域で見守る活動、安全を確保したまちづくり
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各県による取組事例 子どもと子育てにやさしい社会づくり（１）
多様な担い手による子育て支援
民間企業等との連携
○民間企業との協定【三重県】【栃木県】【愛媛県】
・Trim株式会社と子育て支援等に関する包括的連携協定を締結（三重県）、協賛企業（花王、大王製紙、ユニ・チャーム）からの紙おむつの協力（愛媛県）
・企業、県、市長会、町村会の４者協定を締結し、市町の母子保健事業と連携して企業からの協賛品等を子どもに贈呈（栃木県）
○民間企業、NPO等との連携【新潟県】
・民間企業との協定締結
・ 民間企業やNPO等が市町村と連携協力して、地域の課題に即した子育て支援サービスを展開する場合、その経費を補助
○やまぐち子ども・子育て応援ファンド【山口県】
・民間企業からの協賛寄附
・民間企業の寄附金と同額の県費負担により、「やまぐち子ども・子育て応援ファンド」を作り、地域の子育て支援団体の活動費を助成

シニアなどの多様な支え手

・多世代による子育て支援
○シニア層の活躍による子育て支援【東京都】【香川県】
・シニア世代、シニア予備群の経験や知識を活かして、児童館等での中高生等の居場所・学び・遊び支援等（東京都）
・拠点施設を活用した支援
・他孫（たまご）育て応援講座の実施などによるシニア層への子育て支援活動参画の働きかけ（香川県）
○多世代が関わる子育て環境づくり【新潟県】
・ミドルエイジ層（40歳～60歳）の「経営者」「管理職」「親」など社会での多様な経験を活かした子育て支援活動、企業内での気運醸成
○子育てマイスター【福井県】【福岡県】
・子育てに関わりのある有資格者や高齢者を「子育てマイスター」として認定登録し、保育所等での補助業務や、児童館等を活用した相談事業等を実施
気運醸成・社会づくり

・地域一体となった取組、県民参加型の気運醸成

○企業、団体、行政が一体となった取組【東京都】【静岡県】【鳥取県】【山口県】【高知県】【熊本県】
・子育て応援とうきょう会議（東京都）、1400を超える団体で結成した「ふじさんっこ応援隊」による子育て応援（静岡県）、子育て王国鳥取県（鳥取県）、
やまぐち子育て連盟（山口県）、企業等による「育児休暇・育児休業の取得促進宣言」（高知県）、聞きなっせAIくまもとの子育て（熊本県）
○企業と一体となった気運醸成【新潟県】【石川県】【京都府】【和歌山県】【鳥取県】【福岡県】
・企業の負担で子育て家庭の経済的負担を軽減するプレミアム・パスポート事業（石川県）、ハッピー・パートナー企業登録制度による企業への優遇策（子育てに
関する有給休暇制度創設企業への奨励金ほか）（新潟県）、子育て企業サポートチームによる中小企業への理解促進（京都府）、結婚・子育て応援企業同盟（和歌
山県）、「企業子宝率」を用いた企業表彰（鳥取県）、子育て応援宣言企業（福岡県）
○メディア、イベントなどによる広報啓発【青森県】【富山県】【岡山県】【鳥取県】【群馬県】
・テレビやYouTubeを活用した気運醸成、子育て応援アプリ（青森県）、県民から募集した事例に基づいた動画制作・配信・フェスタの開催（富山県）、親子向
けワークショップなどのイベント（岡山県）、家族や子育てをテーマとする川柳コンテスト（鳥取県）、ぐんま子育て応援メッセージ大賞（群馬県）
○子育て世帯への制度優遇【長野県】
・県有施設での利用料について、多子世帯の利用料無料化・軽減（長野県）

社会気運の醸成

国における優良事例の横展開化、地方の取組を後押しするための全国的なキャンペーンやインパクトのある広報を
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各県による取組事例 子どもと子育てにやさしい社会づくり（２）
多様な担い手による子育て支援
熊本県

三重県

新潟県
○多世代が関わる子育て環境づくりの促進
・ミドルエイジ層（40歳～60歳）の「経営者」「管
理職」「親」など社会での多様な経験を活かした子
育て支援活動、企業内での気運醸成

ミドルエイジ層による子育て支援

○民間企業との包括連携協定の締結
・Trim株式会社と子育て支援等に関する包括的連携
協定を締結し、Trimの開発した個室可動式のベビー
ケアルーム「mamaro」の利活用等を連携、
・「mamaro」の災害時の活用についても共同研究

民間企業との協定締結による取組

企業・自治体が連携したAI構築

東京都

栃木県

○子育て関連施策における元気高齢者等の活躍促進
・地域のシニア世代やシニア予備群の経験や知識を
活かして中高生向けの遊びや学びのプログラムを実
施し、中高生等の居場所の確保
・シニア世代・シニア予備群を児童養護施設等で家
事や養育を担う人材として活用し、施設に対する地
域の理解を促進
・元気高齢者を保育人材として養成する子育て支援
員研修事業など

○ようこそ赤ちゃん！支え愛（あい）事業
・質問票を活用し母子等の状態やニーズを把握する
など、市町の母子保健事業と連携し、母子の状態に
応じた切れ目のない支援を実施。地域全体で子育て
を応援されていると実感できるよう企業からの協賛
品等を県内全ての子どもに贈呈。（花王、アサヒグ
ループ食品）四者協定に基づく企業からの協賛品

多世代の経験を活かした仕組みづくり

○愛顔の子育て応援事業（愛顔っ子応援券）
・応援券により、協賛企業３社の乳児用紙おむつ製
品を購入する際に利用できる。（50,000円分／年）
（花王、大王製紙、ユニ・チャーム 各社1,000万
円/年の協賛）全ての子どもに協賛企業から支援

香川県
○「イクケン香川」たまご育て事業
・他孫（たまご）育て応援講座の実施。子育て支援
団体等へのニーズ調査、シニア層への子育て支援活
動参画の働きかけ、シニア層に子供やその保護者へ
の接し方等の研修、シニア等による子育て支援団体
等での交流体験

シニアによる子育て支援

○よかボス企業・市町・県が連携したAIと
LINEによる子育て相談システム
・LINEを活用したAIによる子育て相談システム
を開発し、子育ての困りごとなどについて、24
時間365日回答や情報が得られる仕組みを作り、
県民の子育て幸福量の増大化を図る。

愛媛県

山口県
○やまぐち子ども・子育て応援ファンド
・民間企業の寄附金と同額の県費負担により、「子
ども・子育て応援ファンド」を作り、地域の子育て
支援団体の活動費に充当。これまでに、１００団体
以上の子育て支援団体の活動費に充てられている。

静岡県
○しずおかふじさんっこ推進事業
・子ども・子育てを応援している団体等の活動
を、県民に見えやすいものとするため「ふじさ
んっこ応援隊」を結成し、シンボルマークを活
用した活動や、フェスタの開催などを実施して、
社会全体で子ども・子育てを応援する気運の醸
成を図る。参画団体：1400団体

1400を超える団体の参画
高知県
○官民協働による少子化対策の展開
・少子化対策推進県民会議を設立し、168の取
組計画を推進。企業団体（高知家の出会い・結
婚・子育て応援団）による「育児休暇・育児休
業の取得促進宣言」など、働きながら子育てし
やすい環境づくりを県民運動として展開

育児休暇・育児休業の取得促進宣言

民間企業の寄付金による子育て支援

社会気運の醸成

民間企業と自治体との次世代育成支援に特化した包括連携協定の取組を全国規模で拡大することで、子育てしやすい社会へ！
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困難な環境にある子どもへの支援策の抜本強化
現 状

○ およそ７人に１人の子どもたちが貧困の状態（経済的要因、家庭における教育力の低下、地域社会の見守り機能の低下）
○ 児童相談所の児童虐待相談対応件数は13万件を超え、重篤な児童虐待事案も後を絶たない

３項目の提言

１

子どもの貧困対策の強化

（１）学校等をプラットホームとした支援策の充実・強化
① 教職員定数の拡充
・少人数・習熟度別指導など個に応じたきめ細かな学習指導の充実や、小中学校等における生徒指導の強化などに向けた教職員定数の更なる拡充
② 教育相談体制の強化
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充・待遇改善のための十分な財源の確保及び人材の確保
③ 放課後等における学習の場の充実
・放課後等における学習支援の充実に必要な財源の確保
・放課後児童クラブ利用料の無償化
・生活困窮世帯等の子どもたちに対する学習支援について、国庫補助の事業費上限の撤廃、補助率の引上げなど財政支援の強化
④ 地域と学校との連携・協働の強化
・地域学校協働活動を通して、地域社会全体の教育力の向上に必要な財源の確保
現状・課題
○SES別 学習時間と平均正答率

○不登校児童生徒数の推移

・家庭の社会経済的背景と子どもの学力との間には強い相関関係
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

■
■
■
■
■
■

3時間以上
2時間～3時間
1時間～2時間
30分～1時間
30分より少ない
全くしない

120000
100000

95,442

97,033

98,408

103,235

108,999

80000
60000
40000

24,175

25,864

27,853

30,448

35,032

20000
小学校

25年度

26年度

27年度

スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーによる教育相談体制充実
コミュニティ・スクールを核とした、地域と学
校が連携・協働した教育体制の構築

中学校

0

Lower middle
Uper middle
Highest SES
SES
SES
出典：平成２５年度 全国学力・学習状況調査（きめ細かい調査）の結果を活用し
た学力に影響を与える要因分析に関する調査研究（お茶の水女子大学）

＜今後の方向性＞
○ いじめや不登校など、子どもをめぐる課題が複雑化・
多様化している。

28年度

29年度

Lowest SES

出典：児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(文部科学省)

子どもたちの自己有用感の高まりや保護者の安心感、
保護者同士のつながりの強化などの効果がある
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（２）子どもの居場所の確保・充実
○ 家庭、学校に次ぐ第三の居場所となる「子ども食堂」などへの財政面も含めた包括的な支援
○ 子ども食堂への全国レベルでの食材供給の仕組みの構築

（３）義務教育段階における就学援助
○ 市町村が実施する準要保護児童生徒に係る就学援助が、財政状況に拠って対象者の範囲や要件が制限されないための財源の確保

（４）進学に向けた支援
低所得家庭に対する教育費負担軽減施策の充実・強化
○ 高等学校等就学支援金に係る低所得者に対する加算支給額の拡充
○ 単位制高校進学者や休学に伴い修業年限を超過する者等に対する支給制限、支給月数の制限の解消など高等学校等就学支援金の拡充
○ 私立学校の授業料無償化の実現
○ 高校生等奨学給付金の更なる充実など、高校・大学・専門学校等に関する教育負担軽減施策の充実・強化
○ 高等学校専攻科について、高等学校等の実質無償化又は高等教育の無償化と同等の制度の創設

現状・課題

○高等学校の実質無償化と高等教育の無償化

○子ども食堂（居場所づくり）
・厳しい環境にある子ども・保護者に必要な対策

高等学校

経済的貧困への対応
様々な学びへの支援
「地域」と「子ども、保護者」のつながり

高専

専修学校

大学

専門課程

1～4年生

対象外

＜運営の実情＞
○草の根で支援を行うNPO等は運営基盤がぜい弱
・イニシャルコスト等の負担が大きい
・スタッフ、運営費、食材の確保が困難

専攻科
（4・5年生）

4・5年生

1～3年生

1～3年生

＜今後の方向性＞
○子ども食堂の開設・運営支援の充実
地域子供の未来応援交付金の対象へ
未利用食品等を提供するための活動
（フードバンク）の支援
○低所得家庭に対する教育費負担の軽減

高等教育の無償化

高等学校の実質無償化

持続可能な活動につなげていくことが必要

新規

・高等学校の専攻科が無償化の対象外となっている

大学等の高等教育の無償化を図る大学等
修学支援法の着実な実施
高等学校等就学支援金等の拡充
高等学校専攻科の無償化の実施
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各県による取組事例 子どもの居場所の確保・充実に向けて！
開設・運営支援
○開設・運営費補助【岩手県、埼玉県、東京都、愛知県、和歌山県、兵庫県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、大分県】
・子ども食堂等の立ち上げや運営費を支援、新たに学習支援等の機能強化等を行う際の費用を補助（岩手県、東京都、和歌山県、鳥取県、香川県、大分県）
・ふるさと納税を活用した、子ども食堂の立ち上げ経費の助成（兵庫県）、はぐくみ基金造成事業（滋賀県）
・県民や企業からの寄付による「こども食堂応援基金」（埼玉県）、「子どもが輝く未来基金」（愛知県）、
個人や企業からの寄付金や県費による「高知県こども食堂支援基金」（高知県）
○開設・運営ノウハウの支援【秋田県、埼玉県、高知県、山口県、鳥取県、大分県】
・子ども食堂の開設・運営手引書の作成、開設準備講座の開催、コーディネーターによる支援、アドバイザー（助言者）派遣

ネットワーク形成
○居場所づくりを支援するネットワークの形成【岩手県、埼玉県、滋賀県、鳥取県、香川県、大分県】
・子どもの居場所ネットワークいわて（総合相談窓口、人材確保支援、寄附等のマッチングなど）（岩手県）
・「こども応援ネットワーク埼玉」による地域の力による「居場所づくり」を応援（埼玉県）
・公私協働で取り組む「子どもの笑顔はぐくみプロジェクト」により子ども食堂やフリースペースなど子どもの居場所づくりを支援（滋賀県）
・子ども食堂等の居場所づくりの関係団体で構成する「とっとり子どもの居場所ネットワーク」が行う、こども食堂の持続可能な運営、内容の充実のための活動
（食材提供システムの構築等）への助成（鳥取県）
・子ども食堂等の子どもの「支援の場」の継続的な運営に向けた仕組みづくり（サポーター登録、マッチング、立ち上げ支援等）（香川県）
・関係者による連絡会（子どもの居場所、市町村、学校、SCなど）を設置して連携体制を構築し、子どもと保護者を支えるネットワークを形成（大分県）

埼玉県

滋賀県

○こども応援ネットワーク埼玉
・県、市町村、企業、地域団体、NPO、
寺社、子ども食堂、フードバンクなど
300以上の会員でネットワークを構成
・支援をしたい企業、個人等と子どもの
居場所とのマッチング支援
・会員企業による子ども食堂体験、フー
ドドライブボックスの県内各地への設置
・ひとり親世帯への食材提供、子供福の
食堂への寄贈など会員企業による寄付活
動

○子どもの笑顔はぐくみプロジェクト
・「はぐくみ基金造成事業」により、
子ども食堂の安定的・継続的な活動に
向けて、立ち上げ支援や運営のサポー
ト、物資の提供、事業への人的協力
（ボランティア）を実施
・子どもの笑顔のスポンサーとして、
200以上の企業・法人・個人が登録し、
商品提供・在庫商品寄贈などの支援を
実施

包括的な支援

京都府

包括的な支援

○「子どもの居場所」をつくる支援の輪は官・民問わず拡大

沖縄県

○きょうとこどもの城づくり事業
・様々な課題を抱える子供の生活習慣
の確立と学習習慣の定着を支援するた
め、地域の実情に応じた「きょうとこ
どもの城」の開設・運営支援
・事業者が地域の実情に応じた多様な
機能を持てるように選択制（食堂・居
場所・未来塾・シェアハウス等）の支
援メニューを用意

多様な支援メニュー

○拠点型子どもの居場所運営事業
・不登校や発達障害など専門的な
個別支援が必要な子供を受け入れ
る「拠点型」の子供の居場所を運
営
○県立高校の居場所づくり運営支
援事業
・高校内に居場所を設置し、学校
内外の関係者等と連携して就学継
続のための支援

高校等と連携した居場所

○法改正等による、子どもの貧困への対策への気運が高まっている

全国的に取組を後押しするためにも、地域子供の未来応援交付金の予算規模の拡充と運用の弾力化の実施が必要
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（５）住まい・就労・生活への支援
ひとり親家庭への支援策の更なる充実
○ 高等学校卒業程度認定試験や自立支援教育訓練のための講座期間中の生活支援策の創設、高等職業訓練促進給付金の支給額の増額など資格取得及び技能
習得支援策の拡充
○ 児童扶養手当額の増額及び所得制限の引き上げや、多子加算額の支給額逓減措置の撤廃
○ 子どもの医療に関わる全国一律の医療費助成制度の創設
○ ひとり親家庭に対する医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止
○ 養育費確保に向けた公的な支援制度の検討
○ 民間アパート等を活用した母子保護の実施に対する補助制度の創設

母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金の更なる充実
○ 母子父子寡婦福祉資金に係る連帯保証人なしの場合の貸付利率の引き下げ、生活福祉資金に係る所得制限の引き上げ
○ 両資金の貸付限度額の引き上げ

現状・課題

＜今後の方向性＞

○子どもがいる現役世帯の貧困率
（全体と大人が一人の世帯）

○児童のいる世帯全体と母子世帯の平均所得

・ひとり親世帯の半数が貧困状態（子どもがいる現
役世帯のうち、大人が一人の世帯の貧困率は、子
どもがいる現役世帯全体の貧困率の約４倍）
80.0
60.0

58.2

50.1

54.6

50.8

40.0
20.0

11.7

15.1

13.0

12.9

○貧困の連鎖を防ぐには、ひとり親家庭等への支援の拡充が必要

・母子世帯の平均所得は児童のいる世帯全体
の４割以下
800.0

710.6

707.6

725.8

400.0

済的支援や保護者の安定した就労への支援が重要

673.2

600.0
248.6

270.1

243.4

252.8

200.0

1991年

2000年

2012年

1991年

2015年

2000年

2012年

児童のいる世帯全体

子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯
子どもがいる現役世帯全体

養育費の確保について、公的支援制度の更なる充実
と、支援が必要な方への認知度の向上が重要

0.0

0.0

経済的に厳しい環境にある家庭に対して、手厚い経

2015年

母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金について、
貸付限度額の引上げ等の拡充が必要

母子世帯
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（出典：国民生活基礎調査）

（６）都道府県の子どもの貧困対策計画等への支援
国主体の子どもの貧困の実態調査の実施と情報提供
○ 貧困の世代間連鎖の解消に向けた支援に当たっては、対象となる子供の把握が困難なことや、都道府県別の「相対的貧困率」や「子どもの貧困率」等のデータがなく施
策効果を図る適当な指標がないことから、国の責任において、世帯や子どもの実態を把握する仕組みの構築や全国統一的な基準を用いた指標の設定などを行い、都道
府県別のデータを提供すること

地方が取り組む子どもの貧困対策への継続的な財政支援
○ 平成30年度予算で当初予算化された「地域子供の未来応援交付金」について、地域での取組をより効果あるものとしていくために当初予算規模の拡大を図るとともに、
対象事業を拡大し、地域の実情に応じてより使い勝手の良い交付金となるよう運用の弾力化とともに事業の恒久化を図ること

市町村の役割強化
○ 市町村における取組が進められるよう、子どもの貧困対策における市町村の役割を明確にするとともに、国において必要な財源の確保など十分な支援措置を講じること

現状・課題

＜今後の方向性＞

○子どもの貧困の実態調査

○子ども食堂の設置数は増えており、子どもの貧困対策の継続的な取組が重要

・子どもの貧困に対する施策は、年々重要度が高まっている。
→有効な施策につなげるために、支援の対象となる子どもの把握や
施策効果を測るための都道府県別データが必要

地域子供の未来応援交付金について、予算額の拡充や地域の実情に応じた運
用の弾力化及び事業の恒久化が必要
各地域で、「子ども食堂」の取組が広がっている中、運営基盤の脆弱な団体を

○地域子供の未来応援交付金
・創設後4年間で、自治体の取組が約４倍に拡大

継続的に支援できるように、対象事業の拡大が必要

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

65自治体

178自治体

273自治体

295自治体

地域の民間団体が行う事業は、補助の対象外
継続的な支援が必要だが、実施期間は事業拡充の場合は最大３年、
同一事業の場合は当面２年

（参考）子ども食堂の推移
・子ども食堂の設置数は、ここ数年で大幅に増加（3年で約12倍）
2016年5月

2019年5月

319箇所

3,718箇所
（NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」他）
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２

児童虐待防止対策の推進

（１）未然防止のための支援策の充実
就学前の子どもの保護者への個別支援の充実
○ 保育所等において保育だけでなく、子どもとの関わり方についての助言など親への支援も行う保育士等の配置に要する財政支援の強化
○ 子どもの状況を適正かつ円滑に小学校に引き継ぐなど、生活面で課題を有する家庭と関係支援機関とをコーディネートする人材を保育所等において確保する仕組みの導入

親支援・親育ての促進
○ 乳幼児期から学齢期までの子どもを持つ親育てプログラムの開発・普及や家庭の教育力の向上への支援
○ 乳児院などを活用し、親子が共に生活をしながら子育てを学ぶことができる制度の構築

（２）母子保健から児童福祉までの切れ目のない支援体制構築
児童相談所の体制強化等
○
○
○
○

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等を踏まえ、専門的人材の育成確保及び必要な財源の確保
児童相談所や一時保護所の施設整備等に係る財源の確保
新規
弁護士、医師及び保健師の配置に向けた十分な確保対策と財政支援等の強化
児童虐待対応事案の支援となるＡＩ開発等、先駆的な取組の推進

市町村の子ども家庭相談体制の強化
○ 全市町村への子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた専門的人材の育成・確保及び必要な財源の確保
○ 要保護児童対策地域協議会の調整機関としての専門性の確保に向けた人材育成、財政支援等の強化

子育て世代包括支援センターの設置促進
○ 妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供する「子育て世代包括支援センター」の全国展開に向けて、設置を促進するための専門的な人材及び必要な財源
の確保

（３）関係機関等との連携強化によるきめ細かな支援体制づくり
関係機関間の連携強化
○ 児童相談所と市町村の情報共有を効率的に行う全国共通情報連携システムの整備
○ 児童相談所と警察との円滑な連携強化に向けた警察ＯＢの常勤的な配置や警察職員の出向を進めるとともに、配置に必要な財政支援の拡充

子どもや家庭を見守り育む地域づくりの推進
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○ 地域福祉の中心的な役割を担う、民生委員・児童委員の活動費用の充実

現状・課題
○心中以外の児童虐待死亡事例
の子どもの年齢別割合の推移

○児童相談所における児童虐待相談対応件数
と児童福祉司数
（万件）

15
10

（千人）

児童虐待相談対応件数 11.5倍 133,778件
児童福祉司数

2.6倍

44,211件

5

33,408件

11,631件
1,230人

1,813人

2,428人

10
8
6

3,235人4

0

2
0

H11

H16

H21

H29

90
80
70
60
48.2
50
40
30
20
10
0

○子育てについての悩みや不安

81.6

悩みや不
安は全くな
い 10.3%

悩みや不
安がある
41.4%

3歳未満計

0歳

悩みや不
安はあまり
ない 48.3%
１歳

出典：家庭教育の総合的推進に関する調査研究～
家庭教育支援の充実のための実態等把握調査研究
～（平成28年度 文部科学省）

２歳

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

出典：福祉行政報告例、家庭福祉課調べ（厚生労働省）

子育てに対し悩みや不安を抱えている保護者が約４割

出典：子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（厚生
労働省 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検
証に関する専門委員会

平成29年度の児童虐待相談対応件数は平成11年と比較して、約11.5倍、 複雑・困難なケースも増加
平成28年度の心中以外の児童虐待死亡事例のうち、3歳未満の乳幼児の割合は81.6%、平成17年度から33.4ポイント増加
＜最近の動向＞
○児童虐待相談対応件数は13万件を超えている
○一昨年度の東京都目黒区での5歳女児虐待死亡事案や、今年１月
に発生した千葉県野田市で小学4年生女児が虐待で亡くなった事案など、
重篤な案件が後を絶たない深刻な状況
児童虐待防止対策体制総合強化プラン
児童福祉法改正

＜今後の方向性＞
○児童相談所の体制強化（児童福祉司・児童心理司の増員、弁護士、医師及び保
健師の配置）
○市町村の体制強化（市町村子ども家庭総合支援拠点の設置）
○母子保健との円滑な連携（支援が必要な保護者の早期把握）
○警察等の関係機関との連携強化（連携のあり方の検討）
○全国共通の情報連携システムの早期整備（転居等に伴う情報引き継ぎ）

等 取組を推進

児童福祉司の増員等に向けた財源・人材・施設の確保
職員の質の向上に向けた研修制度の充実及び財政支援
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各県による取組事例 児童虐待防止対策の推進
＜母子保健から児童福祉までの切れ目のない支援＞
高知県

妊娠・出産・子育てすべての
相談にワンストップで対応

○高知版ネウボラの推進

・地域の実情に応じた妊娠期から子育て期までの切れ目のな

連携強化

・子育て世代包括支援センター
（市町村母子保健担当課）

い総合的な支援を強化し、「子育て家庭のリスクに応じた適切

リスクアセスメント

な対応」「子育て家庭の不安の解消」「働きながら子育てでき
る環境づくり」を図る

全数把握、情報の一元管理
継続的なモニタリング

＜関係機関との連携強化＞

リスクに応じた適切な対応
・子ども家庭総合支援拠点（市町村児童福祉担当課）
・児童相談所

関係者会議

・地域子育て支援センター
・産前・産後のサービス
・保育所
・ファミリー・サポート・センター
等

・支援が必要な家

共有情報
全国初の
新たな仕組み

データ更新頻度

アクセス方法

随時更新

児相・警察署が
パソコンで直接確認

毎月更新

警察署が
電話で照会

（保護歴、兄弟有無
安全確認状況など）

基本情報

現 行※

（氏名・住所・虐待内容など）

庭の情報共有、
支援先の調整

高知県

・全国初となる新たな仕組みを令和元年度中に運用開始
基本情報＋詳細情報

協議会

子育て支援サービスの提供

○児童相談所と警察における児童虐待情報の全件共有

埼玉県

要保護児童対策地域

○児童虐待事案に係る関係機関との協定締結
・児童虐待事案について、予防及び早期発見、児童の安全確保を
行うため、児童とその家族や妊婦等の状況を把握しやすい機関との連
携を密にしていく必要があるため、医師会、歯科医師会、県、県警と
の４者協定を締結して連携強化を図る

※現行と同様の仕組みは１２道府県で導入済

＜新たな技術の導入＞
東京都

○児童虐待対応へのAI技術の導入検討

三重県

○緊急総合対策や相談対応の増をふまえたこれまでの取組
・リスクアセスメントツール 等の開発 ・多機関連携の強化 ・等
○リスクアセスメントツールを活用した分析で得られた知見
・リスクアセスメントツールの活用により、約6,000件のデータが蓄積され、
様々な分析を実施
【再発率との関係】（チェックがつくと何倍再発しやすいか）
・過去に児童相談所に通告されていた記録がある
AIによりこれまで
⇒ 2.55倍 など
の知見を活用
【一時保護の効果】
・一時保護によって、虐待再通告率が3分の１低減

３

○テレビ電話を活用した児童相談所の強化

AＩを導入した実
証実験により一時
保護への対応を検
証（試行中）

・児童相談所と子供家庭支援センター間、児童相談所間で、テ
レビ会議を活用。
・児相間では、困難ケースの立ち入り調査等の判断、児相間ケー
ス移管時の事前協議・引き継ぎ・里親委託児童や里親支援に
おける子担当児相、親担当児相の連携 など

東京都
○児童虐待を防止するためのSNSを活用した相談事業
・児童本人、保護者にとって身近なLINEを活用し、よりアクセスしや
すい相談等を受けられる環境を提供

20

「新しい社会的養育ビジョン」の理念に基づく家庭養育優先原則の実現

（１）社会的養育の充実
○
○
○
○

家庭養育優先原則に基づく里親養育支援体制の整備の強化
里親制度や養子縁組に関する普及啓発と財政支援の拡充
地方の実情に応じて柔軟に対応できるよう、フォスタリング機関の取組を支援
児童養護施設等の小規模化・地域分散化や、親子関係改善のための通所指導に取り組むといった多機能化などに対応するため、国が主体となって、人材の確保並び
に施設の安定的運営や施設整備に必要となる財源の確保を図ること

（２）児童養護施設等の自立相談支援体制の強化
○ 児童の自立支援を専門に担当する常勤職員を最低基準として配置するための財政支援の拡充

現状・課題

＜今後の方向性＞

○里親委託率の推移

（措置児童数に占める里親＋ファミリーホーム措置児童の割合）
20
15
10

14.8 15.6

16.5

17.5 18.3

19.7

5
0

24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末
出典：福祉行政報告例、家庭福祉課調べ（厚生労働省）

新しい社会的養育ビジョンの実現
○里親委託推進
・里親制度と養子縁組制度の混同（広報・周知） ・里親の確保
・里親への支援 ・里親とのマッチング
里親のリクルートから里親と児童のマッチング、委託後の里親支援までを行うフォスタリ
ング機関の設置促進
里親制度や養子縁組制度の普及啓発

○新生児等の新規措置の措置先（平成27年度）
0歳
（1ヵ月未満）

0歳
（1ヵ月以上）

1歳以上
2歳未満

合 計

乳児院

503人

866人

466人

1,835人

里 親

76人

180人

142人

398人

出典：家庭福祉課調べ（厚生労働省）

○児童養護施設等の小規模化・地域分散化及び多機能化
・施設における負担感（職員の負担増大、物件の確保、人材の確保及び質の向上）
職員の負担増大や人材の確保等の不安の解消を行い、施設経営者が積極的に取り
組むことができるように措置費等の見直しが必要
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２０ 令和の時代を地方の時代に
～第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」への提言～

平成においては、地方分権推進法の成立以降、機関委任事務の廃止や国から地方へ
の権限移譲等、累次にわたる地方分権改革を通じ、地方が自らの発想と創意工夫によ
り課題解決を図ることができる枠組みづくりが進められた。
そして、平成の終わり、この枠組みのもと、今後訪れる本格的な人口減少・少子高
齢社会に挑戦すべく、我々地方は、国と歩調を合わせ、
「地方創生」の取組みを一斉
にスタートした。
目下、これまで培った自治の精神の下、あらゆる主体と連携し、その叡智を結集し
て、自らの地域のあるべき未来の実現に向けて取り組んでいるところである。
これまでの取組みの結果、すべての都道府県で有効求人倍率は史上初めて１倍を
超え、完全失業率も低下するなど、雇用・所得環境の改善が続いている。また、地方
圏の平均地価はバブル崩壊後初めて上昇したほか、農林水産物の輸出額や訪日外国
人延べ宿泊者数は過去最高を更新するなど、海外需要を取り込んだ地域経済の成長
が実現しつつある。
しかしながら、地方創生の実現に向けては道半ばである。
地方ではきめ細やかな少子化対策が講じられているものの、昨年の出生数は過去
最低の９１万８，３９７人を記録、出生率も低下傾向となっている。今後も生産年齢
人口の減少は続いていくが、既に人口減少・少子高齢化は離島や中山間地域の存続に
深刻な影響を及ぼしている。
さらに、若者や女性を中心に、東京圏への転入超過は２３年連続となり、昨年には
１３万人を超えた。企業の東京圏への本社移転も８年連続での転入超過となってお
り、東京一極集中の流れは依然として歯止めがかかっていない。
同時に、東京は、日本の経済成長のエンジンとしての役割を果たすとともに、世界
をリードする国際都市として発展していくことが求められる。

令和という新たな時代の幕開けとともに、地方創生第２ラウンドが始まる。
我々地方は、地方創生の深化に向け、更なる技術革新、グローバル化の一層の進展、
人生１００年時代の到来やスーパー・メガリージョンの形成といった新たな変化を
貪欲に取り込みつつ、将来にわたって住民一人ひとりが幸せに暮らし、個性があふれ
る自立した地域の実現、すべての地方が互いの個性を活かしながら連携して共に成
長し、共生する社会の構築にこれからも全力で取り組んでいく決意である。
国においては、「令和の時代を地方の時代に」との認識を共有し、別紙の施策につ
いて、第２期の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に反映させるとともに、常に適
切な施策を検討・検証し、早急かつ着実に実施するよう強く求める。

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込むべき地方創生推進施策

１．東京一極集中の是正
（本社機能の移転）
・ 地方拠点強化税制について、期限を延長した上での、オフィス減税と雇用促進
税制の税額控除をそれぞれ拡充するとともに、それらの併用を可能とすること
や、本社機能の対象施設への社員寮・社員住宅等の追加、常時雇用従業員数に関
する要件の緩和等、更なる活用のための制度の充実
・ 地方へ移転する企業に対する国独自の移転促進交付金の創設
（政府関係機関の移転）
・ 国家戦略として具体的な KPI を設定した上での政府関係機関の更なる地方移
転の強力な推進と国が責任を持った移転に要する費用負担
（移住定住・UIJ ターンの促進）
・ わくわく地方生活実現政策パッケージにおける移住支援金制度の更なる活用
促進のための、国における周知・広報の充実
・ 移住支援金制度における、東京２３区在住期間の緩和による U ターン学生への
支援措置の拡大や在住・通勤期間の通算等、制度の拡充
・ 人口移動の状況について詳細な分析を行うため、国等が保有するデータの地方
における利活用環境の整備
２．地方を担う人材の育成・確保
（高校段階の教育の充実）
・ 地域と高校をつなぐ専門的なスキルを持つコーディネーターの配置に係る制
度の創設や財政支援と、必要なスキルを持つコーディネーターの養成
・ 地域課題の解決等の探究的な学びを推進する「地域との協働による高等学校教
育改革推進事業」の拡充
・ 技術革新や設備の環境変化の対応に必要な、専門高校における産業教育施設の
計画的整備に対する新たな支援制度の創設
・ ICT を活用できる学習環境の整備のための財政支援の充実
（地方大学の振興）
・ 地方の国立大学の運営費交付金や公立大学における交付税措置、私立大学等経
常費補助金の充実と、地域内における進学・就職促進の取組みに応じた地方大学
への運営費交付金等の優遇措置の創設

・ 「地方大学・地域産業創生交付金」について、財政需要に十分に対応できる額
の確保と、文部科学省計上分の運営費交付金等を別枠で確保した上での確実な
配分の実施
・ 地方へのキャンパス移転やサテライトキャンパス設置を促進する仕組みの構
築をはじめ、多様で質の高い高等教育機会の拡充
（プロフェッショナル人材の確保）
・ 国による人材を送り出す企業の新規開拓や副業・兼業の推進による環境整備等
を通じた、
「プロフェッショナル人材事業」の機能強化
（関係人口の創出・拡大）
・ 関係人口の定義及び測定・把握方法の明確化と、関係人口の創出・拡大による
具体的な成果指標についての検討
・ 関係人口の創出・拡大による地方への新しい人の流れを生み出すため、
「関係
人口創出事業」の拡充
３．新たな時代への挑戦
（地方における Society5.0 の実現）
・ 都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、国主導による中山間地域等の 5G
基地局の速やかな整備と、地方が整備する 5G の利活用に関するシステム構築、
機器整備及びそれらの保守・運用に対する財政的・技術的支援
・ 遠隔医療・教育、スマート農林水産業、テレワーク・サテライトオフィス、自
動運転等、地域の活性化や課題解決に意欲的に取り組む地方に対する省庁横断
的な総合支援体制の構築
・ 地方におけるローカル 5G の導入や運用及び事業者の利活用促進に対する、必
要な技術的・財政的支援
・ 地方における 5G を活用する人材・企業の確保に資する、IT 人材の地方へ還流
を促す仕組みや大都市の IT 企業と地方の企業・大学とのマッチングの仕組みの
構築、及び地方が実施する人材育成の取組みへの支援の充実
・ 地域未来投資促進税制において、Society5.0 関連の設備投資への税額控除・
特別償却の割合の上乗せ措置の適用
・ 地方におけるあらゆる分野での Society5.0 の実現を図るため、実証事業を含
む最先端技術の積極的な活用に向けた、国庫補助事業の拡充（大都市部以外の地
域についてはより高率の補助率とするなど）と地方負担分への十分な地方財政
措置や、地方創生推進交付金の補助率の引き上げ・優先枠の設定、並びに技術面・
人材面での総合的な支援
・ AI 等先進技術を利活用した行政のスマート化推進に必要となる技術的・財政
的支援

（SDGs の達成）
・ 地方創生 SDGs 官民連携プラットフォームへの中小企業・小規模事業者の参画
拡大等、SDGｓの認知度向上のための普及啓発
・ SDGs モデル事業補助金の複数年度の交付等、地方創生に向けた自治体 SDGs 推
進のための取組みへの支援の拡充
・ 優良事例の横展開や社会資本整備総合交付金等における重点支援等による、自
然環境が有する多様な機能を活用する「グリーンインフラ」の視点での社会資本
整備等の推進
・ 国立公園や世界遺産等の保全・活用への重点的な支援等による、美しい自然景
観等の地域資源を活かして資金と人の流れを生み出し、持続可能な地域づくり
を進める「地域循環共生圏」の実現
４．地域経済社会の活性化
（第４次産業革命の社会実装）
・ 中小企業・小規模事業者の AI・IoT 等先端技術を活用した生産性向上のための
支援や IoT 設備等の利用を促進する産業支援機関への支援の充実
（海外需要の積極的な取込み）
・ 国際観光旅客税については、日本版 DMO 等の取組みも含め自由度が高く創意工
夫を活かした取組みに活用できる交付金として一定割合を地方に配分するなど、
地方の観光振興施策の財源に充当できる仕組みの創設
・ 農林水産業、伝統産業や地域の文化と観光業を連携し、海外への販路開拓や魅
力発信と、インバウンド需要獲得の好循環を創出するための取組みへの支援の
充実
（農林水産業の成長産業化）
・ 経営感覚に優れた人材等の育成・確保に係る地方の取組みに対する支援や６次
産業化の推進に係る国庫補助の拡充等、農林水産業における所得の向上と成長
産業化の推進
・ 農業試験場をはじめとした地方の試験研究機関における研究開発やブランド
化の取組みに対する支援の充実・強化
・ 輸入規制等により海外への販路開拓が阻まれている食品・農林水産物について、
国による積極的な規制の撤廃・緩和の要請
（事業承継の円滑化）
・ 事業承継支援の集中実施期間における支援措置である「事業承継・世代交代集
中支援事業」の当初予算化

・ 事業承継を検討する中小企業に対しては、地方銀行が一時的に法定の議決権保
有の上限を超えての出資を認める特例の創設
５．結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための総合的な少子化対策の推進
（地域の実情に応じた少子化対策の推進）
・ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充と複数年度にわたる同一事業について
も交付対象とするなどの運用の弾力化
（出産・子育ての負担軽減）
・ ０歳児から２歳児への無償化の対象範囲の拡大と、放課後児童クラブの利用料
や病児・病後児保育利用料の国の制度としての負担軽減の実施
・ すべての子どもを対象にした医療費助成制度の創設
・ 不妊治療の保険適用化等の支援の拡充や不妊治療のための休暇制度の導入促
進等の理解の醸成
・ 男性への休業の割り当て等男性の育児休業取得を一層強力に促進するために
効果的な制度への見直しと育児休業給付の充実
・ 育児を行うすべての家庭が安心して子育てできる環境整備に向けた、在宅育児
家庭向けの支援の充実
・ 妊娠・出産、子育てに至るまでの切れ目のない相談支援体制（いわゆる日本版
ネウボラ）の充実に向けた支援の拡充
・ 出産や子育てを理由に休職・退職した女性の復職・再就職への支援の充実や、
子育てに優しい職場環境の実現に向けた企業・経営者の意識改革の促進
（保育士の育成・確保）
・ 潜在保育士の就職・再就職支援のための離職時登録制度の法制化、保育士就学
資金貸付事業の当初予算化と貸付原資の充実、保育士等の処遇の更なる改善
６．誰もが活躍する社会の実現
（外国人の活躍支援）
・ 新たな在留資格「特定技能」について、２号の対象分野の拡大と、各地方の産
業構造の特性を踏まえた対象分野の拡大
・ 特定の地域に外国人材が偏ることのないよう、地域ごとの外国人材の就業状況
等についての現状把握と地方との情報共有
・ 人手不足がより一層深刻な地域においては、例えば、２号の在留資格の取得要
件を緩和するなど、外国人材が大都市に過度に集中することなく地域に定着す
るような優遇措置の検討
・ 外国人に対する社会保障や日本語教育等、全国一律の課題について、国の責任
における多文化共生施策の実施

・ 日本語教室の設置・運営や医療通訳者の育成・配置等、地域における受け入れ
環境整備に対する支援の拡充や、留学生の受け入れ拡大と定着促進
（女性・高齢者その他多様な人材の活躍支援）
・ 長時間労働の是正、時間単位年次有給休暇制度、短時間勤務やテレワーク等の
推進による柔軟な働き方の企業への導入促進
・ 健康づくりを推進するためのインセンティブ事業に対する財政支援の創設
・ 地域女性活躍推進交付金の拡充と複数年度事業についても交付対象とするな
ど運用の弾力化
７．安心安全が確保され、持続可能で魅力的な地域づくりの推進
（
「地方創生回廊」の早期実現と「国土強靱化」の推進）
・ 地方創生に不可欠な基盤として、高速道路、リニア中央新幹線、整備新幹線等
の整備促進、地方空港の機能強化に加えて、新幹線の基本計画路線から整備計画
路線への早期格上げを図ることによる、国土のミッシングリンクを早期に解消
し、地方と地方をつなぎ、それぞれの地域の特色ある発展を支える「地方創生回
廊」の早期実現
・ リニア中央新幹線の整備等が進む中、全国的に要請の強い「地方創生回廊」の
早期実現に必要な予算総額の確保と、地方負担に対する適切な財政措置
・ 水害等の頻発化・激甚化や南海トラフ地震や首都直下地震の発生等の備えとし
て、地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・農業水利施設・下水道等、社会
資本の防災・減災対策や老朽化対策、広域交通ネットワークのリダンダンシーの
確保を図るとともに、「事前復興」の概念を取り入れた各施策の展開
・ 国・地方の国土強靱化計画の早急な実現を図るため、「防災・減災、国土強靱
化のための３か年緊急対策」の取組みとともに、その計画の進捗に応じた更なる
対策の検討と必要な予算・財源の確保
（地方分権改革の推進）
・ 「ハローワーク特区」のような実証実験的な権限移譲を認めることとし、例え
ば広域連合の活用等、「地方分権特区」の導入を大胆に推進
（地域連携・地域コミュニティの強化）
・ 水平補完、垂直補完による行政サービスの標準化
・ 人口急減地域において地域づくりを担う人材の確保を図るための、人材派遣を
行う「特定地域づくり事業協同組合」の設立及び支援のための制度の創設

８．地方創生関連予算の十分な確保及び地方創生推進交付金等の自由度向上
（安定的な地方創生関連予算の確保）
・ 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充
・ これまでの地方創生の取組みの成果を踏まえた、第２期における地方創生推進
交付金の拡充
（地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用促進）
・ モラルハザードが生じないよう配慮しつつ、制度の延長、税の軽減効果の拡大、
並びに地方創生推進交付金以外の補助金との併用や既存の基金事業への対象拡
大、地域再生計画の策定の手続きについての抜本的な簡素化等の更なる運用改
善
（地方創生推進交付金の自由度向上）
・ 交付金額の上限目安の撤廃やハード整備割合の見直し、計画期間の延長等の見
直しや地方創生の実現に資する特定の個人や企業への給付についても対象経費
として認めるなどの弾力化
・ 間接補助事業について、年度末までの事業期間を確保することが可能となるよ
う事業者への支払時期を見直すなどの運用の改善
（地方創生拠点整備交付金の自由度向上）
・ 引き続き、対象分野を限定せず、地方創生に資するもの全般を対象とした上で、
複数年にわたる事業への活用も可能となるよう当初予算での予算措置
・ 既存施設への新規設備の導入等、交付対象となる事業範囲の拡大

新 た な 時 代 の産業振興と産業基盤の維持に向けて
１ 地域経済の好循環に向けた「攻め」の産業振興
①第四次産業革命がもたらす先進技術による地域産業の高度化
中小企業の生産性向上、スマート農林水産業の実装

②農林水産業の成長産業化
農林水産業における成長産業化、農福連携の推進

③対日直接投資の更なる促進
対日直接投資促進に向けたＪＥＴＲＯの機能強化など

④農林水産物・食品の輸出力の強化
農林水産物等の輸出促進、日本酒類の海外販路の拡大

⑤地域経済の持続的な発展に向けて
企業の地方移転の促進、地方における人手不足の解消

２ 地域経済の基盤の維持・確保
①中小企業・小規模事業者に対する事業承継支援
Ｍ＆Ａの推進によるマッチング機能の強化、事業承継税制の利用促進

②地方における多様な担い手の確保
全ての人が働きやすく、働き続けることのできる環境の整備など

③農林水産物等の風評被害対策の強化
日本産水産物等の輸入規制に係る国の取組の強化

④農林水産業の基盤整備の促進
農林水産業の基盤整備や防災・減災対策の推進

⑤活力ある農山漁村の実現
農地集積・集約化、鳥獣被害対策など

⑥豚コレラなど家畜伝染病の被害防止対策の強化
家畜伝染病の防疫対策の強化

２１

新たな時代の産業振興と産業基盤の維持に向けて

我が国では、かつて経験したことがない超高齢化、少子化に伴う生産年齢人口の
減少が加速度的に進んでおり、ピーク時の1997年と比較すると、既に約1,000万人の
生産年齢人口が減少し、2050年にはさらに2,000万人以上が減少するとの予測もある
とともに、時間当たりの労働生産性はＧ７諸国で最低水準となっている。
一方で、第四次産業革命の新たな技術革新は、中小企業や農林水産業等の生
産性向上と高付加価値化をもたらすことが期待されている。
労働力の確保や労働生産性の向上が喫緊の課題となる中、我々地方は、新たな
時代における地方創生を実現していくため、それぞれの実情に応じた「攻め」の産業
振興や地域を支えてきた経済基盤の維持・確保に取り組んでいく所存である。
国全体を考えると、地方が合わさったものが国であり、国全体の繁栄には地方の
持続的な発展の実現が不可欠であるので、国と地方がそれぞれの責任を共有し、取
組を進めるため、国において次のとおり措置を求める。

１ 地域経済の好循環に向けた「攻め」の産業振興
（１）第四次産業革命がもたらす先進技術による地域産業の高度化
中小企業・小規模事業者のＡＩ・ＩｏＴ等先端技術を活用した生産性向上のための
支援や、ＩｏＴ設備等の利用を促進する産業支援機関などへの支援を充実させるこ
と。
また、ＩＣＴ・ロボット技術を活用したスマート農林水産業の実装などによる生産性
の向上や高付加価値化を積極的に推進すること。
併せて、中小企業・小規模事業者の情報化を推進するパートナーである、地域の
ＩＣＴ企業の振興及び関連する人材の育成を更に進めること。
（２）農林水産業の成長産業化
経営感覚に優れた人材等の育成・確保に係る地方の取組に対する支援や６次産
業化の推進に係る国庫補助の拡充、ＩＣＴ・ロボット技術を活用したスマート農林水産
業の実装など、農林水産業における所得の向上と成長産業化を推進すること。
併せて、農業分野における多様な労働力の確保や障害者の就労、生きがい等の
場を創出するため、障害者雇用に取り組む企業経営者や農業・福祉・教育の関係者
などに対する意識啓発、農業分野での障害者の就労を促進するための人材育成な
どの支援体制の整備、「ノウフク・ブランド」の知名度向上のための国内外への情報発
信など、農福連携を推進すること。
（３）対日直接投資の更なる促進
我が国の持続的な成長を実現するには、優れた技術や人材・資金等を世界から

受け入れるなど対日直接投資を促進させ、イノベーションにより新たな産業を創出す
ることが不可欠である。
日本に関心を持つ海外の企業の情報を自治体等へ切れ目なくつなぐシステムを
構築するため、外国企業と中小企業とのマッチング、投資案件の発掘、人材あっせ
ん等の機能を担う各地の日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の機能強化を図ること。さら
に、対日直接投資促進のため、企業への財政支援措置など、地方と一体となった支
援を推進すること。
（４）農林水産物・食品の輸出力の強化
検疫面での輸入規制の緩和に向けた国家間交渉の推進、相手先国の衛生管理
基準等の明確化や衛生管理基準に適応した関連施設の整備への支援強化、ＧＬＯ
ＢＡＬ Ｇ．Ａ．Ｐ．等の国際的な認証取得の推進、ハラールなど海外の多様なニーズ
に対応した食品の販路拡大などへの支援を行うこと。また、輸出先国・地域の規制や
ニーズに対応した生産に向けた課題解決に取り組む産地への支援を拡充すること。
さらに、世界的な日本食の浸透と合わせて、マーケット拡大の潜在的な可能性が
高い日本酒や焼酎等の日本産酒類について、ワインと差別化した魅力や楽しみ方、
適切な保管方法などを外国人に啓発し、海外での認知度向上やブランド化を進める
こと。
（５）地域経済の持続的な発展に向けて
人や企業の過度な東京一極集中は依然として続いており、これを是正する観点か
ら、地方への企業の移転や人の流れをより一層促進し、各地域の持つ様々な特徴
や強みを活用することで、日本全体の経済社会のさらなる活力と競争力を創造して
いく必要がある。「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１９」においても、「東京から地方
への企業の本社機能の移転等の加速化に向け、様々な施策を総動員した、総合的
かつ抜本的な方策について検討し、年内に成案を得る」とされており、地域経済を支
える安定した良質の雇用創出に向けて、国においては、より適切な施策を検討・検
証しＫＰＩを設定するなど効果的な措置を講じること。
また、全国的に有効求人倍率が高止まりする中、地方での人材確保策など、特に
地方における中小企業等の人手不足を解消するための施策を検討すること。
本年４月に創設された「特定技能」による外国人材の受入れ拡大については、大
都市その他の特定の地域に特定技能外国人が過度に集中することなく、また、受入
可能分野の拡大など、地域の人手不足に的確に対応し、地域が持続的に発展でき
るよう、地方自治体や地域の事業者団体等の意見も十分に聴取し、実効性のある施
策を国が責任を持って実施すること。
（注：東京都は、日本全体の経済社会のさらなる活力と競争力を創造するために、東
京への集中・集積を是正し、地方への企業の移転や人の流れをより一層促進するこ
とが必要であるという考え方に、反対した。）

２ 地域経済の基盤の維持・確保
（１）中小企業・小規模事業者に対する事業承継支援
日本経済の待ったなしの課題である事業承継の円滑化のため、事業承継ネットワ
ーク構成員等が集中的な支援に取り組むことができるよう、財政支援の拡充や、Ｍ
＆Ａなどの多様な第三者承継が推進されるよう、マッチング機能の強化など側面的
な支援の充実を図ること。
また、今年度から個人事業者が加えられた事業承継税制については、より一層の
利用促進に向けた手続きの簡素化や持ち株会社を含め、様々な経営体制の実態に
即した税制の負担軽減措置の対象要件の緩和を図るとともに、経営者保証の弊害を
解消するため、「経営者保証に関するガイドライン」に沿った適切な運用の浸透、定
着を図ること。
これらの支援を実施する商工団体の経営指導体制も併せて充実強化すること。
（２）地方における多様な担い手の確保
地方の人口減少等が進行する中、労働力不足への対処が重要な課題であり、若
者・女性・障害者・高齢者・外国人材など、全ての人が働きやすく、働き続けることの
できる環境を整備するとともに、柔軟な働き方の導入促進などに向けた取組を一層
進めること。
併せて、地域活性化雇用創造プロジェクトを継続し、産業振興と一体となった良質
で安定的な雇用の創出及び確保に確実につながる取組を行うこと。
（３）農林水産物等の風評被害対策の強化
原子力災害により国内外に生じている広範な風評を完全に払拭するため、風評
払拭・リスクコミュニケーション強化戦略に基づき、正確かつ効果的な情報発信と安
全性の普及啓発を強化すること。諸外国による食品等への輸入規制については、
科学的な根拠に基づいた正確な情報発信を強化し、早期撤廃を実現すること。
農林水産物や加工食品、工業製品等の放射性物質検査などの国による体制強
化や支援の充実を図るとともに、地方公共団体、事業者等が実施する観光誘客事
業や販路回復・拡大、販売促進に向けた取組等の風評被害対策事業に対する支
援を強化すること。
根拠のない風評によって住民生活と経済活動への悪影響や人権侵害が生じるこ
とのないよう普及啓発を継続的に実施すること。
（４）農林水産業の基盤整備の促進
農業の体質強化に資する基盤整備やため池などの農業水利施設の老朽化対
策、大規模災害等に適切に対応するための農業農村整備事業等に係る財政措置
の充実を図ること。
また、森林の多面的機能の持続的な発揮及び林業の成長産業化に資する森林
整備や木材加工流通施設整備などを計画的かつ着実に推進すること。

さらに、水産物の安定供給体制の確立、漁港施設の高度衛生管理対策及び防
災・減災対策等を進める水産基盤整備や老朽化した漁船の代船建造など、水産業
の持続的な発展に向けた支援を行うこと。
（５）活力ある農山漁村の実現
持続的な農業の発展のため、農地の集積・集約化や、鳥獣被害防止総合対策及
び荒廃農地解消について、国の財政的支援を充実させること。
また、生産資材の価格変動や販売価格の下落及び自然災害に左右されない安定
した農林水産業経営の確立に向け、経営所得安定対策及び農業保険制度の効果
的かつ円滑な実施、漁業経営安定対策の拡充及び資金繰り円滑化支援の充実を
図ること。
（６）豚コレラなど家畜伝染病の被害防止対策の強化
国内で未だに終息する気配が見えない豚コレラの感染経路や感染拡大の原
因究明を継続実施し、養豚場内の防疫対策や野生いのししに対する感染拡大防
止対策など、国内の豚コレラ感染拡大の防止対策を強化すること。
また、中国やベトナム等海外で感染が拡大しているアフリカ豚コレラのほか、
高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの家畜伝染病の国内侵入を防止する
ため、国際線が就航する地方空港やクルーズ船等が寄港する海港での検疫体制
強化など一層の水際対策を徹底すること。

２２ 豚コレラの対策と感染拡大防止のための緊急提言
昨年９月、国内で２６年ぶりに発生した豚コレラは、これまでに５府県で約１２万
頭が殺処分されるなど甚大な被害をもたらし、関係者による懸命の努力にもかかわら
ず、依然として野生いのしし感染の複数県への拡大と断続的な農家での発生が続いて
いる。
発生府県においては、発生直後から各農場の防疫対策の強化に加え、野生いのしし
への経口ワクチン散布、捕獲強化や防護柵の設置など、手探りでの対策が続いている
が、１０ヶ月を経た現在もなお、終息が見通せない状況にある。
このような中、養豚農家においては、先の見えない状況に日々緊張を強いられ、ま
た、発生地域では出荷量が大幅に減少するなど、流通も含め、業界全体としても大変
憂慮すべき状況となっている。さらには、食肉価格の上昇にも波及するなど、国民生
活への影響が懸念される。
今回の豚コレラは、海外由来の家畜伝染病が野生動物を介して家畜へと感染拡大す
るという過去に経験のない事態であるが、今後、外国人労働者や外国人観光客を積極
的に迎え入れるなど国が開かれていく中で、全国どこでも起こり得る問題である。
国においては、今回の事態を国家レベルの危機事案と受けとめ、関係省庁による緊
密な連携・協力のもと、感染の拡大防止、撲滅に向け、隣接県も含めた総合的な対策
の強化を図るとともに、豚コレラの終息と産地の再生のため、次の事項について早急
に特段の措置を講じることを強く求める。

１ 豚コレラウイルスの農場への侵入防止対策を的確に実施するため、感染経路や
発生原因を早急に解明するとともに、感染の拡大状況を踏まえ、あらゆる手段を行
使し、一刻も早い事態の終息を図ること。

２ 海外由来の豚コレラが野生いのししを介して家畜へと感染拡大するという、過
去に経験のない新たな事態に見合った、産地全体の防疫力を高めるためのハード・
ソフトの対策について、特定家畜伝染病防疫指針に位置付けるなど、対応方針を明
確化したうえで充実・強化を図り、所要の財源を国事業として確保すること。

３ 野生いのしし感染地域など、農場の立地や周辺環境等に応じ、感染リスクに見合
った衛生管理の上乗せ基準を明確化し、これに基づく農場における消毒作業など
飼養衛生管理の強化、ハード整備も含めたバイオセキュリティレベルの向上に加
え、野生動物等の侵入防止のための緩衝帯や防護柵の設置など農場周辺の環境整
備等についてもパッケージで財政支援すること。

４ 国主導のもと対応方針を決定し、県をまたがる広域的な野生いのししの捕獲強
化、経口ワクチンの重点散布帯の構築、防護柵の設置など、感染いのししの封じ込
め、撲滅に向けた広域対応の強化を図るとともに、地方が取り組む対策への支援を
充実すること。

５ 無利子、保証料なしの融資制度を創設するなど、発生農場の経営再建に向けた支
援措置の充実を図ること。

６ 地域の養豚生産を支えると畜・流通・飼料など関連事業者に対し、取扱量の減少
による経営環境の激変を緩和する支援措置の創設など、生産振興の観点から特別
の支援を行うこと。また、と畜場における交差汚染防止対策について、発生県以外
を含め、財政支援の対象とすること。

７ 広域かつ広範囲での発生や長期に及ぶ断続的な発生に備えた獣医師の確保、防
疫作業の相互応援など、広域的な支援体制を強化すること。また、埋却による防疫
措置が困難な地域もあることから、移動式レンダリング装置の配備拡大を行うこ
と。

８ 中国やベトナム等海外で感染が拡大しているアフリカ豚コレラやアジアを中心
に感染が拡大している口蹄疫などの家畜伝染病の国内侵入を防止するため、国際
線が就航する地方空港やクルーズ船等が寄港する海港での検疫体制の強化や消毒
用マットの設置など一層の水際対策を徹底すること。また、豚コレラ等発生国に対
し、畜産物等の持ち出しによる豚コレラウイルス等の流出防止対策についても働
きかけること。

行動する知事会 × 農林商工常任委員会
１．取組のイメージ
①47都道府県による政策形成
・共通の課題に対し、47の多様なプレーヤーが色々な
考え方や施策を持ち寄り、有効性のある施策を立案

全国知事会
（プラットフォーム）
③成果をもって国に提言
・ファクトベース（得られた成果や
課題）の効果的な提案

②各都道府県での施策展開
・成果を出す
・課題・支障事例の抽出

２．アクションプラン（案）
①

【テーマ選定・参加意向照会】
>>> 令和元年８月中
・投票によって取り組むテーマの選定 （ ⇒４７都道府県 ）
テーマ（候補案）①中小企業の事業承継の促進
②スマート農業の推進
・選定されたテーマを議論するＷＴへの参加意向照会 （⇒４７都道府県）

②

【先進・優良等事例の収集】
>>> 令和元年９月中
・先進・優良等事例の収集 （⇒４７都道府県）
各都道府県で既に成果が出ている先進・優良事例とともに、チャレンジングな取
組で成果を出す途上にある事例も広く対象とする。
・現状・課題の把握 （⇒ＷＴ参加都道府県）
選定したテーマに係る参加県の現状・課題を把握する

③

【現状分析・課題の共有・対応策の検討（ＷＴでの議論）】 >>> 令和元年10月～11月
・先進・優良事例の要因分析やＷＴ参加都道府県の現状分析を踏まえ、共通する
課題や目指す姿をＷＴ会議で議論し、必要に応じてＫＰＩを設定する
（⇒ＷＴ参加都道府県）
・ＷＴの議論を取りまとめ、農林商工常任委員会に報告
（例）①各都道府県の先進・優良等事例
②ＷＴで議論したテーマに係る現状・課題
③課題に対する対応策
※対応策は一つに限定することなく、状況に応じて、短期的・中長期的な
対応を区分して打ち出すことも想定

④

【施策展開】
>>> 令和元年12月～
・早期に開始できるものについては、随時取組をスタート
・ＷＴ参加都道府県における予算措置（予算化が必要なもの）
・最短で令和２年度からの施策展開を想定
・施策展開にあたっては、③の分析に基づき、ＷＴ参加都道府県で同じ取組を実施
するだけでなく、ＷＴの議論で共有した課題に対して、各団体のアレンジを加えて
実施することも想定
・取組の成果等を各都道府県にフィードバック
・ 国に求めるべき法制度や財政措置に係る課題を抽出

⑤

【国への提言】
>>> 令和２年夏以降
・ＷＴでの議論や具体の取組を踏まえ、エビデンスに基づいた国への提言を取りま
とめる
・具体の取組に係る成果や課題を基に提言を作成

２４

Society 5.0 の実現に向けた５Ｇの利活用に関する提言

2020 年春の商用サービス開始が予定されている第５世代移動通信システム（５
Ｇ）は、超高速、超低遅延、多数同時接続という３つの特性を有し、都市部はもと
より、人口減少が進む中山間地域や離島地域などの条件不利地域をはじめとする
地方にとって、医療、教育、農業、働き方改革、モビリティなど様々な分野におけ
る活用が見込まれており、様々な社会課題の解決を図る Society 5.0 時代におけ
る地方創生の更なる推進やデジタル活用共生社会の実現に向けた必須の基幹イン
フラである。
国においては、民間の通信事業者から申請のあった５Ｇ特定基地局の開設計画
の認定に当たり、地方への配慮として、
「全国への展開可能性の確保」、
「地方での
早期サービス開始」、
「サービスの多様性の確保」といった点を評価する指標等に基
づき、開設計画を認定するとともに、周波数枠の割当てを実施したところである。
今後、開設指針や開設計画に基づき特定基地局の整備が進められることになる
が、具体的な置局場所等については通信事業者に任されており、収益性の高い都市
部で先行し、地方は後回しになることが懸念されることから、都市と地方の共生に
向け、偏りなく普及を進めることが肝要である。
また、本年６月２１日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2019」
において、「2020 年度末までに全都道府県で５Ｇサービスを開始するとともに、
2024 年度までの５Ｇ整備計画を加速する」との方針が示されている。
このため、地方において、５Ｇを支える高速・大容量、かつサイバー攻撃の急増
に備えた、よりセキュアな情報通信基盤が整備されるとともに、様々な産業分野へ
の５Ｇの利活用による新たな市場創出や、社会的課題の解決を促進できるよう、国
において、以下の事項について、積極的に取り組まれることを強く要請する。

１

５Ｇの導入施策を国として積極的に推進する姿勢を明確にするため、現在策
定中の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、５Ｇをはじめとす
る未来技術の利活用を、地方創生の重要な柱の一つとして位置付け、併せて具体
的な支援策を講じること。

２

地方を含むエリアで早期に５Ｇサービスが開始されるとともに、人口減少が
進む中山間地域や離島地域などの条件不利地域における基地局・光ファイバ網
等の通信基盤が確実に整備され、都市と地方の基盤整備に格差が生じないよう、
今後の政府予算の編成に当たり、国庫補助事業の拡充（大都市部以外の地域にお
ける補助率のかさ上げ等）や自治体負担分が生じる場合には十分な財政措置な
ど、万全の対策を講じること。

３

遠隔医療・教育、スマート農業、テレワーク・サテライトオフィス、自動運転
など、５Ｇを利活用した地域の活性化や課題解決に意欲的に取り組む自治体に
対する省庁横断的な総合支援体制を構築し、地方における具体的な利活用事業
の実施を積極的に支援すること。

４

５Ｇは住民生活に欠かせないサービスの根幹となるものであり、日本全国に
おいて公平かつ安定して利用できるようにする必要があるため、ユニバーサル
サービス制度を時代に合わせて見直し、５Ｇを含む携帯電話基地局や光ファイ
バなどのブロードバンド基盤等の整備・維持管理を対象とすること。

５ 「ローカル５Ｇ」の展開は、自治体における河川監視システムや、地域の企業
が取り組むスマートファクトリーなど、個別のニーズに応じた柔軟な５Ｇシス
テムの構築により、地域課題の解決や地域経済の活性化が期待されることから、
地方におけるローカル５Ｇの導入や運用及び事業者等の利活用促進に対して必
要な技術的・財政的支援を行うこと。
６

特定基地局の整備が地域間の偏りなく行われるよう、開設計画の進捗確認等
を通じ、通信事業者を適切に指導するとともに、都道府県と連携し、基地局の整
備に係る都道府県ごとの具体的なスケジュール等の関連情報を、早期に開示す
るよう各通信事業者に対して働きかけを行うこと。

７

５Ｇのサービス開始により急増することが想定されるＩｏＴ機器を狙ったサ
イバー攻撃に関して、ＩｏＴ機器の脆弱性に係る対策はもとより、セキュリティ
対策の調査・研究を促進し、Society 5.0 時代に向けたサイバーセキュリティの
確保に努めること。

８

５Ｇの利活用には、革新的サービスを創出するデジタル人材が不可欠である
ため、都市と地方とで人材格差が生じることのないよう、デジタル人材の育成を
国の重要政策に位置付け、国と地方を挙げて推進するとともに、地方が行う人材
育成の取組への支援を強化すること。併せて地方での育成が難しいマネジメン
ト層やエンジニア等に都市から地方へ還流を促す仕組みを創設すること。

２５

Society 5.0 の実現に向けたマイナンバーカードの取得推進に関する提言

マイナンバーカードは Society 5.0 時代の必須ツールであり、国民・市民生活
に大きなメリットをもたらす機能の充実が図られつつある。
マイナンバーカードの普及・活用に向け、国においては「マイキープラットフ
ォーム構想」として、公共施設はじめ様々な利用者カードの「ワンカード化」や、
クレジットカードのポイント・航空会社のマイルなどを「自治体ポイント」に交
換して物産品の購入などに活用する取組を推進してきており、令和２年７月には
消費増税に伴う経済対策「マイナンバーカードを活用した自治体ポイント」の実
施が予定されている。
さらに、本年５月に改正健康保険法が成立し、令和３年３月からマイナンバー
カードの「健康保険証」としての利用が始まる。
全国知事会としても、公務員が先行して令和元年度中にマイナンバーカードを
取得することにより交付事務の平準化に努めるなど、普及・活用に向けた取組を
進めており、Society 5.0 の実現に向け、都道府県はじめ自治体においてマイナン
バーカードの更なる取得を推進できるよう、国においては、次の事項について積
極的に取り組まれることを強く要請する。

１

令和２年以降、マイナンバーカードの更新や「健康保険証」としての利用が
始まることから、今後、マイナンバーカードの交付申請の急激な増加が見込ま
れる。このため、発行窓口となる市区町村が、交付申請の増加に対応できるよ
う、必要な体制整備や設備の充実などについて、十分な財政措置を講じること。

２

政府広報をはじめ様々な媒体を用いて、国民にマイナンバーカード取得のメ
リットや更なる有効活用について、子ども、若者、高齢者など、あらゆる年齢
層を意識した分かりやすい広報を行うとともに、マイナンバーカードの「健康
保険証」としての利用に向けた具体的なスケジュールの提示など、国において、
マイナンバーカードの取得推進に向けた取組を充実強化すること。

２６

行政のスマート化推進に向けた提言

これまで地方は、国に先んじて職員の定数削減や事務事業の見直しをは
じめとする行政改革に取り組んできたが、地方を取り巻く環境が大きくか
つ急速に変化し、行政課題・住民ニーズが高度化・多様化する中、都道府
県ごとに行政改革に取り組む従来のスタイルだけでは、効果や手法に限界
がある。
さらに、急速に進む少子高齢化による財政的な制約に加えて、人口減少
による労働力の不足も踏まえると、限られた職員数で、増大する行政需要
に的確に応える方策を講じる必要がある。
こうした中、都道府県が今後も、安定して質の高い行政サービスを提供
し続けていくためには、ＡＩ等先進技術を積極的に駆使しながら、各職員
が、より付加価値の高い業務に注力できる体制を構築し、効果的・効率的
に行政サービスを提供する「スマート自治体」への転換が求められる。
また、経費削減の観点を踏まえて、都道府県で共通する総務系・税財務
系事務等の基幹システムの共同化を進めていくことも重要である。
これらの課題に適切に対応し、今後、都道府県が、Society 5.0 時代に
相応しい地方行政をスピード感をもって推進するため、国において、地方
の独自性・自主性を尊重の上、必要な技術的・財政的支援を講じるよう下
記のとおり提言する。
記
１

行政分野でのＡＩ等先進技術の導入に当たっては、導入効果の検証を
含め、ハード・ソフトの経費が発生し、都道府県単独予算では負担が大
きいことを踏まえ、必要な財政支援を充実・強化すること。また、先進
技術の導入効果をより持続性のあるものとするため、通信費、ライセン
ス費用等のランニングコストについても適切な財政措置を講じること。

２

先進技術の導入に関する国のモデル事業の内容を拡充させ、モデル事
業によって得られた成果について、市町村を含む地方自治体間での共有
を一層促進させる仕組みを構築すること。また、災害等の情報収集や児
童虐待への対応等、全国共通でＡＩ等先進技術の導入が見込まれる分野
については、国がプラットフォームを構築し、都道府県が参画するなど、

国と地方の連携による効率的な先進技術導入を可能とする体制を整備
すること。その際、市町村との連携にも十分留意すること。なお、プラ
ットフォームにおける検討に当たっては、都道府県の情報システム全体
のセキュリティやプライバシーの問題に十分配慮すること。併せて、先
行し、単独でシステムを導入した都道府県に対する財政支援についても
検討すること。
３

行政分野でのＡＩ等先進技術の効果的な導入・運用について、適切な
判断を行うことのできる専門的知識を有する人材が必要となることか
ら、先進技術に係る研修を国において実施する等、人材育成の環境基盤
を整備すること。また、民間専門人材の派遣や相談窓口の開設等の人材
不足を補うための措置を講じること。

４

都道府県で共通する総務系・税財務系事務等についても、基幹システ
ムの共同化により導入・維持管理経費やシステム改修時の費用削減が期
待されることから、複数団体がシステムの共同化を実施する際に負担軽
減を図る財政的インセンティブの仕組みを創設する等、システムの共同
化に向けた自主的な取組を支援する方策を検討すること。

５

国において様式等の標準化を進める場合は、ＡＩ―ＯＣＲによる様
式・帳票読取、自動処理等に対する都道府県のニーズを踏まえた上で、
都道府県の意見を反映した標準様式等を作成するよう留意すること。ま
た、条例改正等、都道府県が行う手続きに必要な期間を確保するととも
に、システム改修等に要する経費についても財政措置を確実に行うこと。

６

ＡＩ等先進技術の利活用に際し、都道府県の保有する個人情報を、オ
ンライン結合や非識別加工情報への加工等によりデータ提供する場合
には、これら個人情報の取扱いに特段の配慮を要することから、個人情
報の管理に関するガイドラインを示し十分に情報提供を行う等、必要な
技術的支援を講じること。

スポーツ・文化・観光振興施策についての提言
―ポイント―

１

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催効果の全国への波及

① 聖火リレーにおける各地の魅力の発信
セレブレーションや文化プログラム等と合わせて、各地の魅力や特色を発信できる場
となるよう支援すること。

② 大会における多様な日本文化・地方文化等のアピール
和文化や各地の神話、アイヌ文化などの伝統芸能、地域の祭り、歴史的文化財等を、
日本博などの文化プログラムや大会開会式等に採用すること。

③ 東日本大震災や熊本地震等からの復興と今後の発展に資する大会の開催

２

スポーツ・文化を生かしたまちづくりの推進

① トップアスリート・アーティストの育成等
国が地方の資源を生かしたトップアスリート・アーティストの育成を行うこと。

② 地方におけるスポーツ・文化振興の基盤施設に対する支援の一層の充実
③ スポーツによる地域活性化
選手が競技引退後も活躍できる環境づくりや、スポーツツーリズムの推進など、スポ
ーツコミッション等の官民連携による分野横断的な取組を支援すること。

④ 文化による地域活性化
世界文化遺産や日本遺産、史跡・重要文化財など、地域固有の文化的資源を活用した
地域活性化の取組に対して、一層の支援に努めること。

３

観光立国の実現に向けて－観光の基幹産業化－

① すべての旅行者が全国各地を快適に観光できるための環境整備
ＣＩＱなどについて最先端技術の活用を図った円滑な受入体制の整備・充実や、滞在
型観光の促進に向けた新たなモビリティサービスの導入等に対する支援を強化するこ
と。

② 魅力ある観光コンテンツの充実等による戦略的な観光の推進
夜間観光メニューなどの観光商品づくりを積極的に支援し、地方ならではの魅力を海
外へ向けて情報発信すること。

③ 国際観光旅客税の地方への配分、ＩＲ区域制度の趣旨の社会全体への浸透

２７

スポーツ・文化・観光振興施策についての提言

スポーツや文化は、人に夢や感動を与え、地域への誇りと愛着を高める。地方には、充
実したスポーツ環境、豊かな芸術文化、伝統文化や文化財、そしてそれらを守り育む人の
絆といった、あまたの「宝」が存在する。
観光もまた、癒やしや感動、知識・見聞を与え、地域に人を呼び込む。観光関連産業は、
他産業に広く影響を及ぼす地域経済の主要な担い手であり、地方創生・日本成長の切り札
である。
いよいよ本年はラグビーワールドカップ 2019TM が開催され、来年には東京 2020 オリンピ
ック・パラリンピック競技大会も開催されるところであり、地方としてもそれらの成功を
願うとともに、盛り上げを図ってまいりたい。
あわせて、民間団体が大会の成功に向け、自ら積極的に取組を始めてきており、こうし
た民主導の盛り上がりが全国に広がることを期待する。
また、近年の訪日外国人旅行者数は大きく伸びており、昨年は 3,000 万人を超えた。こ
のような中、国においては、地域のスポーツ・文化芸術資源を活用したまちづくり、文化
財保護制度の見直し、国際観光旅客税を活用したインバウンド等の観光客受入環境の整備
などの施策が次々と打ち出されており、こうした対応を評価するとともに、地方において
も更に取組を加速させていきたい。
一方で、本格的な人口減少社会を迎え、地方は、少子高齢化の進行や若者の流出など、
厳しい現実に直面している。また、東日本大震災や熊本地震等からの復興の取組が続いて
いる中にあっては、それぞれが持つ「宝」を磨き、スポーツ・文化・観光の「人と人、心
と心を結ぶ力」を最大限に生かしながら、互いの連携のもと、世界の活力を取り込み、個
性と魅力にあふれた地域をつくり、未来を切り拓いていかねばならない。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のみならず、今後もワールドマ
スターズゲームズ 2021 関西、第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）など大規模な
国際大会が開催される。地方も、開催に向けた気運を一層盛り上げ、大会の成功に貢献し、
その効果を全国津々浦々に波及させるとともに、大会後もこうした地域のスポーツ・文化・
観光資源を活用した取組を継続的に展開し、地方創生の実現へと繋げていくことを強く望
んでいる。
ついては、国においても、こうした地方の実情と取組を踏まえ、次の事項を講じるよう
強く要請する。

１ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催効果の全国への波及

(1)地方が国際大会に貢献するための取組支援
地方における選手強化の取組、事前キャンプの誘致、指導者やボランティア等を含め
た人材育成、障害者スポーツの推進などに対して支援を行うとともに、大会後もそのレ
ガシー（遺産）が国内全域に広がるよう、継続的な支援を講じること。
また、「希望の道を、つなごう。／Hope Lights Our Way」のコンセプトの下、全国で
展開される聖火リレーについては、セレブレーション、文化プログラム等と合わせて、
各地の魅力や特色を国内外に発信できる場となるよう、地方の取組に対する十分な支援
措置を講じること。
さらに、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西や第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・
名古屋）、その他の各種国際競技大会等の開催は、集客効果による地域経済の活性化に
加え、地域文化の活性化、国際交流等にも寄与することから、これらの取組を支援する
とともに、国民のスポーツへの関心を高め、地域活性化にもつながる事前合宿等を円滑
に招致・実施できるよう、地方公共団体への積極的な情報提供や支援を行うこと。
(2)文化プログラムの成功に向けた取組支援
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムに向けては、宝く
じ収益金の活用や地域の文化芸術活動への支援が行われている。
その実施に当たっては、今後も地域の核となる文化施設の活性化を図るとともに、国
際的な芸術祭の開催や若者を中心とした新たな文化創造、障害者の芸術文化の振興、地
域に根差した特有の文化の振興など、地方における文化芸術活動への支援のさらなる充
実・強化を図ること。
また、文化プログラムへの取組を一過性のイベントとすることなく、大会後もその成
果を生かすことができるよう 2020 年以降も支援を継続すること。
(3)大会における多様な日本文化・地方文化等のアピール
日本博などの文化プログラムや大会開会式等において、和文化の象徴的存在である「き
もの」や生け花・盆栽、地域の祭り、神楽やアイヌ古式舞踊などの伝統芸能をはじめと
する国指定重要無形民俗文化財など、日本の伝統文化を発信すること。
特に各地に残されている神話・伝承・歴史的文化財について、我が国の発祥や東日本
大震災や熊本地震等からの復興を世界にアピールする観点から、開会式セレモニー等に

採用すること。
また、選手村をはじめとするオリンピック関連施設における国産材等の使用を通じて、
日本が誇る「木の文化」を全世界にアピールするとともに、施設で提供される食材につ
いて、広く全国の農林水産物が使用されるよう、ＧＡＰ等の取得促進に向けた各地の取
組を継続的に支援すること。
(4)訪日外国人旅行者を全国各地へと誘導する施策の実施
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催を、外国人観光客の全国各
地への誘導と周遊・滞在の促進、地域経済活性化に寄与する好機と捉え、大会開催及び
その前後の期間を対象とし、低廉な陸・海・空の周遊フリーパスを創設するなど、「訪
日外国人旅行者を全国各地へと誘導する施策」について積極的に講じること。

２ スポーツ・文化を生かしたまちづくりの推進
(1)トップアスリート・アーティストの育成・強化
世界レベルのアスリートやアーティストの育成・強化については、競技や分野の特性
を踏まえ、官民の適切な役割分担のもと、必要な施設整備も含めて国が前面に立って行
うこと。その際、選手・芸術家の育成環境については、地域の資源を生かす視点から検
討するとともに、選手・芸術家の目線に立ち、心身を癒やしながらトレーニングや芸術
活動に集中できる環境となるよう十分考慮すること。
また、次世代を牽引する人材の発掘・育成のために地方が実施する各種取組への支援
を強化すること。
(2)基盤施設整備に対する支援の充実
公立スポーツ・文化施設の長寿命化やユニバーサルデザイン化等について、地方財政
措置の充実が図られているところであるが、地域のスポーツ・文化振興の中核となる基
盤施設整備については、公共施設等適正管理推進事業債の期限延長を含め、財政支援制
度を一層充実させるとともに、既存制度のより弾力的で柔軟な運用等を図ること。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会で整備された競技用具の国体
等における活用について配慮すること。
(3)スポーツを生かしたまちづくりの推進
選手が競技引退後も指導者として活躍できる環境づくりなど、地方における選手強化
や指導者の育成の一体的推進を図るとともに、障害者スポーツの実施環境の整備や活動
支援、さらには高齢化の一層の進行を見据え、健康寿命の延伸にもつながる生涯スポー
ツを通じた健康増進の取組などに対する支援をさらに充実・強化すること。
また、食事やトレーニングメニューの提供、医療的ケア等を一体的に行うアスリート
ファーストの視点からのスポーツキャンプ地づくりのほか、通季・通年型スポーツアク
ティビティの創出によるスポーツツーリズムの推進など、地域スポーツコミッション等
の官民が連携して行う分野横断的な取組に対し、関係省庁が連携して支援すること。
さらに、地域の特性を生かし、スポーツを「する」だけでなく、「みる」、「ささえ
る」という観点から、誰もが参加できる取組に対する支援を強化すること。

(4)文化を生かしたまちづくりの推進
地域の伝統芸能、歴史的・文化的景観や古民家、建造当時の技法による復元建造物な
ど、有形無形の文化財等の地域資源を活用したコミュニティ再生や観光・産業の振興、
国際的な芸術祭の開催など、官民連携による地方の文化芸術活動の取組への支援と合わ
せて、文化芸術人材の育成や雇用機会確保のための支援を更に充実・強化すること。
また、地域における文化財の保存・継承・活用が総合的かつ一体的に図られるよう、
世界文化遺産や日本遺産、史跡・重要文化財など、地域固有の文化的資源を活用した地
域活性化の取組に対して、人材・財政の両面から一層の支援に努めること。
さらに、高齢者や障害者等の多様な人々が様々な場で創造・鑑賞活動に参加しやすく
なるよう、手話通訳等の導入などの取組の推進や、子どもたちへの教育における文化芸
術活動の充実・強化を図ること。
(5)スポーツ・文化の成長産業化
スポーツ産業を我が国の基幹産業に成長させ、地域経済の活性化を図るため、収益性
の高いスタジアム・アリーナの整備やスポーツ経営人材の育成、大学・社会人スポーツ
の活性化、ＩＣＴ・食や健康・観光等の地域産業との融合を図る先駆的な取組などへの
支援を強化すること。
また、文化芸術資源を活用し、観光や産業、まちづくり、国際交流等の様々な関連分
野との連携・統合強化を図り、地域経済の活性化につなげていくこと。

３ 観光立国の実現に向けてー観光の基幹産業化―
(1)受入体制・環境整備
地方における税関・出入国管理・検疫（ＣＩＱ）などについて、最先端技術の活用も
図りながら、円滑な受入体制の整備・充実を図ること。
また、地方が取り組む外国語併記の観光案内標識や多言語コールセンターの設置、バ
リアフリー化の促進、平時は観光客用、災害時には避難者支援用となる無料公衆無線Ｌ
ＡＮの整備促進、宿泊施設・文化施設等を含む観光施設のキャッシュレス対応化、免税
店の拡大、災害時の情報伝達など緊急時の対応、人材の確保や育成などの環境整備への
支援を行うこと。
さらに、すべての旅行者が全国各地を快適に観光できるよう、新幹線や高速道路など
の高速交通網の整備促進と活用による「地方創生回廊」の完備、地方空港等の機能強化
や国際航空路線の充実、訪日クルーズ旅客の受入環境の充実、交通系ＩＣカードのさら
なる利用拡大やエリアをまたぐ広域利用の実現、鉄道駅・バス停等への無料公衆無線Ｌ
ＡＮの整備などの利便性向上、公共交通の利用促進や二次交通の維持・充実につながる
地方ローカル線イベント列車の通年運行やバスロケーションシステムの整備、滞在型観
光の促進に向けた新たなモビリティサービスの導入等に対する支援を強化すること。
(2)魅力あるコンテンツの充実と情報発信等による戦略的な観光の推進
マーケティングやプロモーション等を一体的に実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・確
立への支援に加え、地域再生エリアマネジメント負担金制度が創設される中、ＤＭＯに
ついても、法的な制度も含めて、自主的かつ安定的な財源を確保しながら継続的に観光
地経営を推進できる制度の構築を図ること。
その際、地域資源は豊富である一方、人材・資本面に乏しい農山漁村地域に対する支
援に当たっては、地方創生の観点から十分に配慮すること。
また、魅力ある観光コンテンツの充実に向けて、滞在型・着地型観光の推進はもとよ
り、農林水産業や食料品製造業など幅広い産業との連携による地域の特色ある「食」の
提供や日本文化の体験、夜間観光メニューなどの多彩な観光商品づくりを積極的に支援
するとともに、これらの地方の取組ならではの魅力を海外に向けて情報発信すること。
特に、東日本大震災から復興途上の東北地方や、熊本地震の影響を受けた九州地方へ
の訪日外国人を増加させる政府主導のプロモーションなど、海外に対する情報発信を強
化すること。

(3)観光の基幹産業化に向けた地方の取組への支援
観光産業の国際競争力を一層高めるとともに、増加する訪日外国人旅行者に対応する
ため、宿泊需要の地方分散、観光人材の育成やＭＩＣＥ誘致の推進等に努めること。
併せて、住宅宿泊事業法に関する附帯決議を踏まえた同法の適切な運用に努めるとと
もに、宿泊者等の安全確保を前提として、古民家などの多様な宿泊ニーズや地域の実情
に応じた関係規制の在り方の検討等にも努めること。
また、観光は成長戦略と地方創生の大きな柱であり、地方が積極的に観光施策を実施
するための必要かつ十分な新たな財源を確保すること。
特に、「国際観光旅客税」については、政府目標では、地方部での外国人延べ宿泊者
数を 2030 年までに 2015 年の５倍超とするとされていること、また、ＤＭＯ等の取組も
含め、これまでも地方は、観光資源の魅力向上等に対し、様々な取組を行っていること
等を踏まえ、国際観光旅客税の税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く、創意
工夫を生かせる交付金等により地方に配分すること。
さらに、歴史・文化的な魅力の高い文化財、国立・国定公園や農山漁村等の景観、温
泉資源、伝統工芸など、地方が持つ多様な観光資源を生かした広域観光周遊ルートの形
成、サイクルツーリズムや農泊等の各種ツーリズムなど新たな観光開発等を積極的に支
援すること。
加えて、特定複合観光施設（ＩＲ）区域制度については、その趣旨が社会全体に正し
く浸透するよう努めるとともに、カジノ事業に関しては、犯罪防止や青少年の健全育成、
依存症対策等について、国として効果等を客観的に検証しながら最大限の施策を講じる
こと。
なお、訪日外国人旅行者の増加が見込まれる中、外国人が安心して医療を受け、円滑
な支払いができるよう、医療機関でのキャッシュレス化などに対する支援に取り組むと
ともに、訪日外国人による受診後の未払い問題も発生していることから、旅行保険の加
入率向上のための啓発等にも取り組むこと。

２８

参議院選挙における合区の解消に関する決議

参議院は、創設時から一貫して「都道府県」単位の代表が選出されることで、
地方の声を国政に届けるとともに、我が国における戦後の民主主義の発展に重要
な役割を果たしてきた。
平成２８年７月に実施された参議院における憲政史上初の「合区選挙」では、
投票率の著しい低下など、様々な弊害が顕在化し、特に、自らを代表する議員を
選出できなかった県民からは、大きな失望の声が上がり、国民の参政権にも大き
く影響を及ぼす事態を引き起こした。
また、合区制度は、合区した二つの県の間で利害が対立する問題が生じた場合、
国政に両県民の意思を反映することが困難になることが指摘されているほか、今
後、少子化による人口減少や大都市部への一極集中等が更に進めば、合区制度の
固定化や対象地域の拡大が懸念される。
まさに、合区制度は、現在の合区４県のみならず、全国的な課題として、我が
国の民主主義の根幹を揺るがす重大な問題となり得る。
我々は、これまで、地方六団体合同による「合区の早期解消促進大会」を開催
するなど、地方の切実な思いを、国に対して繰り返し訴え、平成３０年７月１８
日に成立した改正公職選挙法では「都道府県単位の代表が選出され得る」緊急避
難措置が講じられたものの、合区の解消には至っていない。
このような中、去る７月２１日に２度目となる合区選挙が実施され、徳島県が
全国最低の投票率 38.59％を記録するとともに、前回最下位だった高知県を除き、
鳥取県、島根県、徳島県の３県では過去最低の投票率を更新する結果を招くなど、
合区を起因とした弊害はさらに深刻度を増している。
令和の新たな時代を迎え、地方の多様な意見が国政でしっかりと反映されるよ
う、引き続き、最高裁の判例を踏まえ、十分な国民的議論のもとでの憲法改正等
の抜本的な対応により、「合区の確実な解消」を強く求めるものである。
なお、一部反対意見（大阪府）及び賛同できない旨の意見（愛知県）があった
ことを申し添える。

≪政策要望≫

【農林水産関係】
１

経済連携協定について

日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ１１協定などの発効に伴う、農林水産業等への影響を継続
的に検証するとともに、今後とも農林漁業者が希望を持って経営に取り組むことがで
きるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づき、体質強化や経営安定、輸出
の拡大に向けて十分な予算を確保するなど、万全な対策を講じること。
また、日米貿易交渉など、いかなる国際貿易交渉にあっても国内の農林水産業が再
生産可能となり、持続的に発展できるよう、重要品目をはじめ、農林水産物等に対す
る必要な国境措置を確保するとともに、国民の不安や懸念を払拭するため、交渉内容
の丁寧な情報提供を行うこと。

２

農業の振興について

（１）「農林水産業・地域の活力創造プラン」に掲げている施策を着実に実行し、農林
水産業の成長産業化を一層進めること。
特に、制度の設計及び実施については、各地域の農林水産業・農山漁村の実情を
十分に踏まえること。
また、既に改正された制度も含め、説明会を開催するなど、農林漁業者の不安を
払拭し、十分理解出来るよう努めること。
（２）加工原料乳生産者補給金制度については、需要に応じた乳製品の安定供給や酪農
家の創意工夫による経営展開を推進しつつ、所得の確保などを通じて経営安定に資
する運用となるよう努めること。
また、加工原料乳生産者補給金の交付にかかる数量認定事務等に関しては、国に
おいて必要な予算を措置すること。
（３）都道府県が継続的に主要農作物の種子の生産及び普及に取り組むことができるよ
う、その財政需要について、引き続き地方財政措置を確保すること。
（４）「食料・農業・農村基本計画」の推進・見直しに当たっては、自然条件や農業実
態、人口減少社会の進展などの地域の実情に十分配慮し、農業・農村の有する多面
的機能や食料問題を巡る情勢も十分踏まえつつ、食料の安定供給や食の安全・安心
の確保、農業の持続的な発展に向けた生産基盤・共同利用施設の整備や多様な担い
手の育成・確保、農村の振興など各種施策を充実させるとともに必要な予算を安定
的に確保すること。
（５）強い農業と活力ある農村の実現に向け、農業の生産性向上と高付加価値化を図る
ためには、農業の体質強化に資する農地の大区画化・汎用化や水田の畑地化、農業
水利施設の老朽化対策等の農業生産基盤整備を着実に進めつつ、農地の利用集積・
集約化を図ることや高収益作物の導入等を促進することなどが不可欠である。
また、近年多発する集中豪雨や大規模地震等による災害を未然に防止するために

は、農村地域の防災・減災対策が重要である。
このため、地域の実情や特性を踏まえた上、計画的かつ着実な事業の推進に必要
な当初予算を安定的に確保するとともに、農業の体質強化を着実に進めるための農
業対策補正予算の継続的な編成を講じること。
さらに、地域の要望に基づくきめ細かな農業農村整備を推進できるよう必要な予
算の確保を図るとともに、太陽光発電や小水力発電等の再生可能エネルギーの導入、
荒廃農地の再生など、地域の緊急的な課題の解決に向けた施策を推進すること。
（６）下流に人家や公共施設があり、決壊すると多大な影響を与える農業用ため池に対
して、「ソフト・ハード双方による総合的な対策」を進めるための財政支援の継続
と更なる拡充を図ること。
また、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づく事務や、関係者が
迅速に被害情報等を共有し、効果的な対策を講じるための仕組みづくり（ため池防
災支援システム）に当たっては、実効性を十分に確保すること。
（７）土地改良区制度の見直しに伴う取組を推進するため、引き続き土地改良区の業務
運営の適正化と体制強化に必要な支援を講じるとともに、土地改良施設の資産評価
に必要なデータ整備に対し各都道府県からの要望量に見合う十分な予算確保を図
ること。
（８）経営所得安定対策等については、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営農
に取り組むことができるよう、安定的・継続的な制度とすること。
さらに、対象品目の拡大など、地域の特性や、農産物等の品目ごとの生産の実情
を考慮した支援策を講じること。
また、農業保険については、農業者が無保険の状態となることのないよう、農業
者個々が経営内容に応じたメリット・デメリット等を理解した上で加入判断ができ
るように引き続き制度の周知に努めるとともに、農業共済団体が行う加入者確保に
向けた取組等に必要な予算を確保すること。
（９）稲作農家等の所得を確保し経営の安定を図るため、農業経営者自らの経営判断に
活かせるよう、需要や在庫、価格動向に関するきめ細かな情報をタイムリーに提供
することや全国的な調整の仕組みなど、実効性のある需給調整に向けた環境整備を
一層推進すること。
また、食料自給率の向上や収益力の高い農業の実現を図るためには、水田のフル
活用を推進することが重要であることから、加工用米や飼料用米、ＷＣＳ用稲、米
粉用米などのほか、麦、大豆等の作付を推進する水田活用の直接支払交付金の戦略
作物助成や産地交付金など、現行制度の恒久化と安定した財源の確保を図るととも
に、必要な機械等の整備を支援すること。
（１０）日本型直接支払制度については、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、
良好な景観の形成、文化の伝承等、農業・農村の有する多面的機能が、その発揮に
より国民に多くの恵沢をもたらすものであり、極めて重要な機能であることから、
制度の積極的活用が図られるよう、対策期間中においても必要に応じ、所要の見直
し等を行いつつ、事業を推進するための経費を含め必要な予算を確保するとともに、

基本的に国庫負担で対応すること。
特に、環境保全型農業直接支払交付金は、生産者が安心して環境保全型農業に取
り組める安定的な制度運営を図るとともに、各都道府県からの要望量に見合う十分
な予算確保を図ること。
（１１）自然・社会的条件が厳しい中山間地域の農業者の所得向上に資する取組等の充
実・強化を図ること。
（１２）農業次世代人材投資資金が確実に交付できるよう、必要な予算を十分に確保す
るとともに、若者の就農意欲の喚起と新規就農者の定着を図るための支援策を充実
させること。特に、交付要件等を見直す際には、都道府県との調整や現場への周知
に十分な期間を確保すること。
さらに、集落営農組織の法人化促進や、法人化後の機械・設備等の導入に対する
支援制度の拡充など経営安定及び規模拡大への支援策を講じること。
加えて、営農しながら本格的に経営を学ぶ場（農業経営塾）の運営が継続的にで
きるよう必要な予算を確保するとともに、地域の実情に応じたカリキュラム時間等
での実施を可能とするなど、持続的な担い手づくりに努めること。
（１３）認定農業者制度や農地利用集積円滑化事業との統合一体化等の見直しが行われ
た農地中間管理事業については、関係予算を十分確保し、地方負担の軽減を図ると
ともに、その活用状況等を検証し、都道府県や市町村など、関係機関の実情を踏ま
えた有効な仕組みとなるよう必要に応じて改善を行うこと。
特に、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境整
備を一層進めること。
また、機構集積協力金交付事業及び機構集積支援事業については、制度の安定的
な運用を図るとともに、各都道府県の必要額を踏まえた上で、十分な予算措置を講
じること。
（１４）担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の
促進など、「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の最も重要な法令事務と
して位置付けられ、また、「人・農地プラン」の実質化において農業委員、農地利
用最適化推進委員の役割が明確化されたことから、両委員などが実施する農地の有
効利用を図るための支援事業に係る予算の更なる拡充に努めること。
（１５）農産物の安全性と信頼性の確保など、食の安全・安心に関する国民ニーズに対
応するため、国において、加工食品の原料原産地表示について加工業者等における
取組が着実に進展するよう取り組むほか、輸入食品の検査体制の強化を行うととも
に、地方が行う以下の取組を支援すること。
・有機農業等の環境に配慮した農業に係る技術開発や有機農産物等の販路拡大対策
の推進
・農薬の使用低減技術の研究開発及び農薬の適正使用に関する指導や普及
（１６）農業生産の低コスト化や省力化、品質の向上などに向けた、地域における品種・
技術の研究、開発及び普及に対する支援を強化すること。

また、マーケットインによる農業生産を推進するための取組を支援すること。
（１７）地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支
援するため、産地パワーアップ事業を中長期的に継続し、必要な予算を確保すると
ともに、生産現場の実情に配慮した助成対象の充実などの制度改正を図ること。
（１８）畜産・酪農の収益力強化に向けて、飼養管理施設や省力化機械の整備等による
生産コストの削減や品質向上など生産基盤の強化を図るため、畜産クラスター関連
事業を中長期的に継続して実施するとともに、補助対象を拡充し、必要な予算を安
定的に確保すること。
（１９）口蹄疫や豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の国内への侵
入・まん延防止について、支援制度を強化・拡充すること。
・家畜伝染病が発生した場合の感染経路の速やかな解明、飼料メーカー等に対する
防疫対策への指導、農家等への経営支援、風評の払拭等の対策を引き続き強化す
ること。
・家畜の埋却処分については、自己所有農地のみならず荒廃農地や農地以外の土地
が埋却地となる場合もあるため、引き続き適切な防疫対策や埋却地の再活用が可
能となるような支援策を講じること。
・移動式焼却炉や移動式レンダリング処理装置の配備拡大を行うこと。
・家畜伝染病予防法で規定されていない飼育動物が家畜伝染病の病原体に感染して
いる場合、十分なまん延防止措置を実施できないことから、関連法令を整備する
などの措置を検討するとともに、必要な財政措置を講じること。
・外国人観光客の増加に対応するため、海外発生地からの直行便がある地方空港に
も検疫探知犬を配備するなど、動物検疫所の機能強化を図るとともに、不法な畜
産物の持込みに対して罰則を厳格に適用するなど、空港や港等での水際防疫に万
全を期すこと。
・野生動物が家畜伝染病の病原体に感染した場合の防疫対策を確立し、防疫対応に
ついて、関係省庁で協議の上、役割分担を明確にすること。
（２０）産業動物診療、家畜衛生、公衆衛生及び動物愛護管理に携わる質の高い獣医師
を確保するため、大学のカリキュラム充実を図るとともに、勤務獣医師の待遇改善
を行うこと。
（２１）野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に依然として高水準で推移しており、
市街地付近でも被害が拡大しているほか、一部では人身被害も増加している実態を
踏まえ、都道府県が実施する広域捕獲活動等及び地域が取り組む緊急的な捕獲活動
や侵入防止の対策、柵の整備や河川敷等における緩衝帯設置等に対する支援、簡易
で効率的な侵入防止や捕獲方法の研究、捕獲の担い手確保・育成、捕獲個体のジビ
エ等での利活用の推進等、鳥獣被害防止対策の更なる拡充と継続を図るとともに、
各都道府県の必要額を踏まえた上で、不足が生じないように十分な予算を確保する
こと。
また、狩猟免許の保持に係る負担を軽減すること等により、積極的な捕獲活動を
促進する仕組みを創設すること。
（２２）東京電力福島第一原子力発電所事故の発生による農林水産物等の安全性の問題

について、特に以下の対策を早急に講じること。
・地方公共団体や関係団体等が実施する農林水産物の放射性物質検査に係る検査機
器の整備及び検査人員の確保等について、財源措置を含め全面的な支援を行うこ
と。
・放射性物質に汚染された農地の放射線量低減対策について、全ての農業者が負担
無く効率的かつ確実に実施できるよう、吸収抑制対策事業等を基本的に国庫負担
により継続すること。
・放射性物質に汚染された農業系廃棄物について、最終的な処分方法が具体的に確
立するまでの間、一時保管等の隔離対策を強力に支援すること。併せて、一時保
管が長期化している農家等の負担軽減策を講じること。
・避難指示が解除された地域の農地において、早期の営農再開が図れるよう、仮置
場の原状回復に必要な取組を確実に実施するとともに、除染等により生じた不具
合の解消に向けて、国の責任の下、対策を講じること。
・食品中の放射性物質に関する基準値に関し、国民の理解促進を図ること。また、
国産農林水産物の安全性について、国内外における情報発信やリスクコミュニケ
ーションを積極的に行うなど、風評の払拭に努めるとともに、地域の取組に対し
ても支援を行うこと。
（２３）日本の農林水産物・食品の輸出拡大を推進するため、平成２８年５月に策定さ
れた「農林水産業の輸出力強化戦略」に掲げる施策を着実に実行すること。特に、
科学的根拠に基づかないまま原発事故による輸入規制を実施している諸外国・地域
に対し、規制措置を撤廃するよう強く働きかけるとともに、政府間交渉の取組状況
については、継続して情報提供を行うこと。
また、輸出先国での残留農薬基準の早期設定や検疫条件が未設定の品目及び既に
検疫条件が設定されている品目で厳しい条件が課されているものについて、輸入解
禁や条件緩和の実現のため、積極的に２国間協議を行うこと。
さらに、オールジャパンで行う国別・品目別戦略に加え、地方が海外で行う販売
促進活動を積極的に支援すること。また、農林水産物・食品輸出プロジェクトに参
加し、輸出先国・地域の規制やニーズに対応した生産に向けた課題解決に取り組む
積極的な産地への支援に係る十分な予算の確保や優先採択等の優遇措置の対象と
なる関連事業の拡充を図ること。
加えて、我が国農産物の輸出力強化につながる都道府県育成品種を含む、我が国
優良品種の海外への流出・無断増殖を防止するため、植物品種等海外流出防止総合
対策事業の十分な予算を確保すること。
（２４）未承認遺伝子組換え農作物については、国の責任において、国内で栽培や流通
することがないよう厳重な検査を行うなど、国内侵入防止対策を強化すること。
（２５）燃油・肥料や配合飼料等の価格が高騰した際に、農家の実質負担が大きく増加
することのないよう、生産資材の価格変動に左右されない安定した農業経営の確立
に向けた資材の効率的な利用・低コスト化への取組への支援や、配合飼料価格安定
制度の運用に必要な予算を確保すること。
特に、施設園芸等燃油価格高騰対策については、生産・加工工程で燃油を使用す
る菌床しいたけ、葉たばこ及びいぐさも対象となるよう拡充するとともに恒久的な
制度とすること。また、事務手続きの簡素化や発動基準価格の見直しを行うこと。

（２６）農林水産業の６次産業化や食育及び地産地消運動を着実に推進するため、「食
料産業・６次産業化交付金」及び「６次産業化サポート事業」の拡充・強化を図る
こと。
特に、国が認定する「総合化事業計画」の作成を促進するための支援体制整備や
同計画を円滑に推進するための施設整備等に必要な財政措置の更なる拡充を図る
こと。
（２７）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、輸出拡大に
も資するＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.等の認証取得が条件となる取引拡大が予想される
ため、ＧＡＰ認証を取得する産地の拡大に向けた取組の継続実施のほか、取組のメ
リットや、実需者の取引意向に関する情報提供を行うとともに、認証審査の体制を
整備するため、認証審査員の育成支援を拡充すること。
また、消費者や流通業者に対して、ＧＡＰの理解促進を図るとともに、都道府県
ＧＡＰについても、指導員の育成や制度の運営等の支援措置を継続拡充すること。
（２８）増大するインバウンド需要の呼び込みや都市と農山漁村との交流を促進し、地
域の所得向上や雇用の創出が期待できる「農泊」の取組をより一層推進するため、
農山漁村振興交付金（農泊推進対策）を中長期的に継続し、必要な予算を確保する
こと。
（２９）スマート農業技術により、地域や品目に応じた現場課題の解決が図られるよう、
2020 年度以降もスマート農業技術の開発・実証プロジェクト及びスマート農業加
速化実証プロジェクトを継続し、実証地を拡大するなど、十分な予算を確保すると
ともに、社会実装の推進に向けて取り組むこと。
また、農業基盤としての超高速ブロードバンド環境の構築、維持及び修繕に対す
る新たな支援制度を創設すること。

３

林業の振興について

（１）新たな森林経営管理制度の実施に伴い必要となる林野行政職員の人件費について、
確実な地方財政措置を図るなど、
森林経営管理法で定める森林の経営管理の仕組み
が円滑に機能するよう地方への支援を強化すること。
（２）森林の有する多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の安定的発展と山村
における雇用安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業並びに
非公共事業である森林病害虫等防除事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。
・間伐や主伐後の植栽、路網の整備など、適切な森林整備や松くい虫の防除対策、
ナラ枯れ被害対策、さらには花粉発生源対策を推進するための施策及び予算の充
実
・山地災害や風倒木被害等の復旧・予防や水源の涵養など、国土保全対策を推進す
るための予算の充実
・今後増加が見込まれる再造林を推進するため、地方債特例措置の継続などの支援
の充実

（３）林業・木材産業の成長産業化、木材利用・木質バイオマスエネルギー利用の拡大
により低炭素社会へ貢献するため、林業を取り巻く環境など地域の実情に十分配慮
し、地方と協議の上、以下をはじめとする効果的な施策を実施すること。
・間伐や路網整備、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設、木造公共施設、木
質バイオマス利用設備の整備といった、川上から川下に至る総合的な取組への支
援の充実と十分な予算確保
・木育等の取組を通じた森林づくりや木材利用への理解の醸成
・国産材を用いた新たな製品・技術等を活用した施設の建設や非住宅分野における
木造・木質化を促進する施策の充実
・適切な森林整備や国産材の安定供給を担うことができる経営体や人材の育成・確
保に向けた施策の充実
・ＣＬＴ等の新たな技術を用いた木質部材の普及促進に向けた、建築関係基準の拡
充や、建築士等の技術者の育成、広報活動、実証的建築への支援などの施策の充
実
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や国際博覧会など、様々な機
会を通じて日本の木の文化や技術を世界に発信
・主伐・再造林箇所把握のための伐採届事務のＧＩＳによるシステム化やデータベ
ース化に加え、造林・育林作業の機械化などスマート林業施策の充実
（４）平成３１年４月から運用が始まった林地台帳制度について、林地台帳及び地図の
情報提供やデータベースの更新等に関して、地方財政措置や国庫補助事業の継続な
ど、必要な経費に対し十分な予算措置を講じること。
（５）森林整備法人等について、資金調達や利息負担軽減対策、任意繰上償還の実施等、
実効性のある長期的な支援措置を早急に講じること。
（６）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い発生した放射性物質により汚染された
全てのしいたけ原木、樹皮（バーク）等の廃棄物処理について、国は国民の不安を
払拭するなど、万全の措置を講じること。
また、野生きのこ・山菜類の出荷制限の解除に当たっては、汚染実態や地域の出
荷体制に即して、市町村単位によらない地区単位・採取地単位の制限解除を可能と
することや、非破壊検査機等を用いた全量検査による出荷制限解除を認めるなど柔
軟に対応すること。
さらに、風評被害等により特用林産物の生産及び経営に多大な支障をきたしてい
るため、きのこ原木等の生産資材の助成について補助率１／２を維持するなど施策
を長期にわたり継続するとともに、原木として利用できない立木の財物補償につい
ては、汚染実態に即して対象地域を拡大するよう、東京電力ホールディングス株式
会社を指導すること。
（７）大規模太陽光発電所建設による景観や周辺住民の生活環境及び自然環境の悪化等
の課題に対し、個別に判断が出来るよう林地開発における基準や関係法令を整備す
ること。

４

水産業の振興について

（１）「水産基本計画」に基づき、水産業の現状と課題を踏まえ、地方と協議の上、よ
り効果的な施策を総合的かつ計画的に実施すること。
特に、東日本大震災による津波被害や東京電力福島第一原子力発電所事故の影響
など地域の実情に十分配慮すること。
（２）漁業経営安定対策については、燃油・配合飼料価格が高騰した際や自然災害で被
災した場合なども、漁業者が安心して漁業に取り組むことができるようセーフティ
ネットの更なる要件の緩和や資金繰り円滑化対策などの支援制度を拡充すること。
漁業用燃油について、恒久的な免税等の措置が図られるよう法整備を行うこと。ま
た、養殖業における適正養殖可能数量の設定方法について、地域の意見や実情を踏
まえた上で見直すこと。加えて、水産業の体質強化を図るため、漁船や省力・省コ
スト機器の導入促進に必要な支援について十分な予算措置を講じるなど、収益性の
高い経営体への転換をより一層進めること。
（３）周辺諸国との漁業外交を強力に推進し、既存の漁業協定の見直しも含め、水産物
の安定供給の確保対策を強化するため、以下に取り組むこと。
・竹島の領土権の確立による日韓暫定水域の撤廃並びにそれまでの間の当該水域、
日中暫定措置水域、日中中間水域、北緯２７度以南の水域においては、適切な資
源管理体制と操業秩序の確立を図ること。
・日台漁業取決めについては、取決め適用水域を見直すこと。
・ロシア連邦との協定に基づく漁業は、地域経済に大きく貢献していることから、
操業機会の確保を強力に推進すること。また、ロシア水域のさけ・ます流し網漁
業について、ロシア連邦の法律により操業が困難となったことから、栽培漁業の
推進や関連産業の振興などに対して、引き続き支援を行うこと。
・排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が根絶されるよう、国の監
視・取締体制を一層充実・強化すること。
・近年、北太平洋公海域では外国船の漁獲圧が非常に高まっており、サンマの資源
減少が懸念されていることから、これら資源の適正な管理に向け、できるだけ早
期に、国別に漁獲可能量や漁獲努力量を制限するなど実効ある保存管理措置が実
現するよう、関係各国との交渉を進めること。
・太平洋熱帯域での高い漁獲圧により、カツオ資源が減少している懸念があること
から、我が国沿岸への来遊量の回復を目指し、関係国・地域への働きかけを強化
するとともに、当該海域での実効ある管理措置が講じられるよう交渉を行うこと。
・パラオ共和国等、太平洋島嶼国排他的経済水域での日本漁船の操業が継続できる
よう、積極的な交渉を行うこと。
（４）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の海洋等への流出により、
水産業が甚大な影響を受けていることを踏まえ、環境汚染や水産業への被害が拡大
することのないよう、万全の措置を講じること。
（５）「新規漁業就業者対策」については、新規就業者を継続して確保できるよう、各
都道府県の必要額を踏まえた十分な予算措置を講じるとともに、特に収入が不安定

な就業直後の経営確立を支援する資金を創設するなど、漁業技術の習得から経営安
定まで一貫した支援体制を整備すること。また、漁業への定着率が高い漁家子弟に
対する就業支援制度を拡充し、持続的な担い手づくりの体制を整備すること。
（６）水産資源の回復を図り、安全で安定した水産物の供給体制の確立を図るため、漁
場の整備や漁港における高度衛生管理対策、漁港施設の防災・減災対策など水産基
盤整備を計画的かつ着実に推進すること。

【商工労働関係】
１ デフレ経済からの完全な脱却と持続的な経済成長の実現に
ついて
安倍内閣の発足後、政府・日銀においては、「大胆な金融政策」、「機動的な財政
政策」及び「民間投資を喚起する成長戦略」が進められ、我が国の景気は緩やかな回
復が続いている。
しかし、特に、中小企業や小規模事業者は、まだアベノミクスの効果を十分に実感
できていない状況にある。また、通商問題や英国のＥＵ離脱問題の動向など、海外経
済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に引き続き留意する必要がある。
また、消費税・地方消費税率の８％から１０％への引き上げ後には、国内の消費が
冷え込み、地域の経済・雇用に大きな打撃を与えるおそれがある。
こうした中、我が国が、デフレからの完全な脱却と持続的な経済成長を実現するた
めには、今後も大胆な金融・為替政策、経済対策、規制改革、地方分権及び将来の不
安払拭に資する構造改革の加速化が必要である。
政府・日銀においては、引き続き、海外の経済情勢や為替の動向を注視しつつ、
「量」・「質」・「金利」の３つの次元での金融緩和措置の継続など、思い切った金
融・為替政策を実施するとともに、名目ＧＤＰを高めることを目指した日本の稼ぐ力
の回復に向けた政策対応を検討･実施すること。
政府においては、地方創生と持続的な経済成長を実現するため、「国家戦略特区」
による「岩盤規制」の改革及び高い経済効果が認められる特区の成果の全国展開を着
実に推進するとともに、全国的に要望の多い規制改革事項については、特区に限るこ
となく直ちに全国的な規制改革を実施すること。また、民間事業者等が活用しやすい
大胆な規制改革、税制の優遇措置、地域独自の取組ができるよう一層の地方への権限
移譲などを講じること。

２

地域経済の活性化について

（１）地方産業競争力協議会における議論を適切に国の政策に反映させるとともに、国
の経済財政諮問会議や未来投資会議など、経済財政政策について検討する機関に、
地方財政や地域の経済・社会に精通した地域の代表を委員として加えるなど、地域
の意見を一層反映させる仕組みを構築すること。
（２）総合特区の取組の中には、農林水産、環境など個別の分野を超える事業があるこ
とから、内閣府が総合調整機能を発揮し、区域指定を受けた地域の事業主体に直接
財政支援する枠組みを構築すること。また、国際戦略総合特区については、産業の
国際競争力強化のため、法人税軽減の適用期間を延長するとともに、適用対象設備
等について取得価額の下限額を引き下げ、対象範囲を拡大すること。地域活性化総
合特区についても、企業投資を呼び込み、就業の場を創出するため、法人税につい
て軽減すること。
（３）電力各社の値上げが地域経済に与える影響を考慮し、電力の安定供給を確保した

上で料金上昇を抑制する道筋を明確にすること。
また、事業者向け発電設備や省エネ機器などの導入・改修、建築物の省エネ改修
等に対する支援を強化すること。
（４）産業活動におけるサプライチェーン寸断のリスク軽減や国土の均衡的発展を図る
観点から、地方の条件不利地域への産業再配置を促進するとともに、国際競争を勝
ち抜くため、ポテンシャルを有する地方発の先端的研究開発に対し支援措置を強化
すること。
（５）地域の大学、企業、産業支援機関、自治体の連携を強化し、地域イノベーション
の創出を進めるため、地域の特性に応じた産業振興に資する研究開発の取組を支援
する制度を創設、拡充すること。

３

中小企業の振興について

（１）ものづくり中小企業・小規模事業者の競争力強化のため、地域の経済・雇用を下
支えし、有望な技術等を有する中小企業・小規模事業者の輸出促進などを通じた海
外展開の拡大を含めた振興策の充実・強化を図ること。
（２）依然として厳しい状況にある中小企業・小規模事業者の経済環境を踏まえ、政府
系金融機関の融資制度を中小企業・小規模事業者が利用しやすいよう充実するなど、
中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障を来さないよう対策を講じること。
また、経済情勢を踏まえたセーフティネット保証５号の認定要件や地域の実情を
踏まえた業種指定の随時見直し、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の取扱
期間の延長、金融機関に対する指導により、金融のセーフティネットに万全を期す
こと。
（３）信用保証協会の経営に支障を来さないよう、協会への無利子貸付や補助などの支
援措置を講じるとともに、中小企業・小規模事業者の経営改善につなげる観点から
保証料率・保険料率のあり方を検討すること。
（４）地域産業の活性化や中小企業・小規模事業者の振興を図るため、都道府県中小企
業支援センター等との連携などに十分配慮しながら、人材の育成、経営革新への支
援を充実するとともに、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よ
ろず支援拠点事業）」を継続的に実施すること。
加えて、「ものづくり・商業・サービス補助金」については、継続して予算を確
保すること。
また、現在の金利情勢により運用益が減少していることから、中小企業による地
域資源を活用した新事業展開（地域活性化・農商工連携）を支援する地域中小企業
応援ファンドについて、柔軟な対応が行えるよう機能を拡充すること。
（５）小規模事業者は地域における経済、雇用、コミュニティの維持に重要な役割を果
たしていることから、その振興策を充実させること。また、施策を実施するため必
要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じるに当たっては、地域の実情に即し、

都道府県の意見をしっかり反映させるとともに、都道府県が行う小規模事業者支援
策との整合を図るなど、地方と十分に連携を図ること。
（６）「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき商工
会又は商工会議所が市町村と共同して作成する経営発達支援計画の認定は経済産
業大臣が行うとされているが、小規模事業者支援事業は、直接的には都道府県の指
導・監督のもとに実施されるものであることから、都道府県知事が実施できるよう
検討を進めるとともに事務移譲の際には事務に係る人件費及び事務費についても
財政措置を行うこと。
また、経営発達支援事業の実施に伴い必要となる商工会・商工会議所での人員増
などへの支援についても国において対応するなど、都道府県の実施する経営改善普
及事業の事務局体制が損なわれることのないように配慮すること。
加えて、新たに創設された事業継続力強化支援計画については、商工会又は商工
会議所が市町村と共同して作成し、都道府県が認定事務を行うため、引き続き都道
府県及び商工会等に対して確実に財政措置を講じること。
（７）中小企業高度化資金（高度化事業）について、社会・経済状況の変化等の特別な
事情により、経営の責任をやむを得ず負っている連帯保証人等が再チャレンジの機
会を阻まれている現状もあることから、金融機関保証の利用促進などの仕組みづく
りを行うことにより、連帯保証人等に頼らない制度運用に取り組むとともに、既往
貸付により過大な負担を負っている連帯保証人等に対する対策を講じること。
（８）中小企業の経営革新への取り組みを支援するため、経営革新計画承認企業に対す
る支援措置をより一層充実すること。
（９）中小企業の円滑な事業承継を促進するため、事業承継ネットワークの取組や専門
家派遣への助成、持ち株会社含め様々な経営体制の実態に即した税制の負担軽減措
置の対象要件の緩和など、事業者の気付きから承継の実現までの一貫した支援をよ
り一層充実させること。また、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく適切
な対応がなされるよう、一層の浸透・定着を図ること。
（１０）中心市街地の商業機能やコミュニティ機能の維持・強化を図るため、商店街の
活性化に向けた取組等に対する支援の充実を図るとともに、空き店舗の解消等を促
進するため、制度改正や財政支援措置を含む抜本的な対策を実施すること。

４

雇用対策の推進について

（１）地方が地域の実情に応じて、良質で安定した雇用を創出するためのプロジェクト
や多様な人づくり、柔軟な働き方の推進に積極的に取り組めるよう、自由度の高い
新たな交付金を創設すること。
また、地域の雇用状況に応じた雇用対策を進めることができるよう地域への支援
施策を充実すること。
（２）中小企業と若者の間における雇用のミスマッチ解消に向けた取組の推進など、新

卒者や既卒者に対する就職支援を充実すること。
また、新入社員や企業に対する定着支援も充実すること。
（３）若年者のためのワンストップサービスセンターの運営支援や地域若者サポートス
テーションを核としたニート等の若者への職業的自立支援、若者の早期離職を防ぐ
ための対策など、若年者雇用対策を充実すること。
特に地域若者サポートステーション事業については、安定的な支援体制が確保で
きる財政措置を行うこと。
（４）中高年層の無業者やひとり親家庭等が経済的困窮に至らないようにするため、親
族支援も希薄となる中高年層に対する重点的な就労支援策ならびに就労訓練修了
者やひとり親の雇用・就労支援に積極的な企業に対する税制上の優遇措置、各種助
成金や就労支援制度の拡充等により、就労支援を強化すること。
（５）労働移動支援型への政策転換に当たり、雇用調整助成金など雇用の維持・安定政
策の後退による失業者が生じないように措置するほか、十分な再就職支援策を講じ
るとともに、地域の雇用の場を確保する施策の充実を図ること。
また、雇用制度改革等の検討に当たっては、未だ厳しい経営環境にある中小企業
が多く、就業者を取り巻く環境も厳しい状況にある地域の実情に十分配慮し、雇用
環境の改善を推進すること。
（６）離職者向け職業訓練については、離職者や地域のニーズに対応し、特に人手不足
が生じている職種や中小企業が必要な人材を確保するためにも、委託単価の設定や
就職目標等について弾力的運用を図ること。
（７）企業における長時間労働の是正、短時間勤務・テレワーク等多様な働き方の導入、
ワーク・ライフ・バランスを促進するための社内環境の整備や制度導入に対する支
援、専門人材の確保をはじめとする企業の主体的取組への支援など、働き方改革と、
その前提となる経営基盤強化に向けて、企業が取り組みやすい環境を整備すること。
（８）非正規労働者の正規雇用化や、有期契約労働者の無期転換が円滑に進むよう対策
を講じるとともに、同一労働同一賃金の実現などの処遇改善策の充実を図ること。
併せて、労働者の状況に応じた、多様な勤務形態を選択できるよう環境整備を行
うこと。
（９）女性が自らの意思により、その個性と能力を十分に発揮しながら、安心し希望を
もって、充実した職業生活と家庭生活を送ることができるよう、国のリーダーシッ
プのもと就業環境の整備や継続雇用・再就職支援、育成・登用、健康支援等女性の
活躍につなげるための施策の充実を図ること。
（１０）６５歳以上の高齢者の多様な就業機会の確保や７０歳まで働ける企業の拡大の
ための施策を充実するなど、意欲のある高年齢者が安心して働けるよう雇用・就業
対策を充実すること。
（１１）企業の規模に関わらず障害者雇用が促進されるよう、障害者雇用の意義につい

ての啓発や障害者の就労・職場定着を支援する体制の強化や人材の育成、障害者雇
用納付金制度や障害者雇用に関する助成制度等の更なる拡充等（調整金・報奨金の
基準緩和等、特例給付金）により、障害者の就労促進策の充実・強化と地域のニー
ズに応じた雇用維持支援策の充実を図ること。
また、障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスの対象となっている難
病患者や内部障害者、高次脳機能障害者及び発達障害者の雇用を促進するため、雇
用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金制度の対象に追加するこ
と。
（１２）都道府県が実施している技能検定制度や中小企業等の人材育成を支援する認定
職業訓練制度など、技能の振興や継承に対する施策が充実できるよう支援策の拡大
を図ること。
（１３）国においては、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）を推進している。統計調査
結果は地域経済情勢を把握するための証拠として重要なものであるが、「毎月勤労
統計調査」において、調査対象事業所の入替の結果、調査結果が入替前までの数値
と著しい段差を示すなど、時系列比較に支障が生じているため、引き続き調査方法
の改善や調査結果の分析における工夫等の対応を図ること。
さらに、同調査を巡る不適切な取扱いにより損なわれた統計全般の信頼性確保に
向け、再発防止など早急な対策を図ること。

【消費生活関係】
１

適正表示対策の拡充について

（１）「不当景品類及び不当表示防止法」の改正により、都道府県知事に委任された事
業者に対する法第２９条第１項の報告の徴収及び立入検査等の権限については、法
第７条第１項に規定する「措置命令を行うために必要があると認めるとき」だけで
なく、「都道府県知事が必要あると認めるとき」にも行使できるようにするなど、
調査権限の拡充を図ること。
（２）「不当景品類及び不当表示防止法」第５条第１号に定める優良誤認表示では、食
材の表示について「ガイドライン」が示されているが、具体的事例も限られており、
基準等が明確とは言い難いものである。全国的に統一した対応が必要であることか
ら、優良誤認を招く食材の不適切表示等については、今後も随時具体的事例を増や
す等、「ガイドライン」を充実すること。
（３）健康食品における虚偽・誇大広告に対し、迅速かつ実効的な法執行を行うため、
都道府県の執行実態を把握した上で、健康増進法においても、「不当景品類及び不
当表示防止法」に規定されるような「不実証広告規制」の導入を検討すること。

２

消費生活相談体制の充実・強化について

消費生活センターの運営や都道府県及び市区町村の人員確保等、消費生活相談体制
の充実に係る事務や事業に要する経費を支援する地方消費者行政強化交付金のうち
地方消費者行政推進事業については、活用期間までの所要額の総額を確保すること。
また、地方消費者行政強化事業については、成年年齢引下げに対応する若年者への
消費者教育の推進等のため、新たに示された補助率を引き下げる要件を撤廃するとと
もに、補助率の嵩上げや使途の拡充など制度の改善を図ること。
併せて、地方消費者行政を安定的に推進できるような観点から、長期的な支援を行
うこと。

【国土交通関係】
１ 地方創生を支える社会資本整備について
地方創生に向け、地方は自ら地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独自
性を持って地方版総合戦略等を策定し、その実現に取り組んでいるところであり、加
えて国の取組が車の両輪となって、地方創生から日本創成への道筋を確固たるものと
することが重要である。
地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・海岸・公園・下水道等をはじめとした
社会資本整備は、国民の生命・財産を守り、地域経済を活発化させ、地方に活力と魅
力をもたらすものである。
こうした中、今年６月の「令和時代の財政の在り方に関する建議」においても、昨
年と同様に社会インフラは概成しつつあると示されたが、地方においては全くその実
感はなく、未だに高速道路等のミッシングリンクなど社会インフラには地域間格差が
存在し、その解消には息の長い、腰を据えた対策が必要である。
このため、「地方創生回廊」の実現に向け、多軸型国土を形成するとともに、人や
産業の地方分散に不可欠な基幹的公共インフラの地域間格差の早期是正を推進する
こと。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や、2025 年日本国際博覧
会（大阪･関西万博）をはじめとする国際的スポーツ大会等を契機として交流人口の
拡大等を図り、地域経済の活性化につなげるため、地方創生の取組の視点を持って社
会資本整備を加速すること。
そのために必要な予算総額を確保するとともに、地方負担に対する財政措置や補助
制度の拡充を行うこと。

２ 防災・減災対策の推進等について
（１）地震や豪雨等による災害が発生しやすい地理的特性下にある我が国において、国
民の生命・財産を守るためには、自然災害の未然防止や被害の軽減対策が重要な課
題である。このため、未曾有の被害をもたらした東日本大震災のほか、熊本地震、
九州北部豪雨、平成 30 年７月豪雨、台風第 21 号、北海道胆振東部地震、山形県沖
を震源とする地震など、近年のいつどこで起きてもおかしくない自然災害に対応で
きるよう、国土強靱化基本計画等に基づき、道路・河川・砂防・港湾・海岸・下水
道等の防災・減災対策や住宅・建築物・鉄道施設等の耐震化、加えて発災後の迅速
な復旧復興を支援する公園等防災拠点の整備や円滑な支援物資搬送等に不可欠な
緊急輸送道路における無電柱化等を重点的、計画的に推進すること。
さらに、施設等の災害復旧については、単なる原形復旧にとどまらず、将来の利
便性や安全性の向上のため改良復旧事業の要件緩和など必要な措置を講じ、強靱な
国土づくりに向けた取組を迅速に進めるとともに被災地が早期復旧に取り組むこ
とができるよう地籍調査の推進や自治体への財政支援を拡充すること。
（２）防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策により、国と地方が一体となっ
て喫緊の防災・減災対策に集中的に取り組んでいるところであるが、数十年に一度
といわれる大規模自然災害が毎年のように発生するなど、気候変動の影響により、

激甚化・頻発化する自然災害に対する抜本的な対策としては、なお十分とは言えな
い。そのため、地方公共団体の策定する国土強靱化地域計画に基づく取組が確実に
実施できるよう、３か年対策後も必要な財源を安定的に確保し、これまで以上に強
靱な国土づくりを強力かつ継続的に進めること。
また、地方が国土強靱化に資する対策を円滑に進められるよう、緊急防災・減災
事業及び緊急自然災害防止対策事業の延長や起債制度の拡充を図ること。
（３）港湾機能の強化や高速道路等のミッシングリンクの解消による日本海国土軸及び
太平洋新国土軸等の確立等、広域及び地域におけるネットワークの代替性・多重性
の確保・確立に必要な対策を積極的に実施し、広域的な視点での経済活性化と災害
に強い安全・安心な国土づくりを進めること。
（４）幼い子どもが犠牲となった痛ましい交通事故等を踏まえ、未就学児等住民の移動
経路の安全を確保するため、国においても交通安全対策を充実させるとともに、地
方公共団体が行う安全点検や対策事業に対する技術的、財政的な支援を講じるこ
と。

３ 社会インフラの老朽化対策の推進・充実について
老朽化する社会インフラの維持管理・更新を適切に行うためには、国及び地方等が
一体となり、予防保全的な観点から継続的に取り組んでいかなければならない。その
ため、道路・河川・砂防・港湾・海岸・公園・下水道等について、今後も増加が見込
まれる維持管理・更新に必要な予算、並びに点検結果を踏まえた新たな老朽化対策ニ
ーズに地方が適切に対応できるだけの必要な財源を安定的・継続的に確保すること。
またその際には、地方財政への影響を十分考慮するとともに、交付金制度の要件緩和
や国費率のかさ上げ、起債制度の拡充などによって地方等へ確実な財源措置を図るこ
と。
加えて、維持管理・更新に関する技術開発の推進や技術者の育成などを含め、社会
インフラの老朽化対策を着実に推進すること。

４ 高速道路の整備促進等について
（１）全国 14,000 ㎞の高規格幹線道路網の整備状況については、依然として大きな地
域間格差やミッシングリンク、都市圏の環状道路の整備の遅れ等の課題があり、我
が国の成長力・国際競争力を強化し、また災害に強い国土づくりを行うためにも、
未開通区間の早期整備、環状道路の整備促進、三大都市圏間のネットワークの強化
など、高速道路が国全体のネットワークとして機能するよう、国の責任において早
期整備を図ること。
また、高速道路の暫定２車線区間は、速度低下・積雪時の通行止・大規模災害時
の復旧等に加え、正面衝突事故の発生など、定時性や安全性にも課題がある。本年
３月、
ネットワークが寸断する可能性が高い箇所において４車線化等が実施される
ことになったが、残る区間についても、防災上の観点や速度低下等の課題を踏まえ、
引き続き、無料区間における有料道路事業の活用も含め、４車線化を着実に進める
こと。あわせて事故防止対策や逆走防止対策等、高速道路の総合的な安全対策をと

りまとめ、計画的に推進すること。
（２）高速道路の利用を促進し、利便性の向上や地域活性化、民間投資の誘発等を図る
ため、
民間施設直結型も含めスマートインターチェンジやインターチェンジへのア
クセス道路等について、補助制度や税制特例の活用等により地方への十分な税・財
政支援を行うこと。
（３）高速道路料金については、これまで首都圏及び近畿圏において、賢く使うための
新たな料金体系が導入されたところであり、その効果検証を進めるとともに、環状
道路を中心としたネットワーク整備の進展に伴い新たに発生する交通流動に対し、
適切な経路選択が行われるよう、料金体系の改善を継続すること。
また、利用者ニーズや必要なネットワーク整備のスピードアップも考慮し、中京
圏をはじめ地方においても、引き続き料金体系の見直しを進めること。
（４）ドライバー不足が深刻な問題となっている物流システムの効率化を図るため、高
速道路での隊列走行等の新技術の開発や導入・普及に向けた検討を進めるととも
に、新東名・新名神高速道路６車線化等の高速道路網整備や中核物流拠点等の基盤
整備を推進すること。
（５）高規格幹線道路を補完し、幹線道路ネットワークを形成する地域高規格道路につ
いても、整備推進を図ること。なかでも、隣接する県庁所在地間が高規格幹線道路
で連結されてない地域や高規格幹線道路が欠落している地域については、
東日本大
震災や熊本地震の教訓を踏まえ大規模災害の備えとしての観点から、また、大都市
地域の環状道路等については、国際競争力を強化する観点から、高規格幹線道路と
同様に、スピード感を持って整備を図ること。
（６）重要物流道路及びその代替・補完路については、本年４月に供用中区間を対象と
した指定が行われたが、事業中・計画中の路線を含めた追加指定にあたっては、引
き続き、地域高規格道路等の既存ネットワーク計画の見直しを含め、地方の意見を
十分に反映すること。
また、該当道路の機能強化及び整備推進のため、補助制度の拡充等による財政支
援を行うこと。
（７）無電柱化は緊急輸送道路等の安全性の確保に加え、景観形成・観光振興等の観
点からも重要であり、都道府県が策定する無電柱化推進計画を着実に進めるために
必要な予算を確保すること。

５ 港湾整備の推進等について
（１）我が国の成長力・国際競争力を強化するため、国際コンテナ戦略港湾、国際バル
ク戦略港湾をはじめとする国際貿易のゲートウェイとなる港湾、地域の産業を支え
る港湾において、大型船舶が入港可能な岸壁や航路、防波堤、臨港道路はもとより、
トラックドライバー不足等を背景とした国内フェリー・ＲＯＲＯ航路の輸送力増強
への対応や農水産物の輸出促進に資する港湾施設等の整備を推進すること。
また、離島における安定した住民生活を確保するため、離島航路の安定的な運航

を支える防波堤や岸壁等の整備を推進すること。
（２）外国人旅行客数が大きく増加する中、官民連携による国際クルーズ拠点の形成を
推進するとともに、地域の活性化に寄与するクルーズ船の受入のため、大型化に対
応する岸壁などの旅客船ターミナル整備、クルーズ旅客の円滑な周遊や満足度向上
に資する環境整備等を推進すること。
また、今後増加が見込まれ寄港地への高い経済効果が期待されるスーパーヨット
の受入環境の整備を推進すること。
さらに、地域住民、観光客等の交流拠点となる「みなとオアシス」に対する支援
制度の拡充を図ること。
（３）大規模地震や津波、高潮等の災害時に防護効果を有する防波堤や緊急物資輸送等
の拠点として機能する耐震強化岸壁、広域的な経済・産業を支える石油化学コンビ
ナート等が立地する地区の海岸保全施設の整備などを推進すること。加えて、民有
護岸等の改良に対する支援制度の拡充を図ること。
（４）日本の港湾の生産性向上を図るため、ＡＩを活用したオペレーション、荷役機械
の遠隔操作や手続き等の電子化・省力化・効率化など情報通信技術を活用した港湾
の整備を推進すること。

６ 鉄道整備の推進について
（１）活力ある社会の実現、地域間における交流・連携の強化を図るため、整備新幹線
については、国家プロジェクトとしての重要性を踏まえ、国と地方の負担のあり方
など財源構成の枠組みの見直しをはじめ、地方の受益の程度を勘案した負担改善策
を実施し、「整備新幹線の取扱いについて」（平成 27 年１月 14 日 政府・与党申
合せ。以下「政府・与党申合せ」という。）に基づき、早期完成・開業を図ること。
また、並行在来線の維持・存続のため地方の実態とニーズを踏まえ、政府・与党
申合せに基づき、財源確保の方策も含め、幅広い観点から新たな仕組みを早急に検
討し、所要の対策を講じること。また、線路使用料の算定方法を実態にあわせて見
直し、支援を拡充するほか、経営維持のための運営費補助等の支援制度や、並行在
来線とＪＲ路線等を乗り継ぐことによる、利用者負担を緩和するための、乗継割引
に対する財政支援制度を創設し、ＪＲに対しても乗継割引制度の導入を指導するな
ど、並行在来線への財政支援策の充実を図ること。
加えて、並行在来線の経営分離については、地方公共団体の意向を十分尊重する
こと。
（２）災害時のバイパス機能やリダンダンシーの確保の観点も含めて、リニア中央新幹
線や北陸新幹線の全線整備、地方創生回廊中央駅構想の具体化、青函共用走行問題
の抜本的解決について、早期実現を図ること。
加えて、政府・与党申合せに基づき、整備新幹線の整備が進捗していることも踏
まえ、基本計画路線についても、早期に整備計画路線へ格上げするなど新幹線の整
備促進を図ること。
（３）国土の均衡ある発展の観点から、都市間を結ぶ幹線鉄道の高速化、相互連携及び

安定輸送確保、鉄道未整備地域における鉄軌道の新規整備を図ること。
また、都市鉄道等の整備を促進し、鉄道輸送の強化に努めるとともに安全性確
保・向上を図ること。

７ 地域における交通の確保等について
（１）バス路線、鉄道路線、離島航路・空路・タクシー等の地域公共交通は、住民生活
や経済活動、地方創生に不可欠な基盤であるが、少子化の進展による通学利用者の
減少や高齢者の移動手段確保、乗務員不足など多様な問題を抱えているほか、地域
鉄道の公有民営化が進むなど、地方公共団体の公共交通への関与の度合いが高まっ
ている。地域公共交通の将来にわたる維持・確保及び充実を図るため、地方公共団
体や交通事業者の意見を踏まえ、必要な予算の確保や財政支援の拡充等の適切な支
援を講じるとともに、補助制度の見直しについては、地域の実態に合うよう十分に
配慮すること。
また、ＪＲ北海道やＪＲ四国、第三セクター鉄道をはじめ、地域公共交通を運行
する事業者の経営基盤は脆弱であることが多いため、安全輸送に必要な補修・点検
や投資に対する支援策を充実すること。特に第三セクター鉄道については、その多
くが開業から 30 年以上経過し、車両や施設・設備の更新時期が到来していること
から、更新が確実かつ計画的に実施できるよう、必要な予算の確保や財政支援の拡
充等の適切な支援を講じること。
さらに、地域公共交通の維持・確保に資する、自動運転やＤＭＶ等の新技術の開
発や導入・普及に向けた検討等を行うこと。特に高齢化や人口減少の進展が著しく、
自家用車への依存度が高い中山間地域等での、自動運転をはじめとする新しいモビ
リティ・サービスの社会実装が円滑に進むよう、国による幅広い支援を行うこと。
（２）地域公共交通制度について、路線バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業の許
可権限の移譲や、公共交通不便地域の解消に向けた地方公共団体の取組に対する財
政支援の充実など、地方公共団体が地域の公共交通の形成に主体的に関与する仕組
みづくり及び必要な支援を検討すること。
（３）公共交通機関の利便性向上を図るため、交通情報のオープンデータ化の推進や交
通系ＩＣカードの導入、エリアをまたぐ広域利用のためのシステム改修、鉄道トン
ネル内等での携帯電話等の接続環境の向上など、事業者が行う投資に対する支援策
を充実するとともに日本版ＭａａＳの早期実現と普及を図ること。
（４）内航フェリーやＲＯＲＯ船は、広域的な物流や観光交流を支え、モーダルシフト
の受け皿、また、災害時の陸路に替わる輸送手段等としても期待されるなど重要な
役割を果たしているが、高速道路料金の見直しやＳＯｘ規制強化に伴う燃料価格の
上昇などに起因して、引き続き厳しい環境にあることから、航路の維持・確保に向
けて支援策を講じること。
（５）高速乗合バス・貸切バスの安全対策について、運送事業者に対する指導に加え、
バスの運転者の確保・育成と疾病対策、車両の安全対策、日本バス協会が実施して
いる「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の活用など実効性のある安全確保対策
を徹底すること。

８ 航空路線の維持・充実等について
航空路線が全国各地の産業や経済及び住民の生活に果たしている役割、さらには我
が国経済全体に及ぼす影響の大きさにも十分配慮するとともに、東日本大震災後の復
興や地方への誘客支援を図る観点、生活交通としての地域航空路線を維持可能なもの
とする観点からも、航空ネットワークの維持・充実、地方空港アクセス改善に対する
支援制度の構築及び空港機能の強化について適切な対応を図ること。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、ビジネスジェ
ット、政府専用機を含めたチャーター機等の安全かつ円滑な受け入れについて、国が
一元的に発着調整を行う等、地方空港の利活用の検討を主体的に進めること。

９ 観光振興対策の推進について
（１）観光先進国確立に向け、空港・港湾における訪日外国人旅行者の入国手続きにつ
いては、短時間のスムーズな入国審査をはじめとした手続の改善等を進めるととも
に、受入体制の整備を促進すること。
（２）平成 30 年に訪日外国人旅行者数が過去最高を記録したが、自然災害による影響
を受けた地域の回復、訪日外国人旅行者の今後の更なる増加や地方への誘客を図る
ため、風評被害対策及び安全・安心に係る正確かつ迅速な情報の発信や、2020 年
度までとなっている訪日誘客支援空港の支援策の拡充や支援の継続、訪日短期滞在
ビザ免除対象国の拡大、訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘致、送客元
の多様化を図るなど、積極的な対策を実施すること。
（３）国内外から観光客を呼び込み、観光の力で「地方創生」に魂を吹き込むため、特
に、急速に増加するアジアなどの訪日外国人旅行者の需要を確実に取り込む観点か
ら、国際的に質の高い観光地の形成が必要である。
このため、マーケティング、戦略策定、プロモーション、商品造成等を一体的に
実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・確立に対する支援に加え、地域再生エリアマネ
ジメント負担金制度が創設される中、ＤＭＯについても、法的な制度も含めて、自
主的かつ安定的な財源を確保しながら継続的に観光地経営を推進できる制度の構
築を図ること。
また、「住宅宿泊事業法」の適切な運用に対する支援、外国語併記の観光案内標
識の設置促進、無料公衆無線ＬＡＮの整備促進や規格の統一、観光施設等のキャッ
シュレス環境整備、災害時の情報伝達など緊急時の対応、観光人材の確保・育成な
どの環境整備に取り組むこと。
（４）観光業は地域経済を支える重要な産業で、その中核施設である旅館・ホテルは災
害時避難所としての機能も期待されていることから、耐震改修促進法の改正に伴う
建築物の耐震設計・改修に係る費用について、特別交付税措置の更なる拡充など地
方への財政支援を行うとともに、耐震改修工法の情報提供な ど 総合的な支援策を
講じること。
（５）交流人口を拡大し、地方の活力を高めるためには、それぞれの地方が持つ自然や

歴史、文化等を活かした魅力ある新たな観光素材の発掘・磨き上げが不可欠である
ため、その整備・拡充や観光周遊ルートの整備等を支援するとともに、快適な旅行
環境の創出や観光地における渋滞解消等のための対策を推進すること。
（６）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会やワールドマスターズゲーム
ズ 2021 関西をはじめとする国際的なスポーツ大会の開催を、訪日外国人旅行者の
全国各地への誘導を通じた地域経済活性化の好機と捉え、大会開催中及びその前後
の期間を対象とし、低廉な陸・海・空の周遊フリーパスを創設するなど、「訪日外
国人旅行者を全国各地へと誘導する施策」を積極的に講じること。
（７）国際観光旅客税については、ＤＭＯ等の取組も含め、これまでも地方が観光資源
の魅力向上等に対し、様々な取組を行っていること等を踏まえ、国際観光旅客税の
税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる交付金等に
より地方に配分すること。
（８）特定複合観光施設（ＩＲ）区域制度の施行に当たっては、その趣旨が社会全体に
正しく浸透するよう努めるとともに、カジノ事業に関しては、犯罪防止や青少年の
健全育成、依存症対策等について、国として効果等を客観的に検証しながら最大限
の施策を講じること。

10 過疎地域等特定地域の振興施策の推進について
（１）過疎地域、山村、離島、半島等特定地域の地理的、自然的特性を生かした自立的
発展を図るため、地域の主体的な集落対策の推進、産業振興及び雇用の確保によ
る地方への移住・定住の促進、美しい自然環境や文化の維持など、各省庁が連携
して、地域の振興施策を推進すること。
また、現行の過疎地域自立促進特別措置法の期限終了後も、引き続き過疎対策を
講じていくための制度を構築すること。
（２）平成 29 年４月に施行された「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地
域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」に定める有人国境離島地域について
は、我が国の領海、排他的経済水域等の保全という重要な役割を担っていることか
ら、課題に直面する地方の意見をよく聴き、特定有人国境離島地域の追加指定等の
見直しを行うこと。
また、離島航路・航空路の運賃等の引き下げ、生活及び事業活動に必要な物資の
費用負担の軽減、雇用機会の拡充や港湾、漁港、道路及び空港の整備等、地域社会
の維持に必要な支援措置の拡充を図るとともに、財政措置を講じること。

【社会保障関係】
社会保障は、国の制度と地方における取組が一体となってサービスが提供されている。
持続可能な社会保障制度の構築のためには、国と地方が信頼関係を保ち、それぞれの適
切な役割分担の下で、互いに協力しながら取組を進めていかなければならない。
地方においては、それぞれが地域の実情を踏まえ、工夫を凝らしつつ、生活の質（QOL）
の向上を図りながら社会保障に係る負担の適正化を図る取組とともに、働きながら子育
てしやすい環境づくりなどの働き方改革や若者の就労支援など「支える側」を強くする
ための取組が行われている。全国知事会としては、昨年７月に「健康立国宣言」をとり
まとめ、人々の生活の質（QOL）の向上を図りつつ、社会保障制度の持続可能性を高め
るとともに、社会に活力をもたらす「健康立国」の実現に向けて、地方は「地方の責任」
をしっかりと果たしていくことを宣言した。あわせて、持続可能な制度の構築に向けて
多様な示唆を得るため、「持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議」を立ち上げ、
社会保障制度等に造詣の深い有識者を招いて幅広い検討・議論を進めるとともに、各都
道府県の先進・優良事例をお互いに学び、幅広く横展開する取組を 21 のカテゴリー別
のワーキングチームで開始している。こうした「健康立国」の実現に向けた取組を推進
する中で確認した持続可能な社会保障制度の構築に向けた方向性や、必要な施策・課題
等を本年４月にとりまとめた。
国においては、そうした地方と方向性を共有し、お互いに信頼関係を保ちながら一体
となって国としての役割による具体的な取組を進めるよう、次の事項について適切かつ
真摯に対処するよう要望する。

１

健康づくりの推進について

（１）健康長寿社会の実現
健康長寿社会の実現に向けて、健康寿命の延伸に向けた取組等国民の生涯にわた
る健康づくりを積極的に推進すること。
また、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するため、保健指導等を行う
保健医療専門職の確保及び資質向上の支援を行うこと。
さらに、一体的な実施を進めるにあたり、令和２年度から本格実施する上で欠か
せない指針・ガイドライン等をできる限り早期に示すこと。
受動喫煙防止対策の強化については、制度の円滑な運用が可能となるよう、国民
に対し制度の十分な周知を図るとともに、都道府県等に対し必要な財政的・技術的
支援を行うこと。
国においては、令和２年度の保健医療データプラットフォームの本格稼働を目指
し、データの利活用に向けた取組が進められているが、データを有効活用し、施策
の企画立案に生かせるよう自治体ごとの地域課題の分析に必要となる実績数値や
推計式及びデータの分析例や活用方法の提示を行うとともに、人材育成等に係る支
援を行うこと。
（２）疾病の予防及び対策の推進
難病患者の社会参加のための施策を充実させるため、福祉・介護サービス等の拡
充などによる、総合的・包括的な支援をより一層推進するとともに、新たな医療提
供体制の整備に向けて、必要な財政措置を講じること。
加えて、小児慢性特定疾病患者についても、成人移行期支援として、医療提供体

制の整備も含め、20歳以降も継続的に医療費助成が受けられるよう、必要な財政措
置を講じること。
また、第３期がん対策推進基本計画に基づき都道府県計画を見直したところであ
るが、市町村において効果的・効率的ながん検診受診勧奨を実施するため、特定健
診と同様に検診実施者の役割や検診対象者等を法的に明確に位置付けること。
あわせて、がん検診受診率向上のため、がん検診の実施者である保険者、事業者、
検診機関及び市町村間での、職域におけるがん検診の対象者数や受診者数等の情報
共有を可能とする体制の整備や仕事と治療の両立等各種取組が円滑に実施できる
よう、必要な支援を行うこと。
さらに、がんゲノム医療を必要とする患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
療を受けられるよう医療提供体制を早急に整備するとともに、がん医療の一層の充
実強化のため、がん診療連携拠点病院の機能強化に向けた財政支援等の充実を図る
とともに、ゲノム情報等のビッグデータを解析し、がん医療の質の向上につなげる
体制の整備を確実に行うこと。
加えて、子宮頸がんの予防については、若い世代のがん検診の受診促進と、ワク
チンに関するエビデンスに基づく知識の普及を併せて行うことが効果的であるこ
とから、特に若い世代に向けたがん対策に積極的に取り組むとともに、都道府県の
取組に対する専門的・技術的支援や、ワクチンについての知識の普及に要する経費
への財政的支援を行うこと。

２

地域医療体制の整備等について

（１）地域の医療提供体制の維持・確保
都道府県は、地域医療構想に基づき、2025年に向けて病床機能の分化・連携を進
め、高度急性期から慢性期及び在宅医療等に至るまで、それぞれの医療機関等が十
分に機能し、患者がどの地域に住んでいても必要な時に必要な医療が受けられる医
療提供体制の整備に向け協議を進めている。
地域の医療提供体制の維持・確保には、地域医療介護総合確保基金や医療提供体
制推進事業費補助金等が重要な役割を果たしていることから、将来にわたり必要な
財源を確保するとともに、地域の実情に応じて柔軟に活用できるよう見直すこと。
また、自治体病院等については、救急医療・へき地医療など地域において重要な
役割を果たしているその使命に鑑み、安定した地域医療の確保が実現されるよう、
経営の効率化や医療体制の整備について、実態を踏まえ必要な支援策の充実を図る
こと。
さらに、公立病院の再編・ネットワーク化については、病院事業債（特別分）の
交付税措置の対象となる要件が令和２年度まで行われるものとなっており、現在検
討中又は検討するケースについて間に合わない可能性があることから、交付税措置
の期間延長を図ること。
加えて、社会保険診療に係る消費税の取扱いについては、本年10月の引き上げに
際し、配点方法を精緻化した上で引き続き診療報酬での補てんが行われることとさ
れたが、引上げ後の実際の補てん状況について継続的に調査を行うとともに、患者
負担の増加や医療機関の経営実態等を十分に考慮した上で、地域医療体制確保の観
点から、必要な場合には速やかにかつ確実に対策を講じること。
（２）医療人材の確保

国においては、医師の地域偏在解消に向けた医療法及び医師法の改正を行ったと
ころであるが、地方の医師不足の背景には、現在の国の医療制度と経済社会の都市
部への一極集中という構造的な問題があるため、現行の制度・枠組みの下では、地
域医療の確保には限界がある。このため、医師少数県等における医師不足や全国的
な医師の偏在を抜本的に解消していくためには、中山間地域など医師が少ない地域
での勤務にインセンティブが働くような制度設計を行うなど、国が主体的に全国の
医師偏在を解消するための実効性のある対策を行うこと。
また、引き続き医師の働き方改革の影響等を十分考慮した上で、医師の偏在解消
等に向けた施策を強力に推進すること。特に、へき地等の医師不足解消を目的とし
て増員された医学部臨時定員枠の在り方については、地域医療の実態を十分に把握
した上で慎重に検討を行うとともに、医師不足が顕著な都道府県に十分配慮した上
で、医師偏在指標による区分に基づき機械的に判断することなく、地域に必要な医
師が十分に確保されるまで医学部臨時定員増を延長するなどの対応を行うこと。あ
わせて、地域枠の学生に対する医師修学資金貸与事業については、地域医療介護総
合確保基金の活用を県内出身者に限定せず、地域の実情に応じて弾力的に活用でき
るよう見直すこと。なお、医師法の改正により臨床研修病院の指定権限が国から都
道府県知事に移管されることとなったが、一定水準の医療の質を担保するためには、
国の関与が必要不可欠であり、指定基準の提示等、都道府県に対する技術的支援や
事務に必要な人員・財源の移管も併せて行うこと。
さらに、国において示された医師偏在指標やそれに基づく医師少数区域等の区域
設定や、目標医師数のみをもって、各都道府県の医師確保対策について、画一的に
制度面、財政面の制約をかけることなく、全国の医師偏在を解消するための財源の
手当ても含めて国が主体的に実効性のある抜本的な対策を行うこと。あわせて、偏
在指標や区域設定の区分は、一定の条件で全国を相対的に比較したものであり、地
域に必要な医療提供体制を十分に捉えきれていないため、地方の実情が正確に反映
されるよう迅速かつ継続的な見直しを行うこと。
なお、医師の働き方改革については、医師の健康確保を図りつつ、医師不足によ
る救急医療の縮小等を招くことがないよう、また、都道府県に対し、一方的に新た
な役割・財政負担が課されることのないよう、制度設計にあたっては、都道府県と
十分に協議すること。
加えて、平成30年度から開始された新たな専門医制度については、サブスペシャ
ルティ領域の研修のあり方を含め、国と一般社団法人日本専門医機構の責任におい
て、制度開始後の地域医療に対する影響を検証することと併せて、都道府県に十分
な情報提供を行い、その意見も踏まえ、専門医の質の向上と地域医療の確保が両立
できる制度として機能するよう、必要に応じて運用の見直し等を行うともに、その
見直し等にあたっては、地方の声を聞くための仕組みを法定化した趣旨を尊重し、
地方から提出された意見については最大限配慮するよう、日本専門医機構に強く働
きかけること。
特に、専攻医募集にあたっては、各都道府県知事の意見を十分に尊重し、専門研
修制度の見直しが地域医療に影響を及ぼすことなく、地域の実情を踏まえたシーリ
ングの弾力的運用が可能な制度設計となるよう、日本専門医機構に強く働きかける
こと。
あわせて、各都道府県における看護職員の需給推計に基づく取組を支援するとと
もに、医療従事者の養成・確保や資質向上に係る環境整備を強力に推進すること。
（３）抗インフルエンザウイルス薬の効率的な備蓄

国の備蓄方針に基づき、国及び都道府県が行っている抗インフルエンザウイルス
薬の備蓄（行政備蓄）について、使用期限の経過により大量に廃棄処分されている
ため、新薬及び後発医薬品の出現により想定される「平時における市場流通量」並
びに「パンデミック時におけるメーカーの放出能力」の増大等の環境変化を踏まえ、
メーカー及び卸売業者による備蓄（流通備蓄）を増加させるとともに、行政備蓄の
削減を図り廃棄処分を最小限にするよう、運用体制を効率化すること。

３

医療保険制度改革の推進について

（１）医療保険制度について
将来にわたって持続可能な医療保険制度の安定的運営を図るため、国の財政責任
の下、地方と十分な協議を行いながら医療保険制度の改革等を着実に行うこと。
国民健康保険制度については、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体と
なったが、新制度の運用状況を鑑み、不断の検証を行いながら国保制度の安定化が
図られるよう必要な見直しを行うとともに、平成28年12月22日社会保障制度改革推
進本部決定により確約した財政支援について、今後も国の責任において確実に実施
することとし、その際に、特別調整交付金等の国保の財政制度の見直しが必要な場
合には、近年全国で災害が頻発している状況を踏まえ、復旧に取り組む被災自治体
の実情にも配慮したものとすること。また、国民健康保険制度の抱える構造的な課
題を解消するためには、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は大変重要
であることから、令和２年度以降もその機能を引き続き維持することとし、国民健
康保険制度における保険者のインセンティブ機能を担うものとしては、「保険者努
力支援制度」を有効に活用し、その評価の在り方については地方と協議を行うこと。
特に、インセンティブを強化する場合には、既存財源からの振替えではなく、国の
責任において新たな財源を確保して行うこと。
あわせて、市町村事務処理標準システムの円滑な導入を推進するため、国におい
て引き続き導入費用に対する財政支援を行うとともに、国の交付金に係る申請デー
タの自動作成など、その機能の充実に取り組むこと。
なお、国の公費の見込額と実際の交付額の差や前期高齢者交付金並びに後期高齢
者支援金等の概算額の算出方法が国保財政運営の不安定要因となっていることか
ら、可能な限り正確な算出となるよう運用方法の見直しを行うこと。あわせて、財
政安定化基金に年度間の財政調整機能を付与するなど同基金の使途を拡大すると
ともに、基金の有する機能に見合った規模となるよう、その充実を図ること。
さらに、医療保険制度間の公平と子育て支援の観点から、子どもに係る均等割保
険料軽減措置の導入について、国の責任と負担による見直しの結論を速やかに出す
とともに、今後の医療費の増嵩に耐えうる財政基盤の確立を図るため、国定率負担
の引上げ等様々な財政支援の方策を講じ、あわせて、すべての子ども、重度心身障
害者（児）、ひとり親家庭等に対して、現物給付による医療費助成を行った場合の
国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止すること。
また、後期高齢者の窓口負担の在り方の検討を始めとした医療保険制度における
給付と負担の見直しについては、制度設計者である国の責任において、必要な医療
への受診抑制につながることがないよう、特に低所得者に十分配慮した制度の在り
方を検討すること。
加えて、すべての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的道筋を提
示すること。

（２）医療費適正化の推進について
国は、医療費適正化の推進についてその役割と責任を果たした上で、都道府県及
び保険者が、医療費適正化の取組を円滑かつ効率的に実施できるよう、都道府県並
びに保険者協議会におけるデータ分析・活用のための環境整備、体制強化及び人材
育成に係る必要な支援を行うとともに、医療費適正化の推進に向けて、先進・優良
事例の全国展開を積極的に行うこと。あわせて、国民や医療機関等の理解促進に向
けた啓発を行うこと。
また、保険者協議会の運営を実効性のあるものとするため、協議会の運営や事業
に要する財政措置は引き続き国の責任において講じること。
国保レセプト情報等については、都道府県が保険者として医療費適正化や住民の
健康増進などのために確実に活用できるよう法的に位置付け、市区町村がデータを
提供しやすい環境整備を図ること。
さらに、高齢者の医療の確保に関する法律第14条に基づく地域独自の診療報酬に
ついて、都道府県の判断に資する具体的な活用策の在り方を検討するにあたって
は、国として、地域独自の診療報酬の妥当性及び医療費適正化の実現に向けた実効
性に係る検討を、各都道府県の意見も踏まえ、慎重かつ適切に行うこと。また、都
道府県がそれぞれの地域の実情を踏まえながら進めている医療費適正化のための
取組の状況等に配慮し、その意見を十分に聞き尊重すること。

４

超高齢社会への対応について

（１）地域包括ケアシステムの構築等
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、医療・介護の体制整備が急務とな
っているが、中山間地域や離島をはじめ、国民が住んでいる地域によって、提供さ
れる医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・福祉サービスなどに格差が生
じることのないよう、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを深化・推進して
いくために、基盤整備や人材確保のための支援を行うこと。
（２）持続可能な介護保険制度に向けて
保険者機能強化推進交付金の財源として調整交付金を活用することが検討され
ているが、調整交付金は、保険者の責めによらない要因により生じる保険料の水準
格差を全国ベースで標準化するために交付されるものであることから、保険者機能
強化推進交付金は調整交付金とは別枠で措置すること。
（３）認知症対策について
認知症高齢者等にやさしい地域づくりを通じた「共生」の実現に向け、認知症の
人と家族を社会全体で支える体制の構築や、地域の実情に応じた体制づくりに対す
る恒久的な財政措置に加え、若年性認知症の人達が就労の継続を含めた社会参加
等、本人の力を最大限に活かせる環境整備を行うこと。
あわせて、認知症発症メカニズムの解明と予防や治療に関する研究開発を加速化
するなど、国による認知症に関する研究・技術開発の促進を図ること。
（４）介護人材の確保
介護人材の安定的な確保・育成・定着を図るため、介護職への理解促進とイメー

ジアップを国において様々なメディアを活用するなど緊急にかつ財源を集中的に
投下して実施し、学生、主婦や元気高齢者などの多様な人材の確保に取り組むとと
もに、事業者による魅力ある職場づくりを促進すること。また、介護事業者が円滑
に外国人を雇用できるように、外国人介護人材の受入体制の充実を図ること。あわ
せて、更なる処遇改善を図り、事業所に適切に反映させるなど経験・技能のある人
材を育成するとともに、生産性向上に向けた取組の好事例を全国に横展開させるな
ど人材の定着を促進する実効性のある施策を強力に推進すること。

５

障害保健福祉施策の推進について

（１）障害者総合支援法等について
改正障害者総合支援法が平成30年度から完全施行されたが、地方の意見を踏まえ
た上で、運用の見直しや必要な財政支援等を講じること。
また、医療的ケアが必要な障害児や重度の障害者への支援については、障害の特
性や必要とされる支援の度合に応じて適切な対応ができるよう、障害者や地域の実
情を踏まえた報酬の評価や、福祉サービスの継続的かつ安定的な提供について、財
政措置を含め適切な措置を講じること。
あわせて、社会福祉施設等整備事業や、地域生活支援事業等に要する十分な財政
支援措置を講じること。
さらに、手話言語法の制定など、障害者に対する多様なコミュニケーション支援
の充実のための法整備を図ること。
（２）精神障害者の地域生活支援について
各自治体が可能な範囲で積極的に精神障害者の退院後支援を進められるよう、平
成30年３月にガイドラインが示されたところであるが、都道府県等の円滑な運用に
向けて必要な支援を行うとともに、精神科救急医療の体制整備等も含め財政措置を
十分に講じること。
また、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進が求められているが、
対策を充実させるための体制整備や必要な財政措置を講じること。

６

生活困窮者などの対策について

平成30年度に改正された生活保護制度や生活困窮者自立支援制度の施行状況や国
が実施した相対的貧困率の調査結果等を踏まえ、実効性のある貧困対策をより一層推
進するため、財源を確実に確保するとともに、必要に応じ改めて制度の見直しを行う
こと。
特に、生活保護制度については、全国一律のセーフティネットとしての機能が十分
に発揮されるよう、生活保護基準の見直しによる生活保護受給者の生活に対する影響
を検証するなど、不断の見直しを行うこと。

７

地域共生社会の実現に向けて

地域共生社会の実現に向けて、国において共生型サービス等の多様な福祉サービス
の提供について理念の周知を強化しながら一層の普及を推進するとともに、地域課題
の解決力強化のための包括的支援体制や就労･社会参加の場の整備・普及のための支

援方策に係る検討を行うにあたっては、真に必要な公的支援を地域住民に肩代わりさ
せることのないよう留意するとともに、十分な財源措置を行うこと。あわせて、モデ
ル事業の成果の活用等により、地方自治体の取組を支援するとともに、恒久的な補助
制度等を含めて具体的な制度を早期に提示し導入のための十分な時間を確保するこ
と。
また、本来、国の役割である矯正施設退所予定者及び退所者等の社会復帰等を支援
する取組については、地域生活定着促進事業に基づく取組はもとより、地方公共団体
が先進的に実施している取組についても、着実な施策の運営が確保されるよう国の責
任において十分な財政措置を講じること。あわせて、再犯防止施策については、国に
おいて主体的に取り組むとともに、地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で取組を
進めること。
さらに、内閣府が実施した中高年のひきこもりに係る実態調査の結果を十分に分析
した上で、39歳以下も含め当事者の状況に応じた支援体制の構築や地方の支援の実施
等に係る必要な支援等を行うこと。

８

少子化対策の推進について

少子化の克服は我が国における喫緊の国家的課題であることから、結婚から妊娠・
出産、子育てまでの切れ目ない支援により、次世代を担う子どもたちが健やかに生ま
れ育つことができるよう、国は予算規模を拡充した上で、地域少子化対策重点推進交
付金や不妊治療への支援、子育て世代包括支援センターへの財政支援など子ども・子
育て支援施策等の更なる充実・強化を図ること。
「新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定）」及び「経済財政運営
と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）」に盛り込まれている待機児童
の解消に向けた受け皿の整備については、国の責任において着実に推進すること。
また、保育士等の確保も厳しい状況にある中、受け皿の整備に伴い、更に多くの保
育士等の確保が必要となることから、保育士修学資金貸付等事業を継続し、引き続き
処遇改善や潜在保育士の再就職支援等を推進するほか、保育の質を確保するための職
員配置の改善や研修体制整備等に対する支援の充実を図るとともに、処遇改善等加算
の認定事務の簡素化や施設整備交付金の一本化などを進めること。
さらに、保育所等を利用せず家庭で育児を行う世帯が多数いることから、全ての子
育て世帯が負担軽減を享受できるよう在宅育児世帯に対する支援制度・仕組みを構築
するほか、多子世帯やひとり親世帯等に配慮し、多子世帯に有利な税制等の構築や、
「小１の壁」をなくし、切れ目なく子育て家庭を支援するため、放課後児童クラブの
待機児童の解消に資する施設整備や人員確保、民間による多様な放課後児童の居場所
づくりを支援したり、利用料を無償化するなど、より一層の財政支援と経済的負担の
軽減を図ること。
あわせて、子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置について
は、未就学児に限らず、すべて廃止するとともに、国の責任において、子どもの医療
に関わる全国一律の制度を創設すること。
加えて、長時間労働の是正、時間単位年次有給休暇など柔軟な労働時間制度、テレ
ワークなど柔軟な働き方の導入促進、日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討も含
めた育児休業制度の拡充など、多様な担い手による育児参画の促進と、希望する誰も
が就業でき働き続けることができる仕組みの構築など、キャリア形成に対する支援の
拡充を図るとともに、社会全体で子育てを応援する機運の醸成に向けた施策を強化す

るなど、仕事と子育てを両立できる環境づくりを推進すること。

９

厳しい環境にある子どもたちへの支援について

平成27年12月の「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」を踏まえ、ひ
とり親家庭の就労形態の転換促進や児童養護施設等の子どもたちの自立支援の充実
等、特に厳しい環境におかれた子どもたちへの支援等の抜本強化を図るとともに、
「地域子供の未来応援交付金」の当初予算規模の拡大を含め、施策の充実のために必
要な財政措置を講じること。
とりわけ、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」において、母子世帯の依然
として厳しい経済状況が明らかとなった。各家庭に応じた総合的な支援制度の創設な
ど、ひとり親家庭施策の更なる充実を図るとともに、養育費にいたっては、母子世帯
の約４分の１しか受けていない状況を踏まえ、実効性のある養育費確保方策を講じる
こと。
特に、生活困窮世帯の子どもたちに対する学習・生活支援については、「貧困の連
鎖」を断ち切る手段として重要であることから、国庫補助の事業費上限額の撤廃と国
庫補助率の引上げを図るなど引き続き必要な支援を行うこと。
また、増加する児童虐待に児童相談所が対応するため、平成30年12月に策定された
「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等を踏まえ、児童相談所の体制及び専門性
の一層の強化に向けた人材の確保・育成を図るとともに、そのための財政支援策を講
じること。あわせて、急激な職員の増員に対応するための、児童相談所の設備整備も
含めた財政支援策を講じること。
さらに、都道府県は、「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえた都道府県社会的養
育推進計画の見直しを進めているところであるが、このビジョンの理念の実現に向け
て必要な財源を確保するとともに支援制度の充実を図ること。また、社会的養育推進
の必要性及び里親制度について広く国民に対し周知すること。

10

人権の擁護に関する施策の推進について

すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現させるため、人権教育及
び人権啓発に関する施策を推進するとともに、インターネットを悪用した差別表現の
流布等、様々な人権に関わる不当な差別その他の人権侵害事案に対応するため、早急
に、実効性のある人権救済制度の確立に努めること。
また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、国による啓
発・知識の普及を図るための取組等をより一層推進するとともに、その施行状況につ
いて検討する等、実効性のある対策を講じること。あわせて、特定の民族や国籍の人々
を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解消に向け、「本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に基づき、実効性の
ある対策を講じること。
加えて、部落差別の解消に向け、「部落差別の解消の推進に関する法律」に基づく
国の施策について、その内容や国と地方の役割分担の考え方を示すとともに、相談体
制や教育・啓発、地域交流等の拠点となる隣保館事業の充実に対する支援を含め、実
効性のある対策を講じること。
これら、新たに法が制定された人権問題はもとより、児童・高齢者・障害者等に対
する虐待、子ども同士のいじめや女性への暴力、ＬＧＢＴ等への理解促進等の様々な

人権課題について、全国の地方公共団体は、地域の実情に応じて取り組んでいるとこ
ろであるが、これらの人権課題の解消に向け、国において、その責任を果たすよう、
予算の充実確保や普通交付税・特別交付税の措置など、必要な財政措置等を行うこと。

11 旧優生保護法一時金支給に係る周知・広報における合理的配
慮について
旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の支給が開始され、国において制度周
知・広報に取り組まれているが、現在、国が示す広報物は様々な障害を抱えた方への
広報としては、配慮に欠け不十分さが見受けられる。旧優生保護法一時金支給制度の
対象者の多くは障害を抱えた方々であることを踏まえ、手話動画の配信、広報物の点
字・拡大版対応、さらにイラストを使用した記述内容の平易化など、国において、早
急に合理的配慮を踏まえた取組を行うこと。その上で、合理的配慮を踏まえた多様な
広報ツールについて、都道府県に共有すること。

【文教関係】
１

教育施策の推進について

（１）第３期教育振興基本計画の推進、新学習指導要領の円滑な実施、少人数教育や特
別支援教育の充実などの課題に対応するとともに、地方が全力で取り組んでいる地
方創生において、日本の将来を支える人材が健やかに育まれるよう、教育について
は単なる財政的観点から合理化を行うのではなく、「チーム学校」を実現するため、
教職員定数の更なる改善を着実に実施すること。実施に当たっては、地域の実情に
応じた柔軟な学級編制と教職員配置が可能となるよう、所要の措置を講ずること。
特に、現在の教育現場は、いじめ・不登校、特別な支援が必要な児童生徒や外国
人児童生徒等の特別な配慮を必要とする児童生徒の増加への対応や教職員の働き
方改革など、様々な課題が複雑化かつ困難化している状況にある。また、新規採用
教員の指導力向上が求められる中、国が示す初任者研修に係る定数配置では初任者
への指導が十分にできないことが懸念される。
このような地方の実情を十分に踏まえ、国においては、これらの課題に対処でき
るよう、地方が必要とする教職員定数を長期的な視点から安定的に確保するとと
もに、加配定数の一層の拡充や必要な財源の確保を図ること。
なお、急務となっている学校における働き方改革の推進については、教職員の定
数改善を速やかに進めることはもとより、その実施に当たり地方への影響が非常に
大きい施策については早期に地方と協議するとともに、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーをはじめ、部活動指導員、スクール・サポート・スタッ
フ、スクールロイヤーと教員の連携体制の充実を図るため、これら専門スタッフの
更なる配置に必要な財源を確保すること。加えて、これら専門スタッフの配置に必
要な財源の措置に当たっては、期末手当の支給等経費の増大が見込まれる会計年度
任用職員への移行を十分考慮すること。
また、教員の子供と向き合う時間や授業の質を高めるための教材研究の時間など
を確保するため、統合型校務支援システム導入など学校現場における業務の効率化
及び適正化のために必要な取組を推進するとともに、その経費について地方の実情
に応じた財政支援を図ること。
（２）高等学校等就学支援金制度については、私立高等学校等の実質無償化を含め、そ
の財源の確保を国の責任において確実に実施するとともに、所得の判断基準の在
り方や支給月数の制限、単位制高校進学者に対する支給制限などの問題に対応す
べく、制度の更なる拡充・見直しを図ること。
高等学校等修学支援事業については、事務費も含め、安定した財源の確保を図
り、全額国庫負担により実施すること。特に、低所得者に対する奨学のための給
付金制度については、第１子と第２子以降の支給額の差を解消するため、更なる
見直しを行うこと。
また、上記の２つの制度の運用に当たっては、生徒・保護者の利便性と関係機関
の事務手続簡素化の観点から、所得制限の基準や受給資格審査、支給方法などに
ついて、適宜見直しを行うこと。
さらに、高校生等の修学機会の確保のため、都道府県による授業料等減免事業へ
の財政支援の拡充を行うとともに、私立小中学校の児童生徒に対する経済的な支援

策について、国において実施する実証事業の結果を踏まえ、幅広く検討を行い、恒
久的な制度化及び充実を図ること。
あわせて、高等学校就学支援金制度や来年度から導入される高等教育の無償化の
制度の対象になっていない高等学校専攻科に対しても、同等の措置が受けられるよ
う支援の拡充を図ること。
（３）本年 10 月から実施することとされた幼児教育無償化について、必要な地方財源
を一般財源総額の同水準ルールの外枠で地方財政計画の歳出に全額計上するな
ど、国の責任において今後も確実に確保すること。
幼児期における教育によって育まれる非認知能力や語彙力、多様な運動経験が、
その後の生活や学力、運動能力に大きな影響を与え、人格形成の基礎を培う重要な
ものであることから、幼児教育の更なる質の向上と人材確保の取組、環境整備の充
実を図るとともに、その実施に当たり地方の行財政の運営に影響の大きい施策につ
いては早期に地方と協議すること。
（４）いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題対策連絡協議会等の組織の運営、い
じめ防止対策の調査研究等、地方公共団体がいじめ防止等の対策を総合的に推進す
るため、補助率の引上げを含め、必要な財源を国の責任において確保すること。
（５）大学は、地域における「知の拠点」として、地域の将来を支える人材や産業の育
成に多大な貢献をしており、地方創生にとって重要な役割を担っていることから、
単に人口の減少をもって大学の規模や地域配置を論じることなく、産学官の連携を
深めながら広く議論するとともに、以下の点に配慮した施策を行うこと。
・多様な分野で地域に貢献している大学が、地域の中核的な高等教育機関として、
安定的な運営を確保できるよう、国立大学における運営費交付金や基盤となる施
設の老朽化対策等に係る施設整備費補助金、公立大学における地方交付税措置、
私立大学に対する助成の拡充などの財政支援の充実を図ること。
・大学の有する歴史的経緯を踏まえた基礎研究に関する体制を十分に維持しつつ、
地域が必要とする専門的人材の育成などの地域課題解決に積極的に取り組む大
学を評価し、施設整備・研究投資を拡大するとともに、大学の地方移転に係る経
費の補助やその後の運営費交付金・補助金の増額などの予算措置を講ずること。
また、学生が生まれ育った地域の将来を担えるよう、地方大学に入学又は卒業後
に地元に定着した学生に対して、授業料減免など一定のインセンティブを与える
制度の検討や、地域内における進学者や就職者の実績に応じた地方大学に対する
運営費交付金・補助金の増額などの優遇措置、さらに、地域内進学や就職を促す
地方大学や地方自治体の取組を支援する取組を拡充すること。
・平成２７年度に創設された大学生等の地方定着の促進に向けた奨学金返還支援制
度の活用を図るため、支援対象者の要件について内容や例示等を見直し、地方が
必要とする幅広い人材を対象とするとともに、対象者数を拡充すること。あわせ
て、地方公共団体への財政支援を更に充実させること。
・大学・専門学校等の高等教育に係る教育費の負担軽減のため、国が実施する大学
等奨学金事業について、給付額の引上げ、運用方法の弾力化など制度の拡充を図
ること。また、大学等入学時は入学金をはじめとして多額の経費が必要となるこ
とから、入学前の貸付制度を創設すること。
・真に支援が必要な子供たちに対する高等教育の無償化について、2020 年度からの
円滑な導入・実施に向け、着実な準備を進めるとともに地方が重要な役割を担う

取組については早期に地方と協議すること。また、必要な地方財源を一般財源総
額の同水準ルールの外枠で地方財政計画の歳出に全額計上するなど、国の責任に
おいて確保すること。
・職業教育の推進のための施策の一つとして、本年より開設される専門職大学等に
ついては、地域社会のニーズに即応する優れた専門技能と新たな価値を創造する
ことのできる専門職業人材の養成、さらにリカレント教育を担う場となることも
期待される。地域的にバランスのとれた設立となるよう、専門職大学等の設置申
請にあたり、各申請者が専門職大学の制度趣旨を十分理解し、十分な準備の上で
申請を行えるよう、専門職大学制度の周知・徹底を図ること。あわせて、専門職
大学の運営に関し、十分な財政支援措置を講じること。
（６）私立を含めた学校施設、社会教育施設及び社会体育施設は、将来を担う児童生徒
の学習・生活の場であるだけでなく、災害時には地域住民の避難所としても使用
される施設であり、その安全性・機能性の確保は非常に重要である。国は、「防
災・減災、国土強靱化のための 3 か年緊急対策」（平成 30 年 12 月閣議決定）に
おいて示された学校施設等の整備に関する緊急対策及び社会教育施設等の耐震化
（非構造部材を含む。）と老朽化対策を着実に実施できるよう必要な財源措置を
行い、補助要件を満たす事業については、必要な予算を確保するとともに、補助
対象の拡充や補助率・補助単価の引上げなど、十分な財源措置を行うこと。特に、
公立学校施設について、長寿命化計画（個別施設計画）に基づく点検・診断や改
修などについて地方財政措置の充実を図るとともに、私立学校施設についても、
耐震改築事業費補助制度を拡充するなど公立学校施設と同水準の支援を行うこ
と。その際、耐震性や劣化状況に係る点検が完了していないものもあることや近
年の建築単価の高騰等を勘案し、補助対象の拡充や補助率・補助単価の引上げな
ど、十分な財源措置を行うこと。
また、緊急対策以外の環境改善のための施設の改修についても、地方公共団体の
作成した施設整備計画に基づく事業が着実に実施できるよう、必要な予算を確保す
ること。
（７）学校の教育活動におけるＩＣＴの積極的な活用がますます求められている中、学
校が保有する機微情報に対する不正アクセスの防止等の十分なセキュリティ対策
を講じることが不可欠である。学校の情報セキュリティ対策を強化するため、「教
育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づく対策を確実に講じ
ることができるよう、必要な財源措置を講じること。
また、ＩＣＴ教育活動を推進する上で課題となっている機器の整備について、調
達コストを低減する方策や必要となる機器の仕様を早期に検討し、提示すること。
（８）社会教育施設は、住民主体の地域づくりや持続可能な共生社会の構築に向けた幅
広い取組や地域の幅広い情報発信拠点として、地域住民の多様なニーズに応える
取組を推進していく必要があることから、地方公共団体だけでなく様々な団体、
住民が連携・協働し、多彩で創造的な取組を進められるよう支援すること。
学校図書館・公立図書館等を通じて、児童生徒や地域住民が多様な書籍や新聞・
雑誌、視聴覚資料、デジタルデータベース等に触れる機会を提供し、文化的な素養
を高めるとともに、多世代が集い地域課題の解決に向けて「知」を共有するなど、
地方の将来を担う人材の育成機能を一層向上させるため、司書の配置や資料、施設、
設備の整備に係る国の財政支援を拡充すること。

（９）開催都道府県の意見を十分反映した国民体育大会を推進すること。また、国民体
育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催経費及び選手派遣のための経費につい
て、応分の負担を行うこと。

２

地域における科学技術の振興について

地域における科学技術の振興は、新技術や新産業の創出による活力ある地域づく
り、更には我が国全体の科学技術の高度化・多様化に結び付くものであることから、
その重要性を国家戦略の中で明確に位置付け、地域における科学技術の振興に向け、
以下の支援策を積極的に推進すること。
・世界各国から高度な人材や技術が集積した国際科学技術研究拠点を形成するなど、
地域の特性を生かした先端産業を中心とした新たな産業集積圏域を創設するこ
と。
・広域的な産学官連携を推進するため、サポート体制の強化や地域の産学官連携に
不可欠なコーディネーターを長期安定的に確保するための制度を創設すること。

３

地域における文化芸術の振興について

（１）新たな文化の創造や地域に根ざした歴史文化の保存継承、交流を生み出す芸術祭
の開催など、地域における文化芸術活動への支援を充実・強化すること。
地域における文化芸術及び歴史文化資源の情報発信の拠点となっている文化会
館及び博物館等の文化施設について、耐震化やバリアフリー化への対応などの長寿
命化や機能向上につながる施設の改修など、その整備・充実に必要な財政支援を拡
充すること。
（２）地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、文化財保
護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行
された。
国は、都道府県の「文化財保存活用大綱」及び市町村の「文化財保存活用地域
計画」の策定や、それらに示された保存活用事業の推進、耐震対策を含む文化財
の保存整備、活用に関する施策の実施に要する費用に対し、財源措置を拡充する
こと。

４

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする国
際的スポーツイベントについて

（１）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会やワールドマスターズゲーム
ズ 2021 関西、第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）など、我が国で開催
が予定されている国際的なスポーツイベントについては、観光振興、日本文化の
発信、地域活性化に貢献するとともに、大きな経済波及効果が期待される。日本
再興の起爆剤としてオールジャパンで盛り上げていくため、国内外における機運
醸成に取り組むとともに、大会開催による経済振興、国際交流、スポーツ・文化
振興、障害者の社会参加の促進といった様々な効果が、東日本大震災等の被災地

域はもとより、日本全体に行き渡るよう配慮すること。さらに、そのレガシー（遺
産）を、その先へつなげていくことができるよう、一過性のイベントに終わらせ
ることなく、継続的な支援に取り組むこと。
（２）日本全体で国際的なスポーツイベントを成功に導くため、地方において、国際大
会で活躍できる選手の発掘や育成、国際的なスポーツ合宿の受入れ、東京 2020 オ
リンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする国際的スポーツイベントの
競技会場の整備等、創意工夫ある取組を一過性に終わらせることなく継続的に実
施できるよう、ソフト・ハード両面における適切な財政支援を行うこと。
（３）東京 2020 パラリンピック競技大会を契機として障害者スポーツの裾野拡大を図
る観点から、競技団体への助成やスポーツ施設のバリアフリー化などに必要な財
政支援を行うとともに、パラリンピック競技をはじめ障害者スポーツに関する積
極的な広報を推進すること。
（４）日本遺産をはじめ全国各地の地域固有の文化等が活発に発信されるよう、様々な
文化プログラムの取組への支援を行うとともに、多言語化対応などの環境整備や
人材育成、情報発信を支援すること。
（ ５ ）海 外 選 手 等 の 国 内 で の 長 期 キ ャ ン プ を 可 能 に す る た め 、国 内 在 留 資 格 を
緩和するなどの対策を実施すること。

【環境関係】
１

地球温暖化対策及び気候変動適応の推進について

（１）２０３０年度の温室効果ガス削減目標の確実な達成に向けて、国内における低炭
素社会への取組を加速させるため、「地球温暖化対策計画」に基づき、国、地方公
共団体、事業者、国民が一体となった取組を着実に推進すること。
（２）気候変動の影響による国民の生命、財産及び生活、経済等への被害を最小化、迅
速に回復できる社会の構築に向けて、気候変動に対する国民の危機意識の共有を図
る取組を強化するなど「気候変動適応計画」を実効あるものとし、適応策を強力に
推進すること。
あわせて、地域における適応の取組を促進するため、気候変動適応法で規定され
た地方公共団体における地域気候変動適応計画の策定や実行、地域気候変動適応セ
ンターの整備、運営等について、国において十分な財源措置を講ずるとともに技術
的援助の強化を図ること。
（３）オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から重要な課題であるフロン類の排出抑
制について、第一種特定製品廃棄時のフロン類回収率がいまだ低迷していることか
ら、国は回収率向上のための施策を着実に推進すること。
また、フロン類使用製品からのフロン類の漏えいを防止するため、国は事業者向
けのみならず、広く一般国民に対して法令周知を行い、フロン類の適正管理の徹底
を図ること。
（４）自動車交通に起因するＣＯ2 排出量の削減は、気候変動対策として極めて重要で
あることから、自動車からの環境負荷低減に関して、低公害車の普及を一層促進
するとともに、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の加速的普及を図
るため、研究開発の推進、需要拡大、規制緩和、インフラ整備などについて、総
合的な支援策を講ずること。

２

大気環境保全対策の推進について

（１）微小粒子状物質（ＰＭ２．５）については、中央環境審議会大気・騒音振動部会
微小粒子状物質等専門委員会において、平成２７年３月に微小粒子状物質の国内
における排出抑制策の在り方の中間取りまとめがなされ、国内における排出抑制
対策の着実な推進が必要とされたところである。
国民の健康への不安の解消を図る必要があることから、以下の対策を着実に実施
すること。
・多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム等の高度な解析を行い、総合的かつ
広域的な対策を講ずること。
・大陸からの越境大気汚染に対しては、実効性のある対策が講じられるよう技術協
力を強化すること。
・常時監視体制の整備のための都道府県の負担について、必要な支援を行うこと。
・疫学的知見、特に、影響を受けやすいとされる高齢者や乳幼児、呼吸器系・循環
器系疾患患者の健康影響に関する知見の収集に努め、きめ細かな対応を定めるこ

と。
・健康不安解消のため、国民に対し広く情報が行き渡るよう情報発信を適切に行
うこと。
（２）光化学オキシダント濃度の上昇要因については、大陸からの汚染物質の影響も示
唆されていることから、原因解明のための調査研究を更に進めるとともに、国際
的対応も視野に入れた対策を早急に講ずること。
（３）自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づく施策等総合的な自動車排出ガス対策を推進すると
ともに、光化学オキシダントや微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の原因物質の一つと
される自動車燃料蒸発ガスの低減については、給油所側での対策が着実に進むよう
「大気環境配慮型ＳＳ認定制度」の普及拡大など、財政支援を含め必要な措置を講
ずること。

３

総合的な廃棄物・リサイクル対策の推進について

（１）廃棄物の資源化や処理について、その円滑・適正な推進に向け、国、都道府県、
市町村等が役割分担の下、取り組んできているが、特に大きな役割を果たしてい
る地方公共団体に対する支援を強化するなど、諸施策の充実を図ること。
（２）ＰＣＢ廃棄物について、処理の安全性を確保するとともに、早期処理に向けて実
効性のある処理促進策を実施すること。
・高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理事業については、地元の理解と協力の下に成り立って
いることを踏まえ、法に定めるＪＥＳＣＯの各事業所の処分期間内で、地元自治
体の負担に配慮し、一日も早く完了できるよう、政府は一丸となって取り組むこ
と。また、ＪＥＳＣＯ北九州が担当していた区域（中国、四国、九州、沖縄）の
高濃度ＰＣＢ廃棄物のうち、廃ＰＣＢ等、廃変圧器、廃コンデンサー等について
は平成３１年３月３１日で特例処分期限日が終了したが、その後に存在が判明し
た廃棄物について、早期に処分できるよう具体的な対応策を示すこと。
・「ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の一部改正により発生
する事務の執行及び高濃度ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査に必要な経費につ
いて、確実に財政措置を講ずること。特に、行政代執行に要した費用の徴収が困
難となる場合が想定されることから、代執行を行う自治体に財政負担が生じるこ
とのないよう、処理費用だけでなく、人件費も含めた財政的支援の仕組みを確実
に講ずること。
・低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理について、その処理が効率的かつ合理的に進むよう、
処理体制の充実・多様化を図るとともに、正確な全体像を明らかにすること。ま
た、期限内の処理を確実に行うため、処理費用等に対する助成制度を創設するこ
と。
・さらに、使用中の低濃度ＰＣＢ含有製品をはじめ法で明確に使用廃止期限が定め
られていないものについて、計画的処理ができるよう国において早急に検討を行
うこと。
・ＰＣＢ廃棄物の早期かつ適正な処理の必要性に関して、マスメディア等を活用し
た積極的な広報・啓発を継続的に行うこと。

（３）近年の行政機関、事業者等の取組により、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理
案件の新規発生は減少傾向にあるものの、依然として都道府県等が支障除去にお
いて多額の費用と労力を負担している現状にある。このため、現行制度の改善も
含め都道府県の意見が反映された恒久的な制度を構築するとともに、必要額を確
保すること。
また、産業廃棄物や特定家庭用機器等の不法投棄の防止対策など不適正処理対策
の推進のため、排出者責任の徹底や費用徴収方法などについて見直しを図ること。
（４）拡大生産者責任の考え方を重視し、生産者が製品の循環的な利用や適正な処分を
推進するよう、現行の各種リサイクル法が適用されない使用済みの太陽光パネル
などの製品についても、リサイクルシステムを早急に構築するとともに、必要に
応じて各種製品に見合った処理費用の前払い方式やデポジット制度を導入し、広
く国民に対して、「リデュース・リユース・リサイクル」の普及を図ること。
特に、世界的課題である海洋プラスチック問題や国内での廃プラスチックの滞留
問題等の観点から、プラスチックごみの削減につながる取組の強化、プラスチック
の３Ｒや再生可能資源への転換を図るとともに、使用済みのプラスチック等の省Ｃ
Ｏ２リサイクルシステムを構築すること。
また、Ｇ７富山環境大臣会合で合意された「富山物質循環フレームワーク」を推
進するため、食品ロス・食品廃棄物対策や電気電子廃棄物（E-Waste）の管理など、
資源効率性向上・３Ｒ推進への国の積極的な取組や地方公共団体への支援の充実
に努めること。

４

海洋ごみ対策の推進について

海洋ごみ対策は、国際的な対応を含め、国が責任を持って取り組むべき問題であり、
海岸漂着物等（漂流・海底ごみも含む）の回収・処理等への支援制度については、十
分な予算を確保するとともに国の全額負担による恒久的な財政支援制度に改善する
こと。
また、地方公共団体が大量の漂着物を処理した場合には、支援制度の上乗せ等の特
別措置を講ずること。
なお、地域的な対策を地方公共団体が行う場合にあっても、海洋ごみの回収・処理
等の各段階における都道府県と市町村の役割分担を明確にし、地方公共団体に混乱が
生じないように対応策を講ずること。
さらに、世界的にも問題となっている海洋環境におけるマイクロプラスチック（微
細なプラスチック）ごみについては、生態系に及ぼす影響が懸念されることから、そ
の実態解明と発生抑制対策を講ずること。

５

生物多様性保全対策等の推進について

（１）生物多様性の保全及び持続可能な利用については、生物多様性条約第１０回締
約国会議（ＣＯＰ１０）において採択された「愛知目標」の達成及び第１５回締約

国会議（ＣＯＰ１５）で採択予定の「ポスト２０２０目標」の検討に向け、「生物
多様性国家戦略２０１２－２０２０」の見直しを行う際には、施策の充実を図り、
かつ、地方公共団体等と連携・協働して取り組み、各地域で総合的な対策が推進で
きるよう必要な支援を盛り込むこと。
特に、生物多様性の危機が続く中で、施策立案の基礎となる科学的基盤の強化を
図るとともに、希少な野生動植物の保護と外来種による被害防止に関する対策を進
めること。
また、多様な主体による取組が積極的になされるよう、効果的な広報・啓発活動
を行うこと。
（２）攻撃性が強く、人体にとって危険な生物であるヒアリをはじめとした特定外来生
物の海外から国内への侵入を確実に阻止するとともに、国内への定着防止を図る
こと。
特に、定着国等からの貨物により侵入する可能性が高いことから、海外での貨物
輸出時における予防的防除が徹底されるよう関係国、関係者に働きかけること。
また、国が主体となり、関係地方公共団体とより緊密な連絡調整の下、侵入予防、
特定外来生物が発生した際、注意喚起を行う全国的な情報共有の仕組みの構築な
ど、発見から防除について財政支援を含めた継続的な対策を講ずること。
（３）野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に拡大し、高山植物の食害等の自然生態
系への影響や市街地に出没することによる人身被害も発生している中、「鳥獣の
保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき都道府県等が実施する
指定管理鳥獣捕獲等事業の実効性を確保し、鳥獣管理の一層の促進や捕獲個体の
ジビエ等の利用拡大を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の一層の拡充や
特別交付税措置、未然防止対策への支援など、なお一層の鳥獣捕獲対策の充実・
強化を図ること。

６

アスベスト対策の推進について

「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進に加え、解体等工事に係るアス
ベストの事前調査の方法やレベル３のアスベスト含有建材の除去における飛散防止
対策について検討を加えるとともに、アスベスト対策を専門とする人材の一層の育
成、石綿健康被害救済制度の充実など、国の責任においてアスベスト対策の更なる充
実・強化を図ること。
今後、アスベストが使用された可能性のある建築物の大量解体が見込まれることか
ら、飛散性アスベストに限らず解体等工事が予定される建築物等のアスベストの有無
についての事前調査やその除去等を行うための、建築物の所有者等に対する助成制度
を創設するとともに、解体等工事のアスベスト調査者に資格要件を設けるなど、調査
結果に対する信頼性の向上を図ること。
また、地方公共団体に対しては、石綿漏えい監視等に関する技術講習会等の実施や
監視に要する費用に対する十分な財政措置を実施すること。
加えて、石綿健康被害救済制度の見直しが生じた場合、地方公共団体に費用負担を
求めないこと。

【エネルギー関係】
１

資源エネルギー対策の推進について

（１）エネルギー政策の総合的、計画的推進及び国民的合意の形成
エネルギーが、国民生活や経済活動に欠くことのできない重要な基盤であるとと
もに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことに鑑み、エネルギ
ー政策については、安全・安心の確保を前提とし、総合的なエネルギー安全保障の
強化や再生可能エネルギーの大幅な増加など脱炭素化に向けた世界の動向を踏ま
え、長期エネルギー需給見通しについて今後の具体策を明らかにした上で、国内外
における対策を総合的、計画的に推進すること。
また、エネルギー政策の推進に当たっては、あらゆる技術や資金等を有効に活
用しながら、地球温暖化対策の推進等に留意し、地方の意見を十分に反映させ、
国民の理解と合意を得られるよう最大限の努力を払うこと。
（２）エネルギーシステム改革の着実な実行
電力及びガス市場の自由化に向けたシステム改革については、電力及びガスの低
廉かつ安全で安定的な供給を大前提として、へき地や離島を含めたユーザーの利益
に最大限配慮しながら着実に実行すること。
また、消費者の利益に最大限配慮した上で、新電力事業者の公平な市場参加を図
るため、ベースロード電源の市場への供出について適切な運用を図ること。
さらに、温室効果ガス排出量算定等に用いるため、電力の完全自由化に伴い把握
できなくなった小売電気事業者ごとの都道府県別電力需要実績等の情報について、
国の主導により開示する仕組みを作ること。
（３）電源立地対策の推進
電源地域の恒久的、広域的、自立的な振興や安全確保を図るため、各省庁が一体
となって生活環境や産業基盤の整備、安全対策等を推進すること。
また、電源三法等による交付金制度や特例措置については、関係地方公共団体の
自主的、弾力的な活用が可能となるよう制度の改善・拡充を図ること。
特に、原子力発電所の廃炉が行われる関係地方公共団体が新たな産業や雇用を創
出できるよう、廃炉プロセス完了までの財源の確保、また長期停止等に伴う経済停
滞に対する財源を確保すること。
さらに、令和３年３月に失効する「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特
別措置法」を期限延長するとともに、財政支援制度を拡充すること。
（４）再生可能エネルギーの導入拡大
太陽光や風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーは地球温暖化対策に加
え、エネルギー自給率向上や災害に強い「自立分散型電源」確保の観点からも重要
であることから、国民、事業者、地方公共団体等と緊密に連携しながら、意欲的な
導入目標を設定するとともに、「固定価格買取制度」の適切な運用、情報開示の徹
底、規制緩和、各地域の創意工夫を活かした再生可能エネルギー発電設備の優先接
続、事業者及び使用者双方の負担軽減を図るための税財政上の措置の拡充、事業者
による適正な管理の一層の推進、発電コストの低下や安定供給のための技術開発の

積極的な推進等の措置を講じ、導入拡大を最大限加速させること。
特に、多くの地域で系統接続量が限界に達し、新たな再生可能エネルギー発電所
設置の障害となっている現状を重く受け止め、速やかな系統連系対策や出力変動対
策の強化による接続可能量の更なる拡大、発電量の正確な把握のための基盤整備や
系統運用方法の見直し等を推進すること。
なお、固定価格買取制度対象外の再生可能エネルギーについても、導入拡大に向
けた支援措置を拡充すること。
（５）再生可能エネルギーの地域との共生
発電設備の設置に当たって、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が
悪化するなどの問題が全国的に生じていることから、事業計画の認定に際し、一定
規模以上の発電設備を設置する事業者に対して、地域住民への事前説明とその結果
の国への報告を義務付けるなどの法整備を図るとともに、地元自治体の意見を反映
させるなどの仕組みを早期に構築すること。
また、地域住民の理解を得ないまま設置を進めることのないよう、国が責任を
持って事業者を指導すること。さらに、関係法令等に係る必要な手続きの完了を
適時適切に確認すること。
また、「固定価格買取制度」終了後、事業者の経営破綻時などにおいて、太陽
光パネルや風力発電設備等が放置されるおそれがあることから、管理及び撤去、
処分が適切かつ確実に行われる仕組みを作ること。
（６）再生可能エネルギー等の地産地消の確立
新たなエネルギー政策の具体的な推進に当たっては、真の地域からの成長戦略の
展開に向けて、全国各地域への波及効果の高い仕組みづくりに取り組むこととし、
地域に広く賦存する再生可能エネルギーについて、地域社会との共生が図られ、地
域に根ざしたエネルギー資源となる「再生可能エネルギー等の地産地消」の確立を
目指し、地域の事業者等が安心して再生可能エネルギー等の事業に投資することが
できるようにするとともに、地域新電力がその規模に応じたＦＩＴ電気を調達する
ことができる環境を整えるため、地域の意見を踏まえた規制緩和や必要な法整備、
ガイドラインの策定、より細分化した価格・調達区分の設定を行うなどの支援策を
講じること。
また、地域における長期・安定的なエネルギーとして活用していくため、蓄電池
等を組み合わせた自家消費の推進や地域資源であるバイオマス燃料の安定確保の
ための環境整備を図ること。
（７）水素エネルギー普及・導入拡大の加速化
「エネルギー基本計画」において、将来の二次エネルギーの中心的役割を担うこ
とが期待されると位置付けられた水素エネルギーの全国的な普及・導入拡大を加速
させるため、水素の製造から貯蔵・輸送、利用にいたるサプライチェーンを見据え、
「水素基本戦略」に基づく技術開発・実証研究や規制改革、燃料電池自動車や燃料
電池バスをはじめとする水素アプリケーションの普及促進、インフラの整備等を着
実に進めること。特に、モビリティにおける水素利用の中核となる水素ステーショ
ンの普及を全国的に促進するため、その整備・運営等に対する支援を強化すること。
また、全国の公共交通機関における燃料電池バスの導入促進に向けた支援を継続・
強化すること。

さらに、再生可能エネルギー由来のＣＯ２フリー水素や地産地消エネルギーであ
る副生水素の利活用などについて、広域的かつ戦略的な取組を推進する自治体と十
分連携するとともに、先駆的な取組を推進する自治体を支援するための財源措置を
講じること。
（８）海洋エネルギー開発の推進
新たなエネルギー資源として注目されるメタンハイドレートに関しては、日本海
沖や太平洋沖での調査や採取技術の開発を推進するなど、日本周辺海域における海
洋エネルギー資源の実用化に向けた取組を一層加速化させること。併せて、資源開
発が行われる地元に経済的メリットが還元される仕組みづくりを検討するととも
に、地元の技術・人材の活用を促進すること。
また、海洋再生可能エネルギーの利用促進に向け、海洋再生可能エネルギー実証
フィールドの整備等への財源措置を講じるとともに、「海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」に基づく促進区域の指定に当
たっては、地方公共団体が既に設定している洋上風力発電に適した候補海域や、環
境への影響、世界遺産等の価値に関わる景観上の影響等に十分配慮すること。また、
その後の環境影響評価法における配慮書段階の手続きに当たっては、促進区域の指
定において受けた意見との整合を図ること。
さらに、本法に先立ち、関係法令または関係条例に基づき海洋再生可能エネルギ
ー発電設備の設置に向けて手続きや事業可能性調査、地元調整を進めている先行事
業者が、本法に基づく長期占用等を望む場合に、不利益を被ることのないよう十分
に配慮すること。また、漁業等との協調や地域経済等への波及効果など、地域との
共生にも十分に考慮すること。
加えて本法に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備について、管理及び撤去、
処分が適切かつ確実に行われる仕組みを作るとともに、市町村の境界がない海域に
おいて、発電設備に係る固定資産税の課税が円滑に行われるよう、国において、自
治体向けのガイドライン等の整備を行うこと。
（９）エネルギーに係る多様なインフラ整備
災害リスクに備えた強靱な国土形成を進めるため、地域間連系線等の広域的な電
力系統の強化、天然ガスの広域的なパイプライン網の整備、天然ガスの国家備蓄対
象化、石油製品の国家備蓄分散化、輸入ＬＮＧ気化ガス貯蔵での枯渇ガス田の利用、
燃料電池自動車によるＶ２Ｘの普及促進等、エネルギーに係る多様なインフラ整備、
広域的な燃料供給体制について、法制度の整備を含め、国として主導的な役割を果
たし、積極的に取り組むこと。

２

電力需給対策等の推進について

（１）電力供給力の確保
国民生活の安定向上や経済活動の維持・発展に必要な電力を安定的に確保するた
め、発電設備の新設、改修、復旧等、電力供給力の十分な確保に向けた対策を講じ
ること。
加えてＬＮＧの安価な調達、シェールガス輸入等により、環境にも配慮した電力
の低廉な供給を確保すること。

（２）実効性のある節電対策の実施
節電に対する国民及び事業者の最大限の理解と協力を得るため、地方公共団体と
緊密な連携のもと、積極的な啓発活動を行うとともに、節電による国民生活や経済
活動への影響に十分配慮し、ネガワット取引、時間帯別料金制等の節電に向けたイ
ンセンティブとなる電気料金制度の見直し等、引き続き実効性のある節電対策を講
じること。
（３）省エネルギー対策の推進
エネルギーの効率的な利用が重要な課題であることを踏まえ、省エネルギー機器
やエネルギー・マネジメント・システム、コージェネレーション・システムの導入、
省エネ性能に優れた建築物の新設や既存建築物の省エネ改修等に対する支援を継
続・強化すること。

【災害対策・国民保護関係】
１ 大規模・広域・複合災害対策の推進について
南海トラフ地震・首都直下地震をはじめ、いつどこで発生するかわからない大規
模・広域・複合災害に対して、「想定外」という事態を繰り返さないためには、過去
の災害や復興対策から得た教訓等を最大限生かさなければならない。
政府の地震調査委員会が公表した南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率は「70～
80％」であり、首都直下地震等も含め、刻一刻と国難レベルの巨大地震の発生が迫っ
ており、国力を最大限投入するための体制の整備が必要となっている。
また、大規模・広域・原子力複合災害である東日本大震災は、その発生から９年目
を迎えて、復興が着実に進展している一方で、復興の完了と自立に向けて地域ごとの
復興の進捗状況等にばらつきがみられることから、これからも息の長い支援を継続す
る必要がある。
このため、大規模・広域・複合災害への備えから復旧・復興までを見据えた対策の
強化・充実を図ることが急務となっている。
ついては、国、都道府県、市町村、事業者、医療・福祉関係機関、ＮＰＯ、住民等
全ての主体が力を結集し、あらゆる災害に負けない国を創り上げることができるよう、
特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）「復興・創生期間」後の防災・減災体制の確立
国民の生命・財産を守る防災・減災対策及び国土強靱化を強力に推進するため、
大規模災害に備え、国の指揮命令系統を明確化し、対応調整権限や予算措置権も
含めて、災害への備えから復旧・復興までの一連の対策を担う体制を整備し、そ
れを指揮する専任の大臣を置くこと。
また、複合災害対策については、別個の関係法令からなる複数の指揮系統によ
る現場の混乱等の課題を踏まえ、法体系や国の指揮命令系統の一元化及び本部機
能充実を含め、必要な検討・見直しを行うこと。
（２）防災・減災対策推進のための包括的な財政支援制度の創設等
大規模災害がもたらす被害の軽減や復旧・復興期間の短縮、国土強靱化をめざし、
ハード・ソフトの両面で事前の予防対策から復旧・復興までを見据え、自由度の高
い施設整備交付金の創設など、地方において主体的、計画的に事前復興に取り組む
ことができる新たな財政支援制度等を創設すること。
また、平成３０年度に発生した災害の課題を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化
のための３か年緊急対策」が３年間で集中的に実施されているが、今後も防災・減
災対策を着実に推進するため、当初予算において十分な予算を安定的・継続的に確
保するとともに、補正予算においても積極的に措置すること。併せて、地方自治体
が策定する国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対しても、関係府省庁の
交付金・補助金の優先配分や加算措置など具体的な財政措置を実施し、長期的な視
点で取り組むべき防災対策について、３か年の緊急対策後も着実に国土強靱化を図
るため、今後の制度設計に際して十分に配慮すること。
さ ら に 、 緊急防災・減災事業債の恒久化、対象事業の更なる拡大及び要件緩和
など起債制度の拡充を含めた確実な財源措置等を行うとともに、地域の実情に応じ
た柔軟な対応を図ること。

加えて、消防の体制強化など地域の防災力を高めるための体制整備に対する財政
支援の拡充並びに重要インフラ対策に係る国庫補助採択基準の緩和等を図ること。
（３）大規模災害を想定した事前復興制度の創設
南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害が想定されている地域において
は、生命、財産、地域産業など住民の日々の暮らしを守る観点から、被災前の円滑
な高台移転や区分所有物件の修理・再建等、地域の実情に応じた事前復興が可能と
なるよう法整備や制度設計を行うこと。
（４）南海トラフ地震・首都直下地震の特別措置法等に基づく施策の迅速な実施及び予
算措置
南海トラフ地震及び首都直下地震の特別措置法等に基づき、巨大地震対策及び津
波対策の加速化と抜本的な強化並びに被災後の柔軟かつ早期の復旧・復興が図られ
るよう、大規模地震防災・減災対策大綱による具体的かつ実効性のある施策の迅速
な実施及び国の応急対策活動の具体計画を踏まえた防災拠点の整備・機能向上に係
る予算措置等を図ること。
特に「特別強化地域」や「ゼロメートル地帯」など、被災リスクの高い地域にお
いて、緊急性の高い対策に重点化し、短期集中的に推進できるよう、既存交付金の
充実や、新たな財政支援制度を創設すること。
さらに、南海トラフ地震臨時情報の運用が開始される中、事前避難等の防災対応
を実施するにあたり、その実効性を担保するため、事前避難段階から災害救助法が
適用されることを明らかにし、災害救助法の適用対象を拡充すること。また、法の
適用経費について確実に財政措置を行うとともに、適用外経費についても財政支援
を行うこと。特に、避難誘導や避難所を開設、運営する市町村の財政負担を軽減す
るための仕組みを充実させること。
併せて、住民が正しい理解のもと適切な行動を取れるよう、国においても地方と
協力して丁寧な周知を継続して行うとともに、地方自治体が実施する啓発をはじめ
とした対策に対して人的・財政的な支援を行うこと。
また、南海トラフの東側又は西側で地震が発生する「半割れケース」において、
後発地震にも対応できるよう、「具体的な応急対策活動に関する計画」を早期に見
直すこと。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特別措置法を、南海トラフ地震等の特別措
置法と同等の法整備により、財政支援を強化すること。
加えて、産業・雇用の中核であり、災害時にも重要な役割を担う石油コンビナ
ートや石油・ガス貯槽基地における民間事業者の防災投資の取組に対する技術
的・財政的支援を充実、強化すること。
（５）医療資源が絶対的に不足する事態を回避するための大規模地震時における医療救
護体制の強化
南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震が発生すると、広範囲で多数の負傷
者が発生するなど、医療需要が急増する一方、供給面をみると、水道や電気、ガス
などのライフラインの寸断や医療機関の損壊等により医療の供給が急減する。
その際には、地震の揺れや津波などにより道路などのインフラが寸断され、傷病者
の後方搬送や外部からの支援もすぐには望めない状況となる。この厳しい環境の
中でも負傷者の命を救うため、被害想定などの定量的な分析を十分に行い、被災地
外からの支援が到着し併せて搬送機能が回復するまでの間、被災地域の医療資源を

総動員する体制づくりを計画的に進められるよう、災害拠点病院だけでなく、すべて
の病院を対象として、耐震化や非常用電源設備、給水設備の整備に対する補助率の
嵩上げ等、財政支援を充実させるとともに、業務継続計画（BCP）の策定などの取
組に対する支援や、災害拠点病院の指定要件追加に対応するための経過措置、広域
災害救急医療情報システム（EMIS）の動作機能の向上等、必要な配慮を行うこと。
また、分析した被害想定を踏まえて、全国的に災害派遣医療チーム（DMAT）、災
害派遣精神医療チーム(DPAT)のチームを養成し、被災地外から早期かつ大量、継続
的に投入できる体制の構築や、孤立地域に医療モジュールと運営人材を迅速に配置
する体制の整備など、国を挙げて人的・物的支援機能を強化すること。
（６）包括的な適用除外措置の創設等
既存の法律や政省令等による規制や制約により、各主体の緊急時対応が阻害され
ないよう、包括的な適用除外措置を創設すること。また、国の財政支援における地
方自治体の事務手続きの簡素化及び資金使途や期間制限等の撤廃など、必要な見直
しを行うこと。
（７）広域応援・受援体制の構築
地方自治体の行政機能喪失を想定した水平補完を基本とする支援、支援物資の調
達・輸送・配分、広域避難者の受入及び情報収集・共有などの広域応援・受援体制
については、東日本大震災や熊本地震等の教訓を踏まえるとともに、地方の意見も
十分に把握し、府省庁間の縦割りの是正や国と地方の役割分担の整理をすること。
また、海外支援を積極的に活用するための協力体制を整備すること。
特に、熊本地震の教訓を踏まえ、支援物資の調達・輸送・配分などの情報を国、
地方自治体、民間事業者が共有し、連携して物流管理を行う仕組みを早急に構築す
ること。
（８）応援職員等の広域応援・受援体制の確立
被災自治体の災害対応を支援する保健・医療・福祉・行政等の専門的な応援体制
の確保や法制化等も含めて制度構築すること。また、被災自治体の状況を考慮して
「被災市区町村応援職員確保システム」を円滑かつ柔軟に運用すること。さらに、
同システムに基づく応援に留まらず、応援した自治体へ十分な財政措置を行うこと。
また、大規模・広域災害が発生した場合は応援できる自治体も限られ、人員の不
足が被災地の復旧・復興の妨げとなる事態が懸念されることから、土木・農林分野
など、災害発生時に被災地に派遣される地方自治体職員の要員確保のため、必要な
財政措置等を講じるとともに、復旧・復興期に必要とされる中長期の職員派遣を円
滑に行うための体制整備に取り組むこと。
併せて、被災地での高齢化やマンパワー不足を念頭に、介護職員やボランティア
等の受入れのための資機材等の整備について支援を行うこと。
（９）ＩＣＴを活用した広域応援・受援体制の構築
携帯電話位置情報等のビッグデータを活用した被災者の避難動向の把握やライ
フライン・インフラの被害・復旧に関する情報の共有を図るなど、災害時に国や地
方自治体、民間企業・団体等の間で、迅速かつ円滑に情報共有等を図る「災害情報
ハブ」の仕組みを早急に構築すること。
特に、ＩＣＴやビッグデータを活用して避難動向やライフライン情報、インフラ

情報等を連携させた効果的な仕組みを整備し、これらの仕組みを地方自治体におい
て活用できる人材を育成するための支援を行うこと。

２ 災害予防・減災対策の推進について
災害から国民の生命、身体及び財産を守り、社会生活・地域経済の安定を図るた
めには、被災経験からの教訓や未来に向けた創造的復興（ビルド・バック・ベター）
の好事例を学び、事前防災及び減災の視点を取り入れた様々なハード・ソフト対策
を適切に組み合わせて効果的に施策を推進する必要がある。そのため、東日本大震
災の教訓や熊本地震に関する対応状況等を踏まえ、地域防災計画の基本となる国の
防災基本計画の更なる充実を図るなど、災害予防・減災対策の取組を確実に推進す
ることとし、特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）自助・共助を育む対策
災害時には行政機関による「公助」だけでは限界があり、住民・地域等による「自
助・共助」の取組が求められることから、地域防災力の向上に対する支援、半公半
民の地域における防災まちづくりのリーダー設置の制度化をはじめとした防災分
野の人材育成、各種共済制度や地震保険制度の充実など、住民が取り組む防災対策
を支援すること。
特に、地震対策の“入り口”と位置付けられる住宅の耐震化については、耐震化
率の向上に向けた財政措置など、引き続き対策の継続・強化を図ること。
（２）安全な避難空間の確保のための対策
障がい者、高齢者及び乳幼児等の要配慮者の支援のため、避難行動を支援するだ
けでなく、安心して避難生活を送れるよう、福祉避難所の指定拡大及び円滑な運営
体制確保を図ること。そのため、施設や資機材整備等に係る財政上の支援策や専門
人材の育成・確保のための支援を講じること。また、近年の災害時に、有効な避難
空間として機能した公園等のオープンスペースの整備推進のための支援について
充実を図ること。
また、平成 30 年発生災害検証報告書（北海道胆振東部地震）等を踏まえ、地方
自治体が安価・低廉に備蓄することが可能になるよう、コンテナ型トイレやダンボ
ールベッド、液体ミルク等、避難所の環境改善に資する備蓄品の普及促進策につい
て検討すること。
さらに、大阪府北部を震源とする地震を踏まえて、帰宅困難者等が避難する一時
滞在施設の確保に向け、その備蓄の推進に係る財政支援を行うとともに、事業者が
一時滞在施設として協力しやすくなるよう発災時の損害賠償責任が事業者に及ば
ない制度の創設、駅周辺などで滞留する帰宅困難者の動きをリアルタイムで把握で
きる手段の確保や、地震発生後の鉄道運行再開に関する情報等の発信のあり方につ
いて、国においても検討すること。また、外国人被災者（外国人住民・訪日外国人
旅行者）などの安全を確保するための適切な情報提供などを総合的に推進し、住
民・来訪者の安全・安心を図ること。
（３）災害に強いまちづくりを推進するための対策
建物・構造物等の耐震化や老朽化対策、津波対策及び液状化対策、建物を守る地
盤対策、木造住宅密集地域の改善を図ること。特に、災害対応の中心的施設として

の機能を有する庁舎や学校施設を含む避難所となる施設、医療施設や社会福祉施設
等について、更なる耐震化や天井等落下防止対策をはじめとした非構造部材の耐震
対策など災害の教訓に基づく対策を速やかに推進すること。
また、大阪府北部を震源とする地震を踏まえて、通学路、学校施設、避難路など
の安全確保のために現行法令に適合しない又は危険な状態にあるブロック塀等の
専門的な調査や、撤去・改修が必要であるため、木製フェンスの開発を含めた技術
的支援や財政支援を充実させること。加えて、ライフライン（上下水道、ガス等）
の強靱化に向け、耐用年数を超える上下水道施設の更新・耐震化や、事業の広域化
など基盤強化に必要な財政措置を拡充するとともに、早期復旧を可能とする全国の
相互応援体制の確立等を行うこと。
さらに、北海道胆振東部地震における大規模停電を踏まえて、電力会社に対して、
災害に強い電力供給体制の整備、及び電力の安定供給や適切な情報発信が可能な体
制の強化を働きかけること。
また、災害時の電力の確保や、帰宅困難者の一時滞在施設となり得る民間施設を
確保する観点から、停電時に住宅やビルなどの電力を確保できるよう、太陽光発電
や蓄電池システム等の普及促進を図ること。
（４）緊急輸送道路等の公共インフラの整備
緊急輸送道路や港湾施設、鉄道施設の防災対策を含め、災害時の輸送体制の整備
を図るとともに、いまだ骨格を形成する基幹的交通網さえ整備されていない地域も
含め、高速道路等のミッシングリンクの解消など、リダンダンシー確保に必要な国
土軸の構築のため、公共インフラの整備を早急に進めること。
また、加速するインフラ老朽化に対応する戦略的な維持管理・更新のため、必要
な予算の確保等を含めた対策を講じること。
さらに、重要物流道路について、平成 31 年４月に供用中の道路について指定が
行われ、個別補助制度が創設されたところであるが、事業中・計画中の路線を含め
た追加指定にあたっても地方の意見を十分に反映するとともに、指定された道路に
ついて、十分な予算を確保し、補助事業等による重点支援を行うこと。
（５）防災体制の整備及び災害対応の人材育成
ソーシャルメディア等を活用した災害情報伝達・手段の研究と整備、情報通信基
盤の堅牢化・冗長化や、総合防災システム、被災者台帳システム、物資調達・輸送
調整等支援システム等の防災関係システムの統一化など、災害時に必要な防災体制
の整備を図ること。
また、死者・行方不明者の氏名の公表基準について、円滑な救助・救急活動の実
施や被災者のプライバシー保護の観点から、
法令等によりその根拠を明確にしたう
えで、全国統一的な公表基準を作成すること。
大規模災害時に必要な保健・医療・福祉の人材を確保するため、災害派遣医療チ
ーム（DMAT）や災害派遣精神医療チーム(DPAT)、災害時健康危機管理支援チーム
（DHEAT）に止まらず、災害派遣福祉チーム（DCAT、DWAT)や二次救急医療機関等の
幅広い職種を対象とした全国レベルの人材育成研修を各地で継続的に実施すること。
平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要
な役割を担う消防団員が全国うで条例定数に満たない状況にあることから、その確
保・育成に向けた財政支援等を強化すること。
さらに、消防防災ヘリコプターの運航体制を強化し、２人操縦体制による安全運
航の実施が求められている中で、全国的に操縦士が不足している状況を踏まえ、航

空業界等に対して積極的に操縦士の増員を働き掛けるとともに、養成機関の創設な
ど技量・経験のある操縦士の育成・確保の対策を講じること。併せて、地方自治体
において２人操縦体制を構築するための財政支援を行うこと。
（６）孤立集落対策
土砂災害等により孤立する可能性のある集落における住民の救助、避難のための
臨時ヘリポートの整備や物資の備蓄など、孤立集落対策を行うとともに、当該集落
へのアクセス道路に対する防災対策を着実に進めるため、必要な予算を確保するこ
と。
（７）災害に関する調査研究等の推進
地震津波、風水害や雪害、土砂災害等の予測精度の向上等を図ること。南海トラ
フ地震や首都直下地震等の観測施設の早期整備と段階的な運用により予測・観測体
制の強化を行い、津波履歴調査並びに日本海側プレート境界及び海底・内陸部の活
断層（未確認断層を含む）の実態など、これまでに十分な知見が得られていない地
域の地震等に関する調査研究を推進し、調査結果を早期に公表すること。

３ 多様な災害対策の推進について
近年、日本列島は地震と火山の活動期に入ったと言われており、地震・津波、火山
噴火による災害が続いている。さらに、台風、線状降水帯の発生による記録的な豪雨
等と様々な災害に見舞われていることから、災害に強い国づくり、まちづくりを進め
るため、多様な自然災害等に対して的確な対策を講ずることとし、特に以下の事項に
ついて、実効性のある施策を講ずること。
（１）風水害対策
河川、ダム等の整備をはじめ、農業用ため池等の維持管理を含めた水害防止対策
の推進を図ること。また、平成29年九州北部豪雨及び平成30年７月豪雨等を踏まえ
て実施されている「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を着実に実
施するとともに、土砂災害の専門家による調査などの技術支援といったソフト対策
をハード対策と併せて総合的に推進すること。
さらに、「大雨警報」等の防災気象情報や避難勧告等の避難情報に対する危機意
識の低下が懸念される中で、これらの防災情報により住民が避難行動を容易に取れ
るよう、「避難勧告等に関するガイドライン」の改定を踏まえ、国においても引き
続き地方と協力して、住民の目線に立った丁寧な啓発に取り組むとともに、市町村が
統一的な基準によりハザードマップを作成し、過去の災害記録やダムの洪水調整能
力を超える洪水など、住民に対して地域の災害リスク、避難行動の必要性を周知で
きるよう、技術的・財政的支援を充実すること。
また、より適正な避難情報の発令や住民の避難行動につなげるため、観測・予測
精度の向上等を図ること。
加えて、防災情報を確実に伝達し、適切な避難行動を促すため、防災行政無線な
どの伝達手段の充実・強化に対して、技術的・財政的な支援を行うこと。
（２）火山防災対策
国、地方自治体、公共機関、民間事業者等が一体となって、総合的かつ計画的に

ソフト・ハード両面の火山噴火への対策を推進するため、火山対策に関する法制度
の充実を図るとともに、緊急に整備すべき施設・設備等については、国による財政
負担を法律に明記すること。
戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火をはじめ、相次ぐ噴火を踏まえて、火山
の監視・調査研究を一元的に行う政府機関を整備するなど、火山の観測や情報連絡
体制、火山研究に関する人材育成などの一層の充実・強化を図るとともに、地元に
密着した火山に関する調査研究を行い、観測・災害対応の拠点となる調査研究施設
の整備など、火山噴火の予測精度の向上等を図る取組を推進すること。
活動火山対策特別措置法の規定に基づく基本指針が示されたが、火山周辺地域に
おける避難計画の策定が進んでいないことから、火山噴火シナリオ、ハザードマッ
プや避難計画の作成主体に対して、これまで以上に財政支援及び技術的な支援を講
じること。特に、火山活動の切迫性や噴火した場合の社会的・経済的影響等を踏ま
え、現行では活火山法の「避難施設緊急整備地域」に特に重点が置かれている避難
施設等に対する財政的支援について、適用範囲を拡大し、広域にわたり避難する必
要がある強化地域の指定と、これらの地域に係るハザードマップ・避難計画の国主
導による作成を行うこと。
退避壕・退避舎等の避難施設の整備に関する手引きについても示されたが、設置
主体及び費用負担等、整備のあり方について引き続き検討するとともに、火山噴火
による社会・経済活動への被害を最小化するため、溶岩流等を制御する堰堤や避難
道路などのハード対策、避難訓練の実施・分析などのソフト対策の両面にわたる事
前防災対策等の計画的な実施等を推進すること。
火山周辺の観光地を訪れている外国人等の災害情報の収集が困難である者や通信
不感地帯における登山者等への情報発信体制の整備、地域住民や登山者等の避難状
況を把握できるシステムの整備・運用など、円滑な避難ができるよう、災害情報の
収集が困難である者や登山者等への効果的な情報伝達についても速やかに検討する
とともに、最新の科学技術を積極的に活用した研究に取り組むこと。
（３）雪害対策
近年、豪雪による被害が相次ぐ中、時間単位での予報の精度を高めて情報を提供
するなど、防災気象情報の改善を図ること。特に、昨年は福井県での豪雪等による
自動車の立ち往生や長時間にわたる通行止めが発生したことを踏まえ、このような
ことが二度と起こらないよう各地での発生要因の分析・検証と再発防止策を講ずる
こと。また、豪雪による通行止めや大規模な渋滞を回避するため、高規格幹線道路
における暫定２車線区間の４車線化やソフト対策の強化等により、広域除雪に対応
できる強靱な道路ネットワークを構築するとともに、前年度の除排雪経費を特別交
付税の対象経費に算入するなど、労務単価の高騰等により増大する雪害対策費に対
する財政支援を拡充すること。さらに、雪害対策のための設備強化は、地域鉄道事
業者の経営に大きな負担であることから、豪雪地帯を運行する鉄道事業者の雪害対
策については、補助率の嵩上げを行うこと。
加えて、積雪寒冷地域以外において、積雪寒冷地域と同程度の降雪が確認された
場合には、道路除雪費用の緊急臨時的な増大を抑えるため、対象外地域でも国庫補
助等の対象とすること。併せて、最近の大雪災害による教訓を踏まえ、普段降雪の
少ない地域で大雪となった場合の広域応援体制や費用負担等の仕組みづくり等を
検討すること。
（４）大規模な火事災害対策

新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を踏まえ、木造建築物が密集する地域にお
ける大規模災害への対応を強化するため、消防力の整備指針の見直し等を進めると
ともに、住宅等の防火対策や市街地整備、消防力の整備などに必要な財政措置を講
じること。

４

発災後の総合的な復旧復興支援制度の確立について

１で述べた事前復興による取組のみならず、被災後の被災住民の円滑な生活再建と
被災地域の早期復旧復興を推進し、加速化させるため、東日本大震災の教訓や熊本地
震に関する対応状況等を踏まえ、現行の大規模災害からの復興に関する法律からさら
に踏み込んだ、財政支援制度等の確立を含む復旧復興基本法（仮称）を整備すること。
その際、被災自治体及び避難者受入自治体が、被災者の生活再建を含めた復旧復興事
業を、地域の実情に応じて主体的な判断で実施できるよう、国が必要な財源（復興基
金や新たなまちづくりに向けた復興交付金等の制度化を含む）を措置し、次の事項を
含めた総合的な支援制度を確立すること。
（１）「復興・創生期間」後も必要となる被災地の復興への支援
東日本大震災の「復興・創生期間」の終了後も被災地が復興を成し遂げられる事
業や支援を実施するとともに、2020 年度限りで廃止される東日本大震災復興特別会
計を引き継ぐ財政支援制度を確立すること。
復旧復興を速やかに進行させるため、原形復旧が原則とされている復旧復興財源
の制限撤廃、災害査定等の一連の事務手続きの更なる効率化・迅速化及び事業期間
制限の緩和、激甚災害の適用措置の拡充など、災害の実情を踏まえ不断の見直しを
行い、既存制度にとらわれない規定を創設すること。
また、熊本城などの国指定重要文化財等で、復旧・復興に高度な技術を要する文
化財については、人的かつ技術的支援を行うとともに、補助率の嵩上げ等、迅速か
つ万全の措置を講じること。
さらに、被災者の生活再建の重大な支障となる、土砂・流木・がれき処理を進め
るに当たり、平成 30 年７月豪雨において、国・県の関係部署をメンバーとして編成
した「土砂・廃棄物処理チーム」が有効に機能し、処理の迅速化が図られたことを
ふまえ、そのスキームを標準化して迅速な支援体制を整えること。
（２）発災後の計画的復興に対する支援
復興が計画的に、しかも円滑に進められるよう、東日本大震災や熊本地震対応の
ため講じられた特別な財政支援措置等で、今後の大規模災害発生の際にも必要不可
欠なものについては、常設化し、被災自治体が復旧・復興の実施に注力できるよう
な仕組みを構築すること。
（３）被災者生活再建支援制度等の住まいと暮らしの再建への支援
相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生
時は、東日本大震災の対応や教訓等を踏まえ、特別の国の負担により対応すること。
制度の内容については、被災した世帯がどのように生活再建していくかに着目し
た支援も可能となるよう検討協議すること。
また、被災者生活再建支援制度の適用範囲について、一部地域が適用対象となる
ような自然災害が発生した場合には、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよ
う、全ての被災区域が支援の対象となるよう見直すこと。さらに、被災者生活再建

支援制度の支給対象を半壊まで拡大すること。
これらに加えて、住まいの再建・確保に向けた相談支援など、被災者それぞれの
状況に応じて支援を実施する災害ケースマネジメントの仕組の導入や、こうした取
組に対する財政支援について検討すること。
（４）なりわいや産業の復興への支援
地域経済の回復に不可欠な被災企業の早期再建や生産力強化、災害復興支援策と
して新規企業の誘致・立地・設備投資に必要な税制上の特例措置を講じること。
また、大規模災害時には、商工業者が迅速に事業再開し、農林水産業者が早急に
生産活動を再開できるよう、必要な支援を行うとともに、風評被害を防止するため
の正確な情報発信や誘客のための取組など観光産業に対する支援を行うこと。
さらに、中小企業基盤整備機構が行う小規模企業共済制度を拡充した災害共済制
度を創設すること。
（５）災害救助法の見直し等
広域避難者の発生、事態の長期化及び行政機能の喪失等を想定し、被災地以外の
自治体が救助に要する費用を支弁した場合の国への直接請求を制度化すること。ま
た、迅速かつ効果的な救助を行うため、期間や資金使途などの制約の撤廃等、自治
体の自主的・弾力的な運用が可能となるよう、救助範囲を含めて見直しを行うこと。
特に、家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務、応急仮設住宅の維持管理に係る
経費等を対象とするよう、救助範囲の拡大を行うとともに、必要な経費について、
確実な財源措置を行うこと。
（６）災害時の生活再建支援事業のためのシステム構築及び罹災証明制度の見直し
災害対策基本法改正により、適切な被災者生活再建支援を行うため、罹災証明書
の交付及び被災者台帳の作成が法的に位置付けられた。近年の地震・風水害の実情
を踏まえ、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、更なる住家被害認
定調査の簡素化を図るとともに、被災者台帳システムに対し、構築と運用に係る財
源を含めた支援制度を充実すること。
また、罹災証明書の判定結果が国費を伴う各種支援と連動している点を踏まえ、
住家被害認定調査結果にばらつきが生じないよう、被害認定に係る指針の見直し等
を図ること。
併せて、近年、工場・店舗等の非住家の罹災証明書についても、事業者向け補助
金等各種支援制度の適用基準とされている状況等を踏まえ、被害認定に係る指針等
を明確化すること。

５ 原子力災害対策の推進について
平成 28 年３月の原子力関係閣僚会議において決定された、「原子力災害対策充実
に向けた考え方 ～福島の教訓を踏まえ全国知事会の提言に応える～」の実施にあた
り、政府一丸となって原子力災害対策に主導的立場で対応するとともに、全国知事会
等と意見交換を行い自治体の意見を十分に反映させること。
（１）原子力安全対策の充実
ア 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故は起こるものということ

を前提に、事故時に放射性物質の大量放出や拡散を防ぐため、意思決定などマネジ
メント面への対応を含め、法制度や体制の整備等、安全対策に取り組むこと。
イ 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る検証と総括を行い、得られた教訓や新
たな知見、世界の最新の知見を規制基準に反映すること。さらに、原子力規制委員
会は、立地及び周辺自治体をはじめ様々な専門家の意見を聴きながら幅広い議論を
行い、ＩＡＥＡ等の関係機関や事業者からの意見も聴いた上で、規制基準や法制度
を絶えず見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強化に不断に取り組む
こと。
また、真に実効性のある安全規制とするため、規制基準に基づく厳正な審査を行
うとともに、原子力規制の取組状況や安全性について、国民に対し自ら主体的に説
明責任を果たすこと。
運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりやすく説明するとともに、
事業者が行う安全対策に対し指導・監督を強化すること。
（２）原子力防災対策の推進
ア 原子力災害対策指針については、複合災害時における対策など住民の具体的な防
護対策等が、未だ不明確であり、最新の知見や国内外の状況等を踏まえ、今後も継
続的に改定していくとともに、定期的な意見交換の機会を設ける等により関係自治
体等の意見を適切に反映していくこと。また、ＵＰＺ外においても必要に応じ防護
対策を実施することから、対策の具体的実施方法を明らかにすること。加えて、こ
れらに係る所要の財源措置を行うこと。さらに、防災対策における地方自治体の役
割の重要性に鑑み、地方自治体と国、事業者等との緊密な連携協力体制について、
法的な位置付けも含め早急に検討すること。
イ 原子力災害対策指針においては、ＵＰＺ内外とも屋内退避が最も基本的な防護措
置とされているが、国は、長期化した場合を含め、対応方針をあらかじめ示すこと。
また、大規模地震との複合であっても、この仕組みが最適であるのか研究を行い、
必要な措置を講ずること。
これら防護措置の考え方について、原子力施設の立地及び周辺自治体の住民をは
じめとする国民に対し、科学的根拠に基づく丁寧で分かりやすい説明に努めること。
ウ 避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには放射性物質の拡散を予
測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報提供の在り方」を検
討する国の分科会において、引き続き関係自治体の意見を十分聴いた上で、具体的
な検討を進め、必要な対策を講じること。
エ 高線量下において地方自治体、関係機関、民間事業者等が作業することを想定し、
法律に規定する被ばく限度や限度を超えた場合の作業の方法に加え、要員及び避難
誘導等に従事する者の指揮命令系統や責任の所在、補償のあり方等に関連する法整
備を図ること。また、民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協
力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、引き続き具体的な検討を進め、必要
な対策を講じること。
オ 防災対策に係る資機材の配備、緊急時モニタリング体制、原子力災害医療体制、
安定ヨウ素剤の緊急配布など住民等の避難が円滑に行える体制の整備、一時退避所、
病院、福祉施設等の放射線防護対策等について、関係府省庁一丸となって対応する
こと。
カ 都道府県や市町村の行政区域を越える広域避難を円滑に実施するため、積極的に
地方と連携するとともに、避難先、避難経路及び避難手段の調整・確保、広域的な
交通管制に係る調整、避難退域時検査の体制整備並びに必要な資機材の整備、発電

所の状況や避難情報などを集約したポータルサイトの立ち上げ、避難に係るインフ
ラの整備や維持管理を行うなど、広域的な防災体制の整備について、国が主体的に
取り組むとともに、事業者に対し関係地方自治体と積極的に取り組むように指導す
ること。
併せて、都道府県域を超えるような広域的なＵＰＺ内外の原子力防災訓練につい
て、国が先頭に立ち、事業者、関係自治体及び住民と連携しつつ、実践的に実施す
ること。
キ 重大事故が起こった場合に備え、自衛隊などの実動組織の支援内容、指揮命令系
統や必要な資材の整備等について、「実動部隊の協力」を検討する国の分科会の報
告等を踏まえ、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
ク 地方自治体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策に要
する経費について、ＵＰＺ外での対策に要する経費や職員の人件費も含め、確実に
財源措置を行うこと。

６ 国民保護の推進について
武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するととも
に武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするため、国は、武力攻撃
事態等における国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施に向けて万全の態勢を
整備することとし、特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）北朝鮮情勢への的確な対応
北朝鮮情勢は、これまで、米朝首脳会談が数度にわたって開催されるなど、外交
的に解決することをめざした動きが継続されているものの、具体的な核燃料、弾道
ミサイル等の廃棄の道筋が明確になっていないことから、北朝鮮に対する毅然とし
た外交交渉を推進するとともに、万一の危機発生時に備え、国民への情報提供をは
じめとした的確な対応を取れる体制の維持を図ること。
（２）国民保護対策の推進
原子力発電所を含む重要生活関連等施設への武力攻撃事態等や複数の都道府県
に影響が及ぶような大規模な武力攻撃事態等を想定した対処マニュアル等を策定
すること。併せて、生活関連等施設については、施設の性質、規模等が様々であり、
施設数も多いことから重要施設に限定するなどの政令の基準の見直しを行うなど
国民保護に関する業務が的確に実施できるよう努めること。
さらに近年、世界各国でテロ等が多発しており、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会などを控え、その脅威は日本も例外ではない。国民や来訪者の
安全確保のため、放射性物質・爆薬の原料となりうる薬品等の管理強化、ＮＢＣＲ
テロ等の災害で必要とされる特殊医療に関する国立専門センターの設置を始め、総
合的なテロ対策を推進するための体制を整備すること。
また、国民保護において必要となる物資及び資機材の備蓄整備並びに国民保護に
関する訓練などの充実を図るとともに、国民保護について国民の理解を深めるため、
一層の啓発に努めること。

【地域情報化関係】
１

マイナンバー制度について

（１）マイナンバー制度については、国民の認知や理解が正しく深まらなければ普及、
定着が進まない。国民が適切に「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」を取
り扱えるよう、その概要、メリット、安全性や信頼性等に加え、注意すべき事項等
についても、引き続き、分かりやすい周知・広報を行うこと。
その際には、各年齢層及び言語や環境による情報格差に応じて、政府広報をはじ
め国が活用できる様々な媒体を用いて、効果的かつきめ細やかな周知・広報に努め
ること。
（２）マイナンバー制度には、プライバシー保護の観点から懸念が示されていることか
ら、情報漏洩や不正利用に対する国民の不安を払拭できるよう、政府広報をはじめ
国のあらゆる活用可能媒体を通じて、引き続き、制度の安全性や信頼性を、国民に
丁寧かつ十分に説明する等により、信頼される社会基盤として制度を維持、確立す
ること。
特に特定個人情報保護方策について、社会情勢、国民の意識、法制度等諸環境の
変化を踏まえ、情報漏洩や目的外利用などの事例やその原因、危険性について不断
の検証を重ねた上で、随時追加・見直しを行うこと。
（３）マイナンバー制度に係るセキュリティ対策については、技術的・物理的・人的対
策の観点から不断の見直しを行い、国民の信頼が得られる安全対策を講じること。
また、地方公共団体が引き続き実施するセキュリティ対策に必要な経費について
財政措置を確実に講じるとともに、セキュリティに関する職員研修を実施する際の
技術的助言等を行うほか、民間事業者においても、十分なセキュリティ対策が確実
に講じられるよう、国の責任において適切なフォローアップを行うこと。
（４）マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や悪質商法、マイナンバーに絡めた特殊
詐欺、マイナンバーや個人情報を騙し取る等の事案が発生していることから、引き
続き総務省、内閣官房、消費者庁及び警察庁等が連携して様々な注意喚起及び情報
提供を随時行うとともに、監視体制を確保し、特殊詐欺や悪質行為の被害を未然に
防止するため万全を期すこと。
（５）マイナンバー制度を円滑に運用するためには、全ての地方公共団体と民間事業者
において、制度の理解が重要であることから、引き続き、所管省庁が参加した説明
会や研修会を開催するとともに、随時マニュアルの追加・見直しを行うこと。
特に中小企業・小規模事業者においても、マイナンバー制度への対応が確実に行
えるよう国の責任において適切なフォローアップを行うこと。
なお、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、地方公共団体
や民間事業者が主催する説明会や研修会に対して、講師を無償で派遣すること。
（６）マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、新たにシステム及び
ネットワークに係る構築、改修及び維持管理や各種連携テストの実施が発生した際
には、それに要する経費については、原則として国が負担し、地方に新たな経費負

担が生じることのないようにするとともに、既存システムの更改についても地方の
負担軽減措置を講じること。
また、その際には、運用面における課題への対応も含め、地方の意見を十分に反
映させるほか、地方の準備期間が十分確保できるよう配慮すること。
なお、公的個人認証サービスに係る都道府県負担金については、引き続き軽減を
図るとともに、自治体中間サーバー・プラットフォームに係る次期システム構築経
費については、引き続き国による財源措置を講じること。
（７）「情報提供ネットワークシステム」を利用した情報連携はマイナンバー制度の柱
であり、国や地方公共団体、医療保険者等の５千を超える関係機関の間で安全かつ
円滑に行われるよう、国が責任をもって情報提供ネットワークシステムの運営及び
監視を行うこと。
また、情報連携においては、膨大な国民の特定個人情報のやりとりが行われ、国
の関係省庁も多岐にわたることから、国においては、引き続き、全体を俯瞰する責
任者の下、障害発生時には迅速に原因究明や復旧ができるよう、強固な人員体制等
を構築するとともに、地方への支援体制を維持すること。
（８）Society 5.0 を支える社会インフラとなるマイナンバーカードの各種利便性向上
策については、セキュリティや費用対効果等の検証を重ねた上で、国民に対してそ
の効用及び安全性を分かりやすく周知・広報するとともに、利用者にとって使い勝
手がよいものとなるよう、創意工夫を図ること。
また、令和２年度には、「マイナンバーカードを活用した自治体ポイント」や「健
康保険証」としての利用が始まるため、国民や事業者、地方公共団体からの問い合
わせに対し円滑に対応できるよう、国が設置する一元的な窓口によるサポート体制
を充実強化するとともに、カード利活用シーン拡大に向けた事業者の取組に対する
支援策を講じること。
さらに、マイナンバーカード及び電子証明書の発行手数料については初回だけで
なく更新時も国が負担し、カードの利活用シーン拡大を後押しするとともに、新た
なカードの多機能化やマイナポータル及びマイキープラットフォームの機能充
実・拡大に伴い地方公共団体で対応を要する事項に対し、経費負担が生じる場合は、
国、地方の役割分担に応じ、国による財源措置及び地方財政措置を講じること。
（９）「マイナンバーカードを活用した自治体ポイント」については、当該施策が消費
税率引上げに伴う反動減対策として実施されることから、事業に要する経費は全額
国が負担すること。
事業の成否は如何に効果的な広報を行えるかにかかっており、プレミアム率等の
国民の関心が高い内容については、予算編成を待たずできる限り早期に周知できる
よう、国において最大限努力すること。
事業の実施にはマイナンバーカードの取得が必要となるが、早期取得を図るため
に、例えば早期申込者に対するプレミアム率の割増しといった対応を講じること。
また、施策の効果が広く国民に及ぶため、全ての地方公共団体において自治体ポ
イントが実施されるよう、十分な支援を講じること。
（１０）令和２年以降、マイナンバーカードの更新や「健康保険証」としての利用が始
まることから、今後、マイナンバーカードの交付申請の急激な増加が見込まれる。
全国知事会としては、公務員が令和元年度中に先行してマイナンバーカードを取得

することにより交付事務の平準化に努めるなど、普及・活用に向けた取組を進めて
おり、国においては、発行窓口となる市区町村が、交付申請の増加に対応できるよ
う、必要な体制整備や設備の充実などについて、十分な財政措置を講じること。
（１１）マイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険
性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう、
聖域を設けることなく検討を進めるとともに、国民の理解を求めること。
また、検討に当たっては、地方側と十分に協議し、新たな制度施行のための事前
準備に十分な時間を確保するなど、適切に対応すること。
（１２）マイナンバー制度に関して、地方との協議が必要な場合及び地方から協議の求
めがある場合には、「マイナンバー制度に関する国と地方公共団体の推進連絡協議
会」等の場において、地方の意見を十分に聴いた上で、反映させること。
特に、地方側で対応が必要となる作業等の情報については、内閣官房や総務省の
責任の下で、全省庁分を一元的に集約・管理し、地方の準備期間が十分確保できる
よう迅速かつ適切な情報提供を行うこと。

２

官民データ活用の本格展開について

（１）官民データ活用の理解促進・意識醸成を図るため、データ活用の効果や重要性等
について広くＰＲするなど、国主導による情報発信を強化すること。
また、官民データの効果的な活用を推進するため、地方の意見を踏まえ、国にお
いて必要な環境整備を引き続き行うこと。
（２）企業等保有データを含む多様な官民データ活用を実証し、地方にも活かせる優良
事例を導出するとともに、引き続き地方展開に向け積極的に取り組むこと。
（３）各都道府県が策定する「官民データ活用推進計画」の実効が伴うよう、地方公共
団体への支援制度の充実等に必要な予算を確保すること。

３

地域ＩｏＴ実装の推進について

（１）地域の活性化や課題解決を図る地域ＩｏＴ実装を加速させるため、ＬＰＷＡやＷ
ｉ－Ｆｉの整備、５Ｇの実現等、ＩｏＴを支える基盤となるネットワークの環境整
備を引き続き進めるとともに、地域の体制整備やＩｏＴ実装の具体的な計画策定へ
の支援、地域の先進的な取組や、実証されたモデルの横展開の取組を促進する助成
制度などの拡充を図ること。
また、ＩＣＴ人材が不足する地域におけるＩｏＴ実装を後押しするため、メンタ
ーや専門家派遣、地方自治体と民間企業等間の人材交流、地方自治体職員、地域住
民等に対する教材の開発・研修の実施、事業パートナーとのマッチング機会創出な
どの取組など、人材の育成・活用に対する支援の充実を図ること。
（２）安心して地域ＩｏＴ実装を進めることができる環境整備に向け、ＩｏＴ機器メーカ
ーをはじめ、システム構築業者、サービス提供者、ユーザーなどのＩｏＴ関係者を対

象とするセキュリティ対策を早急に国において確立し、その成果の共有を図ること。

４

自治体クラウドの推進について

（１）自治体クラウドの導入を推進するに当たっては、クラウドに対するセキュリティ
や、システムの共同利用等に対する不安を払拭するため、引き続き、導入によるメ
リットや、導入の手順について国民及び地方公共団体に分かりやすく示すこと。
また、各地方公共団体における業務の標準化や、導入の障害となるベンダーロッ
クインの排除に向けた必要な支援を引き続き実施すること。
（２）自治体クラウドの導入に必要となる基盤構築に要する費用や、既存システムの中
途解約に伴う違約金等のイニシャルコストについては、自治体クラウドの導入を推
進するためにも、引き続き、国において適切な財政措置を講じること。
また、市区町村のクラウド導入を支援する都道府県に対しても適切な財政措置を
講じること。
（３）自治体クラウドの導入には、ベンダーの協力が不可欠であるため、ベンダーから
積極的な協力が得られるように、引き続きベンダーに対する協力依頼や働きかけ等
を行うこと。

５

情報セキュリティ対策の推進について

（１）自治体の情報セキュリティ対策を強化し、実効性のあるものとして機能するよう、
「自治体情報システム強靱性の向上」の取組や、「自治体情報セキュリティクラウ
ド」のフォローアップを継続するとともに、新たな脅威に対するための機能追加等
に要する経費について、必要な財源措置を確実に講じること。
（２）平成 29 年に導入した自治体情報セキュリティ向上対策は､一定の成果を上げられ
た一方、業務利便性が著しく低下し、働き方改革に逆行するという新たな課題が
生じている。
また、実現方法が都道府県により異なり、機能やセキュリティ水準・運用等に違
いが生じている。
こうした課題を解決し、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）に被害が及ぶこと
がない強固な情報セキュリティ対策を適正なコストで実現できる全国共通の仕組
みづくりを、地方自治体の意見を聴きながら、国が主体的に取り組むこと。
（３）地方公共団体が保有する個人情報等を不正に取得した者が、インターネットを介
して不特定多数の者が当該情報を入手できる状態に置く行為の禁止及びこれに反
した者に対する罰則を規定した法律を早急に制定するとともに、地方公共団体に対
し情報を流出させる者に係る発信者情報の開示を可能とする措置を講じること。
（４）「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平成
30 年 9 月版）」や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機

関等・地方公共団体等編）」に準拠した情報セキュリティポリシーを実施するに当
たっては、ベンダーの協力が不可欠であるため、ベンダーから積極的な協力が得ら
れるように、ベンダーに対する協力依頼や働きかけ等を行うこと。
（５）日々多様化する地方公共団体へのサイバー攻撃に関して、未知のウイルスにも対
応可能となる高度なセキュリティ対策の調査・研究を行うとともに、具体的な対応
方法などについて、引き続き、きめ細やかな周知・情報提供の充実に努めること。
また、地方公共団体が行うサイバー攻撃にかかる技術的・物理的・人的対策並び
に訓練・実証事業に要する経費に対し、財政上の支援措置を講じること。

６

地域情報化の推進について

（１）地域住民が等しく情報通信技術がもたらす利便性を享受し、特に、過疎・離島等
の条件不利地域において情報格差が生じることがないよう、光ファイバ網を始めと
する超高速ブロードバンドなど情報通信基盤の整備及び電子自治体の推進に不可
欠な地域公共ネットワークの整備を推進するため、必要な支援策を講じるととも
に、整備後の安定的な運用を確保するため、維持管理及び再整備に対する財政措置
を含む支援策を講じること。
（２）携帯電話不感地帯解消に向け、総務省の「携帯電話の基地局整備の在り方に関す
る研究会」の検討を踏まえ、都道府県や市町村等の整備要望に対応できるよう「携
帯電話等エリア整備事業」等の予算を十分に確保するとともに、通信事業者の設備
投資を促進するため、施設の整備及び維持管理に係る負担の軽減策を講じること。
（３）情報通信審議会の答申を踏まえ、ユニバーサルサービス制度を時代に合わせて見
直し、光ファイバなどのブロードバンド基盤や携帯電話基地局等の整備・維持管理
を対象とすること。
（４）安全性強化など災害に強い情報通信基盤・地域公共ネットワークの構築への支援
を継続するとともに、災害時に情報収集手段を確保するための支援策を講じるこ
と。
（５）自治体のＩＣＴ部門におけるＢＣＰ（事業継続計画）対策を進めていくために、
必要な支援策を講じること。

７

地上デジタル放送に係る必要な措置について

（１）東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により被害を受けている地
域に対し、国の責任において、地上デジタル放送に係る必要な措置を引き続き実施
すること。
特に同発電所事故により被害を受けている地域に対しては、原子力災害の特殊性
にかんがみ、必要な対策を長期的かつ弾力的に実施すること。
（２）地上デジタル放送難視対策により恒久的対策を実施した施設等の維持管理や更新
に係る費用等に係る対象世帯及び地方公共団体の負担について、電波利用料財源の

活用などにより軽減を図ること。

８

インターネットを介した青少年犯罪被害等への対策について

スマートフォン等の普及に伴い、青少年がＳＮＳ等を介して犯罪被害等に遭うケー
スが後を絶たないことから、被害防止に有効な技術開発やその普及促進について事業
者への働きかけを引き続き行うとともに、青少年や保護者に対する広報啓発、相談体
制の整備など、青少年が有害情報に触れる機会を減少させるための有害環境対策を推
進すること。
また、近年増加傾向にある「自画撮り被害」をはじめとしたＳＮＳ等に起因した青
少年の性被害を防ぐため、児童ポルノの製造罪及び提供罪並びに児童買春罪の重罰化
や、児童ポルノ等を要求する行為への新たな規制など必要な措置を早急に講じること。

【地方行政関係】
１

地方公務員の定年引上げに係る円滑な制度移行につい
て

地方公共団体ごとに、組織規模、職員数、年齢構成などが大きく異なることを踏ま
え、地方公務員の定年年齢の引上げに関する具体的な制度設計を行う際には、円滑な
制度移行ができるよう以下の事項について対策をとること。
・定年引上げに関するスケジュールを早急に示すとともに、導入にあたっては一定
の準備期間を設けること。
・職員の規模や年齢構成のほか、行政ニーズも地方公共団体によって異なることか
ら、地方の意見を聴く機会を設けるとともに、制度に一定の柔軟性を持たせるこ
と。
・円滑に制度導入できるよう、地方に対する丁寧な説明と、必要な助言を行うこと。
・定年年齢の引上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を計画的に継続するために
人件費が増加する場合等においては、所要の財政措置を講じること。

２

会計年度任用職員制度の円滑な導入等について

令和２年度に施行される会計年度任用職員制度の適正かつ円滑な導入に向け、期末
手当の支給等による財政需要の増加について、地方財政措置の対応方針を早急に示し、
地方財政計画に目に見える形で確実に計上すること。また、地方公共団体によって、
直面している行政課題や行政ニーズは様々であることから、会計年度任用職員制度の
導入後も、地方の実情に応じた柔軟な運用が可能となるよう、不断に制度の検討を行
うこと。

３

統一的な基準による地方公会計の運用及び公営企業会
計の適用の推進について

地方公会計については、平成２７年１月総務大臣名の「統一的な基準による地方公
会計の整備促進について」の通知により、統一的な基準による財務書類等を全ての地
方公共団体で作成し、活用を図ることとなったが、その運用については、地方公共団
体の実態を踏まえ適切な支援を行うこと。また、会計制度改革に先行して取り組んで
いる地方公共団体が、これとは別に、従前と同様の財務書類等を作成・公表すること
については、その創意と工夫を制約することのないよう、十分配慮すること。
さらに、地方公共団体における決算審議をより一層充実させるため、
「地方自治法」
など関係法令により定められている決算調書の様式緩和を行うこと。
なお、公営企業会計についても、平成３１年１月総務大臣名の「公営企業会計の適
用の更なる推進について」の通知により、下水道事業等の重点事業を含む全ての法非
適用企業において地方公営企業法の全部又は一部（財務規定等）を適用し、公営企業
会計に移行することが必要との要請があったところである。その移行に当たっては、
地方公共団体の負担を軽減するため、技術的な支援等必要な措置を確実に講じるとと
もに、財政支援措置の拡充を図ること。

４

地域国際化の推進について

（１）本年４月の改正出入国管理法の施行に伴い、新たな在留資格「特定技能」が創設
され外国人の一層の増加が見込まれる。ますます重要となる多文化共生社会の実
現に向けて、以下の取組を実施すること。
地方公共団体による外国人に対する相談体制の整備・拡充の取組に対し、継続的
で十分な財政的支援を行うとともに、外国人受入環境整備交付金について、対象と
なる地方公共団体や対象事業の範囲拡充を図ること。
帰国・外国人・外国にルーツを持つ児童生徒の教育や日本語及び母語の学習支援
体制、雇用対策、保険・年金・医療、災害対応等の諸課題を解消する具体的な措置
を早急に講じること。
とりわけ、医療分野では、地方公共団体での取組を踏まえ、国籍等にかかわらず
外国人がどの地域でも利用でき、医療機関も活用しやすい医療通訳制度の導入や多
言語自動音声翻訳の更なる普及促進を図ること。また、災害分野では、多言語・や
さしい日本語による災害関連情報の提供支援を行うこと。
（２）地方公共団体が実施する国際交流・国際協力事業に対し、情報提供や要員養成及
び海外技術研修員受入れに係る支援（入国事前審査及び査証発給事務の簡素化・
迅速化）を推進拡充すること。
（３）ＪＩＣＡ海外協力隊は、日本国として、開発途上国の経済・社会の発展等の草の
根レベルでの相互理解を増進し、ひいては世界平和にも大きく貢献するものであ
る。官民問わず多様な主体による持続可能な国際貢献の取組が求められている中、
民間企業や地方公共団体の職員の国際協力への参加を後押しするものであること
から、「ＪＩＣＡ海外協力隊（民間連携）」、「現職参加制度」及び「現職教員
特別参加制度」における現職参加促進費に加えて、更なる財政支援措置の拡充を
図ること。
（４）在外被爆者に対する援護については、在外被爆者は国内とは医療制度が異なる
様々な国や地域に居住していることから、引き続きその実情を踏まえて検討し、必
要な改善を行うとともに、在外公館等において高齢化が進む被爆者支援の強化を行
うこと。
（５）来日外国人の不法滞在・不法就労等に対する取締りを一層強化するため、地方警
察官の増員を図ること。また、犯罪を犯した外国人に対する「犯罪人引渡条約」や
「刑事共助条約（協定）」の締結相手国の拡大を図ること。
（６）国際定期便・チャーター便の就航、国際ビジネス機の飛来及び外航クルーズ船の
寄港など地域国際化の基盤整備の一環として、空港・港湾のＣＩＱ（税関・出入国
管理・検疫等）体制の更なる整備・充実を図るとともに、国と地方の役割分担を前
提として、大型クルーズ船寄港時など一定の場合には、所定の研修を受けた地方公
共団体の職員等がＣＩＱ業務を補助できる制度等を創設すること。

【基地対策・領土問題・拉致問題等関係】
１

基地対策の推進について

全国知事会においては、沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る基地負担の状況
を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し、都道府県の共通理解を深めるこ
とを目的として、平成２８年１１月に「米軍基地負担に関する研究会」を設置し、
日米安全保障体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負担の現状と負担軽減及び日米
地位協定をテーマに、資料に基づき意見交換を行うとともに、有識者からのヒアリ
ングを行うなど、共通理解を深めてきた。
その結果、確認できた現状や改善すべき課題を踏まえ、平成３０年７月に提言をと
りまとめ、国へ積極的な取組を求めた。
米軍基地は、防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体住民
の生活に直結する重要な問題であることから、何よりも国民の理解が必要であり、国
においては、国民の生命・財産や領土・領海等を守る立場からも、以下の内容
について、一層積極的に取り組んでいただきたい。
（１）米軍機の飛行等について
・オスプレイをはじめとする米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で
騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行
われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の
不安を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと。
・民間航空機の安全と円滑な運航を確保するため、米軍管理となっている空域の航
空交通管制業務の見直しを進めること。
・米軍機による事故を防止するため、航空機の整備点検、パイロット等の安全教育
の徹底、住宅地域及び工場地帯上空での飛行制限並びに夜間連続離着陸訓練の中
止等、徹底した安全対策を講じること。
・米軍機による事故が発生した場合には、当該事故に係る情報を関係自治体へ速や
かに提供するとともに、原因を早期に究明し、実効性ある再発防止策を講じるこ
と。
・事故後の当該機及び同型機の運用再開にあたっては、日米協議を実施すること。ま
た、協議にあたっては、安全性を十分に検証するとともに、地元の意向を尊
重すること。
・米軍機の事故原因や再発防止策、安全性の検証結果については、その内容を速や
かに公表すること。
（２）日米地位協定について
日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米
軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入の保障
などを明記すること。
（３）米軍人等による事件・事故防止について
米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的

に取組を進めること。
とりわけ米軍人等の事件・事故防止対策などについて協議するために、日米合同
委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者が参加する「地域特別委員会」を
設置するとともに、平成２９年１月に日米両政府間で締結された軍属に関する補足
協定を的確に運用し、事件・事故の防止に向けた取組を進めること。
（４）基地周辺における措置等について
・飛行場周辺における航空機騒音規制措置について、周辺住民の実質的な負担軽減
が図られるための運用を行うとともに、同措置の実施に伴う効果について検証を
行うこと。
・米軍基地に配備されているヘリコプター等の米軍機から発生する低周波音につい
て、周辺住民の健康への影響等が懸念されることから、航空機による低周波音に
係る環境基準を策定し、その基準が遵守されるよう措置すること。
・基地周辺及び演習に際しての住民の安全確保・環境保全対策を推進するとともに、
基地周辺の生活環境の整備事業を拡充すること。
・平成２７年９月に日米両政府間で締結された環境補足協定については、環境に影
響を及ぼす事故が現に発生した場合の迅速な情報提供、円滑な立入りや、返還前
の早期の立入りの実現など、実効性のある運用を通じて基地内の環境対策の強化
が着実に図れるよう努めること。
・基地対策に関する経費が地元に転嫁されることによって各地方公共団体の財政の
圧迫をもたらさないよう、地方公共団体の意向を踏まえ新たな制度の創設を含め
適正な措置を講ずること。
（５）基地の整理・縮小・返還について
・施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極
的に促進すること。
・返還後の基地跡地利用について、国有財産の無償譲渡や無償貸付けなどの積極的
な支援措置を講じること。
（６）重要影響事態安全確保法等について
重要影響事態安全確保法等の運用に当たっては、適時・的確な情報提供に努める
とともに、地方公共団体の意向を十分尊重すること。

２

北方領土及び竹島問題の早期解決について

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島の早期返
還及び竹島の領土権の早期確立は、多年にわたる国民の念願であり、その解決の促進
を図ること。

３

拉致問題の早期解決について
北朝鮮は、核実験及び弾道ミサイルの発射を繰り返し、国際社会に対し挑発行為を

続けてきたが、国際社会による厳しい圧力を受け、昨年２月の平昌オリンピックを契
機に、対話路線に転換し、体制保証と制裁緩和を求め、中国、韓国、米国及びロシア
と相次いで首脳会談を行ってきており、今年６月には第３回目の米朝首脳会談が開催
された。
その一方で、拉致問題については、「既に解決済み」との主張を繰り返し、平成２
６年のストックホルム合意以降、進展が見られていない。
安倍総理大臣は、拉致問題の解決に向けてあらゆるチャンスを逃さないため、条件
を付けずに日朝首脳会談を実施したい意向を表明された。
拉致被害者及びそのご家族は高齢となっており、もはや一刻の猶予も許されない。
政府においては、引き続き拉致問題を最優先課題として主体的に取り組み、米国、
韓国、中国及びロシアをはじめ関係諸国や国際関係機関等と連携・協調を図りながら、
拉致問題の一刻も早い解決に全力を尽くし、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されな
い行方不明者の早期帰国等の実現を図ること。
北朝鮮への圧力を維持し、拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を行わ
ないとの方針を堅持すること。そして、拉致問題の全面解決に向け、日朝首脳会談の
実現を見据えた粘り強い交渉を行い、目に見える形で具体的な成果を早期に出すこと。
米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と個別協議を行う際には、日本人拉致
問題の早期解決について北朝鮮に働きかけるよう要請すること。
また、行方不明者の情報等を逐次提供するなど、地元自治体との連携を密にとるこ
と。
さらに、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、有事の際には拉致被害者等の救出
及び安全の確保にあらゆる手立てを尽くすとともに、拉致の可能性を排除できない
方々について徹底した調査・事実確認を行い、拉致の事実が確認され次第、被害者と
して認定すること。

４

座礁放置された外国船舶の処理等について

座礁放置された外国船舶の処理等については、漁業被害対策や沿岸住民の安全確保、
景観保持等の観点から、地元自治体が船体の撤去等を行っている状況にあるため、国
の責任として処理する制度を確立すること。
また、日本近海を航行する船舶について、ＰＩ保険に加入するよう近隣諸国に要請
するとともに、ＰＩ保険が機能しなかった場合も想定した対応策を講じること。
なお、制度確立までの間に地方公共団体が座礁船等の撤去等を行う場合には、撤去
等に多額の費用を要するため、ＰＩ保険会社等により補填されない差額部分について、
国による費用負担の支援充実を図ること。

５

漂着船等に対する万全な対策について

昨今、北朝鮮からとみられる木造船等が我が国に漂流、漂着する事案が増加して
おり、乗組員による領土への上陸も確認されている。
地方公共団体では、生死に関わらず漂着者や漂着物など、その取扱いや対応に苦慮
し て い る と こ ろ で あ り 、 我 が 国 の 領 土 、 領 海 を 保 全 し 、 漁 業 者 を は じ め 、 国 民 の 生 命、
財産を守るためにも、早急な対策が必要である。
加えて、外国の不審船が容易に領土に接近しうる状況に、沿岸部の住民はもとよ
り、多くの国民が不安を抱えていることから、国において、国民の安全・安心を確保

する観点から、以下の事項について早急かつ適切に対処すること。
（１）我が国の領土、領海及び排他的経済水域を侵す、領海侵犯や違法操業など、あら
ゆる行為について毅然とした態度で外交交渉に臨むこと。
（２）海上及び沿岸における不審船等の監視、警備体制の強化と漁船などへの注意喚起
を行うための連絡体制の整備を図るとともに、外国漁船等の我が国の排他的経済水
域を含む周辺海域での違法操業や領海侵犯に対しての取締りを強化し、拿捕を含む
実効的な対抗措置を講じること。
（３）不審船等に由来する漂着者や漂着物などの取扱いや対応、漂着者が傷病人の場合
の救助・搬送及び感染症対策などの対処方法について、明確な見解や指針を早急に
示すこと。
（４）不審船等に由来する漂着者の対応や漂着物などの処理等の円滑かつ継続的な実施
のため、地方負担が発生しないよう、地方公共団体に対する財政支援措置を拡充す
ること。

【道州制関係】
道州制については、自由民主党において基本法案の検討が引き続き行われている。
全国知事会では、これまで、平成２５年１月に「道州制に関する基本的考え方」を、
平成２５年７月に「道州制の基本法案について」をとりまとめ、その検討に当たって
は我々の考えを十分踏まえるよう求めてきた。
現在、我が国は東日本大震災や熊本地震等の大規模災害からの復旧・復興をはじめ、
経済の再生、エネルギー問題、少子高齢時代における持続可能で安定的な社会保障制
度の構築、近い将来に発生が懸念されている巨大地震対策など多くの喫緊の課題への
対応を迫られている。それだけに今、道州制を議論するというのであれば、基本法案
には、道州制の必要性、理念や姿が具体的かつ明確に示されなければならない。その
上で、国の出先機関の廃止や中央府省の解体再編を含む国と地方双方のあり方を見直
す抜本的な改革であることが明記されなければならない。
自由民主党等において統治機構改革という最重要課題について積極的に問題提起
されていることは評価するものの、基本法案においてこうした事項が明確にされてい
ない。
ついては、基本法案の検討に当たっては、以下の内容を十分踏まえること。

１

基本法案において最低限明確に示すべき事項について
基本法案は、以下の点が明記されなければならない。

（１）国民的議論が十分に行われるよう、今なぜ道州制なのか、道州制の理念や姿を具
体的かつ明確に示さなければならない。
① 現行の都道府県制度の下で地方分権改革を進めた場合と比較した十分な議論を
踏まえ、道州制の必要性を示すこと
② 道州制の姿やメリット・デメリット等についての明確なイメージを示すこと
③ 道州制については、国民に十分理解されているとは言い難いので、まずは積極的
な情報発信を行い、国民的議論を巻き起こすこと
④ 道州制の根幹部分については、「国と地方の協議の場」をはじめ様々な機会を通
じて十分協議し、地方の意見を十分に反映させること
（２）道州制は中央集権を打破し、地方分権を推進するものであることを明確に示さな
ければならない。
① 国の出先機関の廃止はもちろんのこと、中央府省の解体再編を含む国と地方双方
のあり方を見直す抜本的な改革であること
② 国が引き続き担う役割を具体的に限定列挙し、その上で、道州はもとより、とり
わけ市町村について、どういう役割を担うのか明確に示すこと
（３）道州制は、地域間格差を拡大させることなく、国民の幸せの向上につながるもの
でなければならず、格差是正の仕組みを明確に示さなければならない。
① 道州が財政的に自立し、国民生活のナショナル・ミニマムを維持可能な税財政制
度の方向性を示すこと
② 道州間や道州内の基礎自治体間の財政力格差が生じないような財政調整のあり
方を示すこと

２

基本法案において方向性を示した上で、更に具体的な議論を
行うべき事項について

我が国の閉塞状況を打破するために、地方の活力を伸ばし、地域間格差をなくすた
めの統治機構のあり方について、全国知事会としても十分に議論をする必要性を感じ
ているところである。
基本法案が、制度改革の根幹部分を曖昧にしたものではなく、真に地方分権改革を
進めるためのものとなるよう、以下の点を重要課題として提起する。
（１）道州の自治立法権と国会の立法権の範囲、併せて国の立法機関のあり方について
十分に議論すべきである。
① 道州の自治立法権、国会が引き続き担う立法権限の範囲及びその相互関係の見直
しの方向性
② 国会議員の削減数と国会の二院制の見直しの方向性
③ 直接公選制と考えられる道州の首長と国における現行の議院内閣制の関係
（２）道州制における基礎自治体のあり方や住民自治を確保するための方策について十
分に議論すべきである。
① 道州制における基礎自治体の規模や権能の強化方針とその具体的な手法
② （仮に現行の市町村のままであるなら、）基礎自治体として十分な権能を発揮す
るための方策
③ 政令指定都市等の大都市と道州との関係
④ 道州制における住民自治の強化方策
（３）道州と国が十分に機能を発揮できる税財源の確保について具体的に議論すべきで
ある。
① 現在、国・地方の歳出約１９２兆円に対し、税収は約１０２兆円（国約６２兆円、
地方約４０兆円）という状況の中で、道州が十分な税財源を確保するための具体的
な方策
② 現在、国は約９２８兆円、地方は約１９４兆円の債務を負っているが、道州制の
下での債務の削減についての十分な説明

３

道州制の議論と並行して実施すべき地方分権改革について

道州制の検討を理由に地方分権改革を停滞させることがあってはならない。これま
での地方分権改革推進委員会の勧告や「地方分権改革の総括と展望」などを踏まえ、
国の出先機関の廃止、義務付け・枠付けの見直し、地方税財源の充実などの改革を進
めるべきである。
① 国の出先機関の廃止に向けた大幅な事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの更な
る見直しなどを進めること
特に、「地方分権特区」とも呼べる実証実験的な権限移譲の制度化を検討するこ
と
② 全国で唯一の府県域を越える広域自治体である関西広域連合、九州広域行政機構
（仮称）等の取組等について検証を行うとともに、希望する地域に国出先機関を移

管すること
③ 提案募集方式による地方からの提案について、国が直接執行する事業の運用改善
など提案対象の拡大を図るとともに、積極的に検討を行い、できる限り実現を図る
こと
全国知事会が従前より求めている福祉等の分野における「従うべき基準」の速や
かな見直しや地域交通に関する事務・権限の移譲等について集中的に議論すること
④ 憲法９２条における「地方自治の本旨」について議論を深めるとともに、国と地
方の役割分担の見直し、地方税財源の充実や税源の偏在性が小さく税収が安定的な
地方税体系の構築など、地方自治の確立に資する制度的課題について検討を行うこ
と
⑤ 税源移譲を含め、国と地方の税財源配分の見直しを進めること
また、地方交付税について、臨時財政対策債の廃止や法定率の引上げを含めた抜
本的な見直しにより、持続可能な制度として確立するとともに、安定的な財政運営
ができるよう地方一般財源を充実すること

