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平成２９年度国の施策並びに予算に関する提案・要望

近年、全国各地で発生している災害への対応、超高齢社会や社会保
障財源への問題、地域経済対策など、我が国には様々な課題が山積し
ている。また、参議院議員選挙における合区の解消や東京一極集中の
問題など真正面から取り組まなければならない多くの格差が指摘され
ている。
様々な格差を是正することにより、全ての地域が公平にチャレンジ
して活躍ができる社会、すなわち都市と地方が争うのではなく、共存
する社会をつくることこそが真の地方創生であり、地方分権であると
考える。
地方が自らの手で、自らの未来を切り拓くために、全国知事会は、
「格差から活躍へ」をテーマとして、地方創生や地方分権をはじめ、
超高齢社会への対応や少子化対策・子どもの貧困対策など、様々な課
題について議論し、平成２９年度国の施策並びに予算に関する提案・
要望をとりまとめた。
国においては、これらの趣旨を十分に踏まえ、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する。
平成２８年７月２９日

全 国 知 事 会
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≪政策提案≫

１

防災・減災対策の緊急かつ確実な実施について

近年、日本列島は活動期に入ったと言われており、地震・津波・火山噴火・
台風・局地的大雨等と様々な災害に見舞われている。近い将来、南海トラフ
地震や首都直下地震など、大規模災害の発生が懸念されており、防災・減災
のため万全の備えをしなければならない。また、これ以外の地域でも、想定
されていない災害は起こるものであり、各地の実情に応じた様々な防災・減
災対策を実施しなければならない。
このように、なお一層の防災・減災対策の推進を必要としているにもかか
わらず、全国防災対策事業が廃止され、緊急防災・減災事業債も今年度限り
の措置であるなど、財政支援は減少傾向にあり、今、まさに１兆円の財源が
失われようとしている。これでは防災・減災対策は遅れてしまいかねない。
政府は、平成 28 年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2016」において、国土強靱化、防災・減災対策などの成長力を強化する分野
に社会資本整備の重点化を図るとしているが、地方が必要と考える防災・減
災対策が確実に実施できるよう、以下の事項に留意し施策を講じることを強
く要請する。

１

被災地の復旧・復興支援
東日本大震災、平成 26 年広島土砂災害や平成 27 年９月関東・東北豪雨
の被災地が復興途上であるなか、平成 28 年熊本地震が発生し、熊本県・大
分県を中心に甚大な被害をもたらした。被災地において、ニーズに応じた
復興を成し遂げられるよう、最大限被災地の要望に沿った対応を行うこと。

２

防災・減災対策の財源の確保
国土の強靱化と防災力の向上は喫緊の要請であり、地方が必要とする社
会資本整備や、ソフト事業に対する財源を当初予算において安定的・継続
的にしっかりと確保すること。さらに、特に緊急性の高い対策に集中投資
するための財源を平成 28 年度補正予算で確保すること。

３

迅速な復旧・復興に向けた事前の取組
災害に遭遇した自治体は、これまでも通常業務に復旧・復興に係る膨大
な量の業務が加わることで、混乱を極めてきた。このことから、過去の災
害経験を踏まえ、発災時における応援・受援体制の整備や、復旧・復興等
に関する事前準備と既存法律等の必要な見直しを行うこと。
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【
「２

具体的要請事項について

】

防災・減災対策の財源の確保」に係る具体的要請事項
(1) 多発する災害に対する緊急措置として、補正予算による国土強靱化支援の実施
(2) 緊急防災・減災事業債の制度を恒久化のうえ、対象事業の拡大及び国庫補助事
業の地方負担分への充当など、地方の実情を踏まえた制度の拡充
(3) 全国防災対策事業に代わる、新たな防災対策制度の創設
(4) 国土強靱化地域計画に位置付けた取組に対する、新たな支援制度の創設
(5) 大規模災害時における救命・救急活動及び支援物資の輸送等に必要な、高規格
幹線道路や幹線道路、港湾等の整備に対する財源措置
(6) 避難所施設、庁舎、学校など防災拠点となる建物・構造物等の建て替えを含む
耐震化や老朽化対策及び津波対策・液状化対策・地盤対策・洪水対策・土砂災害
対策等の必要なハード対策に対する財源支援措置
(7) 住宅、私立を含む学校・幼稚園、保育所等社会福祉施設、民間施設等の耐震化
のためのこれまで以上の財源措置
(8) 広域的な物資支援のため、民間事業者を活用した体制構築と訓練等に対する財
源措置
(9) 原子力災害を含む複合災害となった場合に備えた、避難経路の確保及び放射線
防護施設の整備等の充実・強化に対する財源措置
(10)被災者生活再建支援制度の財務基盤を一層強化するための財源措置
(11)被災者生活再建支援のため、早急な罹災証明の発行と被災者台帳活用を可能に
するためのシステム導入等の準備に対する財源措置

「３

迅速な復旧・復興に対する取組」に係る具体的要請事項
(1) 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
制の確保及びニーズ把握を含む受援体制整備について、法制化や防災基本計画へ
の記載等も含めた制度構築と着実な運用
(2) 広域の応援に要する経費への十分な財政支援及び支弁経費の国への直接請求制
度の創設
(3) 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の創設
(4) 災害救助法に関し、国の負担率引き上げ、弾力的運用及び避難所設置や支援物
資輸送に関する適用範囲の拡大若しくは財政措置
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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５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、復旧・復興は着実に進みつつある。
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、
昨年６月には、平成 32 年度までの５年間を「復興・創生期間」とし、特例的な財政支援措
置を基本的に継続する方針を決定していただいたことに心より御礼申し上げる。
しかしながら、未曽有の被害を受けた被災地の復興まちづくりや産業の再生は道半ばであ
り、仮設住宅等で避難生活を送る被災者は約 15 万５千人に及んでいる。
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）による福島第一原子力発
電所の汚染水処理、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、国
内外の根強い風評、被災地方公共団体や民間企業の人手不足と資材高騰等が被災地の復旧・
復興の足かせになっている。また、津波災害や原子力災害の影響が大きい地域では復興まち
づくりが遅れて人口流出が深刻化するなど、地域によって復興の進捗状況に格差が生じてお
り、避難生活が長期化し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を再生するために、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。
こうした状況を踏まえ、全国知事会では、復興・創生期間に復興を成し遂げ、福島県の再
生を加速するためには、平成 27 年度までの５年間の集中復興期間に対処されなかった課題
も含めて、被災地の実情に即して思い切った対策を採ることが不可欠であると考え、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。

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廃炉・汚染水対策、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、依然として多くの住民が避難を余儀なくさ
れている。東京電力福島第一原子力発電所の汚染水処理、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 28 年３月に国が決定した今後の５年間の「復興基本方針」において、
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国は引き続き前面に立って取り組むとしているが、これまでのところ十分な成果が上がって
いない。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、溶融燃
料のデブリの取出しなど前例のない困難な課題が控えていることから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いることを深く認識し、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。
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を行うこと。
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、市街地や住家周辺の生活環境はもとよ
り、農地や農業用ダム・ため池及び森林に至るまで迅速かつ着実に行うこと。
特に、避難解除等区域における住民帰還を早期に実現するため、住民が安心して暮らせる
ように必要な再除染を確実に実施することも含め、除染の促進を図ること。
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
策を着実に講じること。
中間貯蔵施設の整備については、昨年度国が示した方針に基づき、施設設置者として責任
を持って、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。
陸域での除染作業により生じる排水を適正に処理し、河川及び海洋に流出することがない
よう国として万全の対策を講じること。
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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。
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、市町村・
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。
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
食品に含まれる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、国内外への正確
な情報の発信と安全性の普及啓発を強化し、諸外国の輸入規制の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や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、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。
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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の上、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、十分な配慮が必要である。
【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の上、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、今後も引き続き必要な
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すること。
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、廃炉・汚染水対策、除染・中間貯蔵施設への搬入、風評被害など、
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。
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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、今後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、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・復興事業の整備促進と全面的な財政支援の継続
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、整備促進を図ること。
提言 2-8 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 2-9 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 2-10 「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。
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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継続すること。
○ 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は、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。
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 3-2 人員派遣や職員採用の支援等
平成 29 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3-3 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。
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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】
○ 復興まちづくりを促進するため、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】
復興まちづくりが遅れている地域では住民が流出しており、地域の再生の成否の分かれ目
に差し掛かりつつある。このため、住宅再建、防災集団移転、防潮堤整備などを一日も早く
完了す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
可能となるよう被災市町村に対する十分な財政支援を行うこと。
提言 4-2 防災集団移転促進事業の要件の一層の緩和
市町村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、対象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、平成 31 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。
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基地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）の予算枠を拡大し、事業が終了するま
での間、制度を継続すること。
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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、
効果的な対策を早期に講じるとともに、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・拡充すること。
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、対策地域内の各市町村の状況を踏まえた処理スケジュールや終期目
標を示し、帰還困難区域についても早期に処理方針を明確にして処理を推進すること。
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
り長期間立入制限されてきたことに起因して発生した廃棄物であるため、対策地域内廃棄物
として国の責任により処理すること。

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の再
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
の新たな産業立地、農業の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、債権買取等支援を平成29
年度以降も継続し、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。
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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、被災地の企業立地な
どに有効であるので、期間延長と十分な予算確保を行うとともに、沿岸部内陸部の区別なく
事業採択するなど、被災地域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確実な措置等
復興特区における税制上の特例措置については、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不断に制度を見直すとともに、地方税の課税免除又は不均一課
税に伴う減収について、平成 29 年度以降においても従前と同様に補填されるように確実に
措置すること。
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。
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。
「事業復興型雇用創出事業」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を行う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、制度の延長と必要な財源の確保を図るこ
と。
「被災者雇用開発助成金」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。
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提言 5-9

福島・国際研究産業都市（イノベーション･コースト）構想の推進

福島・国際研究産業都市構想については、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック
を当面の目標とし、各プロジェクト（ロボットテストフィールド、国際産学連携拠点、スマ
ート・エコパーク、エネルギー関連産業、農林水産業（スマート農業等））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。

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
【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の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。
【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、避難生活が長期化している。心のケアやコミュニティの再生に十分
配慮し、早期の帰還や生活再建に向けた総合的・継続的な支援を強化することが急務である。
また、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ることなく正しく伝えていくことは、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、
「早期帰還・定住プラン」を着実に実行し、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 被災者の心のケアやコミュニティ再生に対する支援の強化
避難生活が長期化し、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や緊急雇用創出事業臨時特例交付金の継続・
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、過去の大震災の例からも中長期に取り組む必要があ
ることから、引き続き被災地心のケア支援体制整備事業費補助金の十分な確保を図るととも
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。
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さらに、復興促進に不可欠な地域コミュニティの再生、被災高齢者に対する見守り体制の
整備、生きがいづくり対策などのきめ細かな取組やＮＰＯ等による多様な活動への支援を強
化すること。
提言 6-3 被災地の実態に合った子育て支援の強化
安心して子ども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 6-4 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 6-5 医療・福祉提供体制の復旧・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では、人口減少、医療・介護従事者
等の不足、建設コストの高騰等により、医療・福祉サービスの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るため、地域医療再生臨時特例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支援等に係る十分
な財政支援を行うこと。
提言 6-6 公的保険の減免措置等に対する財政支援
被災者の国民健康保険、介護保険等の保険制度等について、震災により財政基盤が大きく
損なわれた被災地の市町村における安定的な運営や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。
震災により、保険料（税）の大幅減収や医療費の増大など、被災市町村の財政的基盤が大
きく損なわれたことから、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の安定的な運営が図
られるよう、調整交付金の増額や国費による補填など、国による十分な財政支援措置を講じ
ること。
提言 6-7 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。
入居者の責めによらない転居に要する経費や応急仮設住宅の集約等により被災者が他の
応急仮設住宅へ転居せざるを得ない場合の移転費用について、災害救助費の対象とすること。
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、被災地のニーズに合わせて
柔軟に対応すること。
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提言 6-8 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。
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 6-9 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、各種支援を継続するとともに、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こと。
また、東日本大震災で被災した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。
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３

原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言
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はじめに
東京電力福島第一原子力発電所事故から５年余りが経過したが、依然
として周辺住民は避難生活を余儀なくされている状況にあり、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、避難を余儀な
くされ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、今なお避難を余儀なくされている
人々に対する適切な支援や除染作業の速やかな実施、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、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求めるととも
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に、これらの取組に対する国の指導・監視体制を強化するため、現地
人員を増強するなど、より一層の安全確保に努めること。
喫緊の課題である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を予防的・重層的に講じるよう東
京電力に対する指導・監視を徹底するとともに、汚染水を増やさない
ための抜本的な対策に総力を挙げて取り組むこと。
放射性物質の飛散の可能性がある１号機の原子炉建屋カバー解体や
がれき撤去作業、雑固体廃棄物焼却設備の運用等においては、飛散防
止対策とダストモニタ等による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
害の再発防止等が確実に行われ、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一体となって
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一体となって取
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。
また、福島第一原子力発電所の事故から得られた知見はもとよ
り、絶えず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。
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た上で、継続的に検
討を行うこと。
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(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当たっては、現在の原子力規制
委員会の有識者会合の構成を見ると、委員の専門分野に偏りがあ
ることから、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評価すること。
また、運転期間延長認可に係る特別点検の結果や高経年化技術評
価の内容について、期限内に厳正かつ慎重な審査を行い、その結
果について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、原子炉の廃止措置については、原子炉本体の解体技術
などの高度化に努めるとともに、廃止措置計画の認可に当たって
は、廃止措置が安全かつ着実に進められるよう厳正な審査を行い、
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は、地
方公共団体へ丁寧に説明すること。
廃止措置の実施に当たっては、事業者に対し厳正な指導・監督
を行い、安全確保に万全を期すことはもとより、廃棄物の取扱い
基準等の確立等についても、早急に方針を示すこと。
(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原子力事業者に対し、最低
限の規制要求事項を満たすだけでなく、さら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。
原子力発電所の再稼働に当たっては、長期停止後であることに
留意し、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
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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。
(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、同委員会設置法附則第５条の規定に定め
る３年以内の見直しに関する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、内部監査にとどまらず、
組織の健全性や信頼性を評価する外部機関を新たに設置するなど、
改善出来る仕組みを構築すること。
また、新規制基準等に基づく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、安全性の確保のため着実に審査を行う
こと。
さらに、現場を重視した実効性ある安全対策を進めるとともに、
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結果等については、
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
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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、再稼働の判断に至った経緯や結果について国政を預か
る責任ある立場の者が、国民及び地方公共団体に十分な説明を行い
理解を得るよう、国として主体的に取り組むこと。
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、昨年アクションプランが策定され
たところであるが、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
おいて責任をもって進行管理するなど、国が主体となって着実に
進めていくこと。
(２) 放射性廃棄物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１６
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中、
昨年「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」が閣議決
定された。この閣議決定に基づき、最終処分地の早期選定に当た
っては、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。
また、最終処分の科学的有望地については、都市部を含めて十
分に検討を行った上で、平成２８年中に提示すること。
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(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は、高レベル放射性廃棄物と同様
に、最終処分に向けた国及び事業者の取組を加速させること。
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、国は、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。
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、地方公共団体
等の意見を適切に反映していくこと。
原子力災害対策指針では、ＵＰＺ外においては、事前の対策に
ついて明確な規定がないが、緊急時には避難等の防護措置を実施
する可能性があるとしており、また、実際に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必要に応じ緊急時に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、実
用発電用原子炉以外の原子力施設に係る緊急事態区分及び原子力
災害対策重点区域の範囲など未策定の事項について、速やかに指
針を策定するとともに、廃止措置に向けて長期間停止する原子炉
についても、必要な対策を示すこと。
(２) 原子力防災体制について
複合災害や過酷事故が起こることを想定し、地方公共団体の意
見を踏まえ、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、
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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。
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、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において、早急に
示すこと。
また、原子力発電所内の緊急作業時における被ばくに関する規
制が改正されたところであるが、原子力発電所外においてもさら
に迅速な対応が図られるよう法制度の見直しや、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の制定など、国の体制整備
に取り組むこと。
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し、速やかにガイドラインに準拠した整備を
行うこと。
また、関係自治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。
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、原子力発電所立地地域毎に設置さ
れた地域原子力防災協議会において、各地域毎の取組状況を把握
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、電気事業者等の関係機
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。
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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
実効性ある避難計画の策定を支援するため、ＯＩＬ※に基づく
避難範囲の特定方法や屋内退避の期間、また、熊本地震を踏まえ、
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。
また、災害発生時の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。
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、避難先の確保
や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と
ともに、避難受入に必要となる資機材等の具体的な整備基準を示
すなど、避難先への迅速な人的支援や国による大規模備蓄施設の
整備などの物的支援ができる体制を構築すること。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
する国の分科会において、早急に必要な対策を示すこと。
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。
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。
さらに、避難住民や避難車両等に対する避難退域時検査及び除
染の方法や実施場所選定に係る基準、そのための人員体制や資機
材の配備等について、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、
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。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※ OIL (Operational Intervention Level)：UPZ(5～30km 圏)の住民の避難判断基準等
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また、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必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、
関係自治体の意見を十分聴き、具体的活用手法を早急に示すこと。
(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、防災範囲の拡大に対応した
新たな基準を早急に示すこと。
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り、国は、関係地方公共団体、事業
者における実施内容や役割分担等を速やかに示し、緊急時モニタ
リング計画の策定を支援すること。
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
ションの復旧を含め必要なモニタリング資機材の早急な整備が図
れるよう、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、地方放射線モニタリング対策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、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、国の
責任において放射線状況を確実に把握できる体制を構築すること。
福島第一原子力発電所事故の際に課題となった放射性ヨウ素等
の大気中放射性物質の測定体制に係る基準を速やかに示すこと。
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。
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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、緊急時に国、地方公共団体、電力事業者、医療機関等が
連携して適切に対応できるよう、必要な対策について具体的に整理
し、対応マニュアルを早急に作成すること。
原子力災害拠点病院等の指定に際しては、原子力災害医療派遣チ
ームの資格要件や運用等について早急に明らかにするとともに、関
係医療機関等の協力が得られるよう、必要な財政支援制度を早急に
創設すること。
併せて、原子力災害医療に係る資機材の備蓄や施設整備、医療従
事者の確保等に関して、財政措置も含めた支援を強化すること。
特に、指定後の原子力災害拠点病院の機能充実や運用保守費用に
ついても交付金に別枠を設け支援するとともに、原子力災害医療の
実施体制整備のために、中長期的な視点で原子力災害医療に係る人
材育成に取り組むこと。
安定ヨウ素剤（乳幼児用を含む）の配布に当たっては、国が薬剤
に関する正しい知識の啓発を行い、住民不安や過度な混乱を防ぐこ
と。
また、住民が適時・適切に服用できるよう、地方公共団体の事情
を聴取の上、ＰＡＺ外の取扱を含め、早急に対応マニュアルを充実
するとともに、住民からの服用可否や副作用など医学的な問い合わ
せに対する相談窓口について、国において運営すること。
配布体制の整備に当たっては、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、
住民不安を軽減するために、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。
また、安定ヨウ素剤の事前配布後も、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、郵送による配布など再配布の
手続きを簡略化し、住民や地方公共団体の負担を軽減できる方法を
早急に国が示すこと。
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、配布自治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こと。
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併せて、現在、製造後３年間となっている安定ヨウ素剤の使用期
限の延長について、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
とともに財政支援を行うこと。
なお、安定ヨウ素剤を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。
原子力災害時における安定ヨウ素剤の配布について、電力事業者
や自衛隊等による人員確保の体制を整備するとともに、具体的な実
施方法を明記したマニュアルを早急に作成すること。
さらに、原子力施設において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原子力災害に
係る健康管理対応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、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
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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。
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４

Ⅰ
１

地方税財源の確保・充実等に関する提言

地方創生の推進
地方創生・人口減少対策のための財源確保

我が国の景気は、企業収益が過去最高水準となり、有効求人倍率もかつてない高水
準まで上昇するなど回復基調が続いているものの、中国を始めとするアジア新興国等
の景気が下振れし、景気が下押しされるリスクがあるなかで、海外経済の不確実性の
高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。
先般、政府では世界的な需要の低迷、成長の減速による景気悪化のリスクに備え、
内需を腰折れさせないようあらゆる政策を総動員するとして、平成29年４月に予定さ
れていた消費税・地方消費税率の10％への引上げを２年半再延期することとされたが、
アベノミクスの成果を地域の隅々まで行きわたらせ名目ＧＤＰ600兆円を達成するた
めには、生産性の向上や働き方改革を進め、新市場の開拓や国内の需要を高めるとと
もに、国・地方が一体となって強力な地域経済対策を講じていくことが必要である。
平成28年６月２日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」（以下
「骨太の方針」という。）では、「成長と分配の好循環」を全国津々浦々まで波及さ
せ、人口減少と地域経済の縮小の悪循環に歯止めをかけ、将来にわたって成長力を確
保するため、地域が持つ魅力を最大限引き出し、国・地方において官民の総力を挙げ
て地方創生を本格展開することとされている。
地方創生なくして一億総活躍社会の実現はない。我々地方も、自主性と主体性をも
って地域経済の活性化及び地方創生に全力を挙げて取り組み、地方創生を日本創成に
つなげていくという強い決意と覚悟をもって臨んでいる。
平成28年６月２日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」では、
地方創生の本格展開に向けて、「各分野の政策の推進」「地域特性に応じた戦略の推
進」「多様な地方支援の推進」の３つの基本方向により、施策の一層の推進を図って
いくこととされたが、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、地方創生の取組みを息長く支援すべ
きである。
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（１）「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充
地方創生は地方版総合戦略の策定段階から、本格的な地方創生事業推進の段階
へ移行するなかで、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、平成28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の拡充及び弾力的な運用
地方一般財源総額の確保に加え、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、平成28年度当初予算において「地方創生推進交付金」（1,000億円、
国１/２）が創設され、地方負担についても、「まち・ひと・しごと創生事業費」
とは別に地方財政措置を講ずることとされたほか、平成27年度補正予算において
「地方創生加速化交付金」（1,000億円、国10/10）が措置されたところである。
今後、地方創生は本格展開の時期に入り、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、交付金の内容や規模について、地方の意見等を十分に踏まえる
形で拡充すべきである。特に、東京一極集中加速化の是正のための地方への人材還
流や働き方改革、ローカル・アベノミクスを実現し名目ＧＤＰ600兆円達成等に向
け緊急的に対応するための必要な財源について、平成28年度の補正予算での対応を
検討すべきである。
「地方創生推進交付金」等については、事業内容を公表して目標管理を適切に
行うなど、地方団体が責任を負う一方で、交付金の趣旨に沿った事業を行う場合に
は、地方団体ごとの交付金額の上限設定などの制約を大胆に排除するほか、施設整
備事業等についても、ソフト施策と一体となって産業振興や地域活性化等に特に十
分な効果が見込まれる場合には要件を大幅に緩和するなど、地方において、より使
い勝手のよいものとすべきである。
また、地方創生関連補助金等についても、新たな発想や創意工夫を活かせるよ
う、要件の緩和など弾力的な取扱いを行うべきである。
２

人口減少対策等に資する新たな税財政措置
昨年閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」において定められた「経

済・財政再生計画」では、低所得若年層・子育て世代の活力維持と格差の固定化防止
のための見直し、働き方・稼ぎ方への中立性・公平性の確保、世代間・世代内の公平
の確保など、経済社会の構造変化を踏まえた税制の構造的な見直しを早期に行うこと
とされている。
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一方、人口移動の面では、平成27年の東京圏への転入超過数が約12万人（前年比約
１万人増）となり４年連続で増加するなど、東京一極集中の傾向が加速している。
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、三世代同居・近居の促進、所得
税・住民税における配偶者控除や扶養控除のあり方など、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。この際、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、段階的な幼児教育・保育料無償化、不妊治
療への支援の拡充、無利子奨学金の充実、多様な保育サービスの拡充、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速やかな廃止等を図るととも
に、「地域少子化対策重点推進交付金」の平成29年度当初予算での規模拡大と運用の
弾力化や子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源確保など、子
育て支援の充実を図るべきである。
併せて、貧困の世代間連鎖を断ち切るため、ひとり親家庭への支援策の拡充や給付
型奨学金の創設等による教育費負担の軽減、「地域子供の未来応援交付金」の恒久化
と運用の弾力化など、子どもの貧困対策の更なる充実・強化を図るべきである。
また、平成28年度税制改正では、東京圏から地方へ本社機能の移転等を行う企業に
対して税制上の優遇措置を講ずる「地方拠点強化税制」について、雇用促進税制と所
得拡大促進税制の併用を可能とする制度の拡充が行われ、また、「地方創生応援税制
（企業版ふるさと納税）」も創設され、地方創生の推進に資する税制の充実が図られ
たところである。
東京一極集中の是正に向けて、「地方拠点強化税制」の更なる拡充も含めた企業の
地方移転の促進、地方への定住・半定住の促進など、地方への人の流れをつくるため
の税財政制度について幅広く検討すべきである。
３

ふるさと納税及び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（特典）の送付については、引き続き、制度本来の趣旨、経
済的利益の無償の供与であることを前提にふるさと納税に係る寄附金に通常の寄附
金控除に加えて特別控除が適用される仕組みであること等を踏まえ、節度ある運用と
すべきである。
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また、平成28年度税制改正において創設された「地方創生応援税制（企業版ふるさ
と納税）」については、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
が、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、引き続きモ
ラルハザードにならないようにするとともに、地方の自主性と主体性を尊重し、弾力
的に運用するなど実効性のある制度運用に努めるべきである。
４

魅力あふれる地域づくりのための税財源措置

（１）スポーツ・文化施策への財源措置
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間直後に開催される2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据え、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津々浦々で開催することは、地方創生の一
層の推進に資することから、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、特別な地方債の発行とその元
利償還金に対する交付税措置を客観的かつ公平な基準等に基づき行う新たな制度
を創設すべきである。
また、地方が文化資源を最大限に活かした主体的な文化プログラムに取り組める
よう、宝くじを活用した新たな財源の確保などについて、幅広く検討すべきである。
（２）「観光先進国」への挑戦に向けた新たな税財源措置
国においては、観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」に挑戦し
ていくため、訪日外国人旅行者数の目標を2020年に4,000万人、2030年に6,000万人
とするなど、従来の目標を大幅に前倒しし、かつ、質の高い観光交流を加速させる
こととしている。特に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
等により、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、観光を地方創生につなげていくためには、地方への
外国人旅行者の訪問の増大はもとより、日本人国内旅行消費の拡大が必要であり、
地方においても積極的に取り込むための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税財源
を確保する措置を講ずるべきである。
５

国家戦略としての政府関係機関の地方移転
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、本年３月にまち・ひと・しごと創生本部において、「政府関係機関
移転基本方針」を決定し、研究機関・研修機関等については、23機関を対象に50件の
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全部又は一部移転、また、中央省庁については文化庁の全面移転などの方針をとりま
とめ、移転に関する具体的な取組みが進められているところであるが、この速やかな
移転実現を図るとともに、政府関係機関の地方移転については、東京圏から地方への
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。

Ⅱ

地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実

骨太の方針では、アベノミクスの成果等の活用を図りつつ、適切な経済財政運営を
進め、我が国の景気回復の腰折れを回避し、我が国経済を再びデフレに戻さないよう、
世界経済の回復のための国際協調、一億総活躍社会の構築などに取り組んでいく一方、
名目ＧＤＰ600 兆円の実現と国・地方を通じたプライマリー・バランスの 2020 年度ま
での黒字化の達成の双方の実現に向けて、ワイズ・スペンディングの考え方に立って、
経済・財政の一体改革を進めていくこととされた。
地方財政についても、
「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に定められた「経済・
財政再生計画」において、国の取組みと基調を合わせた歳出改革に取り組むこととし、
歳出特別枠については経済再生に合わせ危機対応モードから平時モードへの切替え
を進めるほか、地方団体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
を強化するために地方財政制度の改革を行うなどとされており、今後、地方交付税や
国庫支出金、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。
平成 29 年度においては、地方創生なくして一億総活躍社会の実現はないというこ
とを踏まえ、アベノミクスの成果を地域の隅々まで行きわたらせるためにも、地方単
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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すべ
きである。
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、地方分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、地
方税の充実や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が必
要である。

Ⅲ
１

税制抜本改革の推進等
消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴う対応等
消費税・地方消費税率の引上げが平成 31 年 10 月に再延期されることとなったが、

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、税率の引上げを行うことは避けられない。
また、消費税・地方消費税率引上げの再延期にあたっては、社会保障に係る地方財
源の確保をはじめ、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う
ための消費税法の一部を改正する等の法律」において地方消費税の充実と併せて講ず
ることとされた税源の偏在性を是正する方策等の課題などについて、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。）で示された方針に沿って対応
すべきであり、具体的には、以下の点を踏まえるべきである。
（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による増収分は、子ども・子育て支援や医療・介
護の充実に向けた施策の実施等の社会保障の充実や安定化などに充てることとさ
れており、税率引上げの再延期により、これらの施策は税率引上げまでその財源を
失うことになる。
また、消費税・地方消費税率の引上げを再延期しても、保育の受け皿 50 万人分
の確保など、可能な限りの社会保障の充実を実施するとされているが、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。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。
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
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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、消費税・地方消費税率の引上げが再延期されるが、国民健康保険の財政
基盤の強化のため、平成 27 年１月 13 日の社会保障制度改革推進本部決定を踏まえ
た国と地方の「議論のとりまとめ」に沿った財政支援の拡充等については、国の責
任において確実に行うべきである。
（２）税源の偏在是正措置の確実な実施等
税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直
すことにより税源の偏在性を是正する方策を確実に講ずるべきである。
なお、地方法人課税のあり方の見直しにあたっては、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を踏まえ、今後の地方
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。
地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい税
ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、さらに、
不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増収が生じる一
方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財政対策債の減少等
により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格差がさら
に拡大するといった課題が生ずる。偏在性の小さい地方消費税においても、このよ
うな課題を抱えていることから、今後増加する社会保障関係費の財源を確保するた
め、消費税・地方消費税率をさらに引き上げる場合には、引上げ分の全てを国の消
費税とし、そのうちの一部を地方交付税としたほうがよいのではないかという議論
につながるおそれもあり、これは、地方分権の観点からは必ずしも好ましいことで
はない。また、地方法人特別税のように地方税を単純に国税化し、偏在是正の財源
として活用することは、暫定措置としてはともかく、地方分権の観点に沿った税制
のあり方としては適切ではない。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るが、今後も地方分権改革を進め、地方税源の更なる充
実を実現していくためには、地方消費税率の引上げと併せて税源の偏在是正策を講
ずることが必要不可欠である。
平成28年度税制改正において、地方法人特別税・譲与税が廃止され、それに代
わる税源の偏在是正措置として、また、消費税・地方消費税率８％段階の措置に引
き続き10％段階における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た。
消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴い、これら地方法人課税のあり方の
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見直しによる税源の偏在是正措置も延期されると考えられるが、平成31年10月の税
率引上げ時に施行することとすべきである。また、その効果等も踏まえ、引き続き、
より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に向けて検討すべき
である。
なお、偏在是正により生ずる財源については必要な歳出を地方財政計画に確実
に計上するとともに、地方の経済や財政の状況等にも留意して、実効性のある偏在
是正措置とすべきである。
一方、平成28年度税制改正においては、法人事業税の一定割合を市町村に交付
する法人事業税交付金が創設されたが、都道府県が独自に実施している超過課税に
よる税収も交付金の財源となることとされており、課税自主権の観点から、超過課
税による税収については交付金の財源から除くなど、法人事業税交付金の制度が開
始される前に地方の意見を踏まえて対応を検討すべきである。
（３）車体課税の見直しに係る措置の延期等
自動車取得税は、道路特定財源として創設され、平成21年度に一般財源化され
た以降も、それを大きく上回る道路の維持・整備費の貴重な財源であり、道路や橋
梁、トンネルなどの老朽化に対する安全確保が求められる今日、都道府県及び市町
村の重要税源として不可欠なものとなっている。
自動車取得税の廃止など車体課税の抜本的な見直しにあたっては、都道府県は
もとより自動車取得税の７割が交付されている市町村への影響が大きいこと、国土
強靱化対策等道路の需要は依然として大きいことなどを十分勘案し、自動車税・軽
自動車税の環境性能課税など他の車体課税に係る措置と併せて講ずるとされてい
ることを踏まえ、地方団体に減収が生ずることのないよう、安定的な代替税財源の
確保を同時に図るべきであることを求めてきたところ、平成28年度大綱において、
消費税・地方消費税率10％への引上げ時である平成29年４月に自動車取得税を廃止
するとともに、自動車税及び軽自動車税において、自動車取得税のグリーン化機能
を維持・強化する環境性能割を導入することとされた。
このような経緯を踏まえ、消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴い、自動
車取得税の廃止及び環境性能割の導入についても併せて延期すべきである。なお、
自動車取得税廃止の際には、環境性能割で確保できない減収分については、地方財
政計画において確実に措置するなど地方財政に影響を与えないようにすべきであ
る。また、環境性能割の導入にあたっては、その制度運用が円滑なものとなるよう、
国民への制度周知などに努めるべきである。
一方、車体課税の見直しに関しては、平成28年度大綱において、消費税・地方
消費税率10％への引上げの前後における駆け込み需要及び反動減の動向等を踏ま
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え、平成29年度税制改正において、安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与え
ないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、
必要な措置を講ずることとされているが、自動車税は道路損傷負担金的性格を有す
るとされている都道府県の基幹税であり、車体課税に係る地方税収は平成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、消費税・地方消費税率引上げの再延期により前提条件も変わったことか
ら、自動車税の軽減に関する必要な措置の検討も併せて延期すべきである。なお、
仮に消費税・地方消費税率の引上げ時に自動車税の税率を引き下げるべきとの議論
をする場合には、地方財政に影響を及ぼすことのないよう具体的な代替税財源の確
保を前提として行うべきである。
（４）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、平成27年度与党税制改正大綱（以
下「平成27年度大綱」という。）において、消費税・地方消費税率10％時に軽減税
率制度を導入することとされ、平成28年度税制改正において、消費税・地方消費税
率が10％に引き上げられる平成29年４月に導入するとともに、その対象品目、税額
計算方法や中小事業者等に配慮した特例の創設などが行われたところである。
この軽減税率制度については、消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴い、
税率が引き上げられる平成31年10月に導入することとされたが、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、国において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。
また、軽減税率制度の導入により生ずる減収分については、平成28年度大綱に
おいて、安定的な恒久財源について法制上の措置等を講ずることとされたが、具体
的な内容は示されていない。仮に減収分の全てが確保されない場合、地方の社会保
障財源に影響を与えることとなることから、この減収分については、代替税財源等
により確実に措置するなど、地方財政に影響を与えることのないようにすべきであ
る。
（５）中小事業者への配慮
取引上不利な地位にある中小事業者において、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」に基づき、今
後も引き続き、下請事業者に対する不公正な取引の取締りや監視の強化などの対策
を確実に実施すべきである。
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（６）地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整
地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性の小さい税ではあ
るものの、各団体の地方消費税収と社会保障給付の水準は一致しないことから、
「消
費税収の社会保障財源化」の趣旨を踏まえ、消費税・地方消費税率を10％に引き上
げる際には８％時と同様に、引上げ分の地方消費税について基準財政収入額へ全額
算入するとともに、引上げ分の税収を充てることとされている社会保障制度の機能
強化等に係る地方負担についても、その全額を基準財政需要額に算入すべきである。
（７）「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討
地方消費税については、税の最終負担者である消費者が消費を行った地域と税
収の最終的な帰属地を一致させるために、各都道府県間において清算を行っており、
清算基準である「消費に相当する額」については、消費指標として「商業統計調査」
に基づく「小売業年間販売額」と「サービス業基本調査」に基づく「サービス業対
個人事業収入額」の合計額を用い、これらにより把握できない部分については、消
費代替指標として「人口」及び「従業者数」をそれぞれ同割合で用いてきたところ
である。
平成27年度からは、これまでの「サービス業基本調査」に替えて「経済センサ
ス活動調査」に基づく「サービス業対個人事業収入額」が消費指標に用いられるこ
ととされ、サービスに係る統計カバー率が上昇することも踏まえ、主にサービスの
代替指標と考えられてきた「従業者数」の比率を引き下げ、「人口」の比率を高め
る等の見直しが行われたところである。
今後も清算基準の見直しにあたっては、社会保障財源を確保するため地方消費
税率を引き上げる経緯に鑑み、商業統計や経済センサス活動調査において正確に都
道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として「人口」を用いる
こと等により、算定における「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべ
きである。
（８）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
資するものであり、平成28年１月から利用が始まったところである。
地方税をはじめ多くの分野において、今後、マイナポータルの運用も含め順次利
用が進んでいくこととされているが、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
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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

法人税改革に伴う地方法人課税の見直し

デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、企業収益の拡大が速やか
に賃金上昇や雇用拡大につながり、消費の拡大や投資の増加を通じて更なる企業収益
に結び付け、経済の好循環を着実に実現するという観点から取り組まれた今般の法人
税改革は「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、平成27年度税制改正において、国・地方を通じ
た法人実効税率を平成28年度までの２年間で3.29％（平成27年度▲2.51％、平成28
年度▲0.78％。国・地方を通じた法人実効税率34.62％→31.33％）引き下げることと
されていたが、平成28年度税制改正では、その予定を前倒しして、平成28年度に国・
地方を通じた法人実効税率の20％台への引下げを実現することとされた。これに伴い、
平成30年度までに段階的に法人実効税率を2.37％（平成28年度▲2.14％、平成30年度
▲0.23％。国・地方を通じた法人実効税率は平成30年度に29.74％）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、減価償却
制度の見直し、欠損金繰越控除の見直し、租税特別措置の見直しなど課税ベースの拡
大等により財源が確保されることとなった。
また、平成28年度大綱においては、「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」とされたところである。
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、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である法人課税の見直しは、地方財政に深刻
な影響を与えることが懸念される。
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）法人実効税率を引き下げる場合の代替税財源の確保
平成28年度税制改正においては、法人実効税率の引下げにあたり、課税ベース
の拡大等により財源が確保されたが、今後も、更なる見直しを行う場合には、地方
の財政運営に支障が生じないよう必要な税財源を確保し、最終的には恒久減税には
恒久財源を確保すべきである。

- 38 -

（２）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、平成27年度税制
改正において、大法人に導入されている外形標準課税を、平成26年度の４分の１か
ら平成28年度の２分の１に段階的に拡大されることとされたが、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、平成28年度に８分の
５へとさらに拡大することとされた。また、引き続き大法人のみを対象としたうえ
で、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」
とされているが、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。
なお、平成28年度大綱において検討を行うこととされた法人事業税資本割の課税
標準のあり方については、より企業実態を反映するよう見直しを進めるべきである。
（３）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、また、前回の見直し（平
成17年度）から10年以上経過し、社会経済情勢や企業の事業活動が変化しているこ
とも踏まえ、より実態にあったものに見直すべきである。
その見直しにあたっては、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、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

地球温暖化対策のための税財源の確保
地球温暖化対策は、国のみならず、地方団体、事業者及び国民が一体となって取り

組むことが重要であり、ＣＯ2 排出抑制と森林吸収源の両面から対策を推進する必要
がある。こうした観点から、地方団体においては、再生可能エネルギー・省エネルギ
ー技術の普及・開発や森林の整備・保全の施策等にこれまで積極的に取り組んできて
おり、地球温暖化対策推進の上で国以上に大きな役割を担っている。今後も太陽光、
小水力、地熱等の自然エネルギーの導入を促進するほか、国等と連携のうえ、電力の
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効率的なストックに向けた水素の活用などをさらに進めていく必要がある。
平成28年度大綱においては、「森林整備等に関する市町村の役割の強化や、地域の
森林・林業を支える人材の育成確保策について必要な施策を講じた上で、市町村が主
体となった森林・林業施策を推進することとし、これに必要な財源として、都市・地
方を通じて国民に等しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の
財源に充てる税制（森林環境税（仮称））等の新たな仕組みを検討する。その時期に
ついては、適切に判断する」とされ、長年にわたり懸案であった地方の森林吸収源対
策等に関する財源確保について、一定の方向性が示された。
今後、新たな税制等を検討する際には、国・都道府県・市町村の役割分担及び税源
配分のあり方などの課題について十分整理するとともに、これまで森林整備等につい
て都道府県が積極的に関わってきていることも踏まえた仕組みとすべきである。その
際、現在、都道府県を中心として独自に課税している森林環境税等との関係について
も、地方の意見を踏まえて、しっかりと調整すべきである。
４

ゴルフ場利用税の堅持
ゴルフ場利用税については、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等、特有の行政需要に対応していること、また、その税収の７
割が所在市町村に交付金として交付されており、特に財源に乏しい中山間地域の当該
市町村にとっても貴重な財源となっていることから、厳しい地方団体の財政状況を踏
まえ、現行制度を堅持すべきである。

Ⅳ
１

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等
地方一般財源総額の確保等

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。「経済財政運営と改革の基本
方針 2015」において定められた「経済・財政再生計画」では、人口減少等を踏まえ、
地方についても国の取組みと基調を合わせた歳出改革を行う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
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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、給与関係経費や投資的経費などについて国を相当に上回る懸命な歳出削減に
努め、高齢化に伴う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。
平成 28 年度の地方財政計画では、地方税が増収となるなかで、地方交付税の減少
を最小限にとどめ、臨時財政対策債の発行を抑制したうえで、引き続き「まち・ひと・
しごと創生事業費」を計上することや、歳出特別枠については縮小となるものの、重
点課題対応分等を含めると実質的に前年度と同水準とされたことなどにより、前年度
を上回る地方一般財源総額が確保された。平成 29 年度においては、東日本大震災の
復興財源を別枠扱いとしたうえで、上記のような地方財政の状況を踏まえ、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すべきである。特に、近年の自然災害の多発・多様化の状
況を踏まえた防災・減災対策の事業費や、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。
なお、地方一般財源総額の確保にあたっては、地方分権を推進する観点から、地方
税の充実が重要であるが、その際には偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の
構築を目指すべきである。ただし、偏在性の小さい地方税体系の構築を目指したとし
てもなお税源の偏在は残ることから、地方税源の充実に伴い地方交付税の役割は一層
重要なものとなり、その総額を確保すべきである。
（１）地方一般財源及び地方交付税の総額確保等
「経済財政運営と改革の基本方針 2015」において定められた「経済・財政再生
計画」では、「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組みと基調を合わせ
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（平成 30 年度）までにおいて、2015 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」とされた。また、「社会保障関係費の伸
びを、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水準に
おさめることを目指す」とされている。
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、
消費税・地方消費税率の引上げが再延期となったが、社会保障と税の一体改革の実
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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
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
外の経費の消費税率引上げに伴う歳出の増についても、地方の財政需要を地方財政
計画に的確に反映すべきである。
特に、地方交付税については、地域間の財政力格差を是正するとともに、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ために必要不可
欠なものであり、引き続き、財源保障機能と財政調整機能の両機能が適切に発揮で
きるよう、その総額を確保すべきである。また、いわゆるトップランナー方式を含
む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。
平成 29 年度の地方財政計画の策定にあたっては、このような状況を踏まえ、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、教育、医療、高齢者対策等の福祉
等の行政サービスを十分に担えるよう、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源
総額を確保すべきである。
なお、骨太の方針においては、
「国が地方自治体に対して支出する国庫支出金に
ついては、地方財政に占める割合が相当規模になっていることや最終的な予算執行
までの資金の流れが多段階になるため、国の支出段階のみでのＰＤＣＡだけでは、
実際の予算執行の現場に手の届くものとはならないことに鑑み、成果の向上と「見
える化」に一段の工夫が必要である。その際、国庫支出金の性格に応じた対応が必
要である」とされ、また、「所管省庁は、地方の裁量度の高い分野について、国庫
支出金のパフォーマンス指標の設定を求めるとともに、その配分に当たっては、地
方自治体ごとの取組状況や達成度合い等に応じてメリハリをつける」とされている。
国庫支出金のうち、国庫負担金については、地方自治体が法令に基づいて実施
しなければならない事務であって、国と地方との役割分担を前提に国が義務的に支
出する経費であることから、パフォーマンス指標を設定してその配分に反映するこ
とにはなじまず、ＰＤＣＡサイクルという名の下に一方的に削減されるようなこと
があってはならない。
今後、国庫支出金に係るパフォーマンス指標の設定等の検討にあたっては、地
方への負担転嫁とならないよう、地方の意見を十分に踏まえるべきである。
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（２）歳出特別枠の実質的な堅持
「経済財政運営と改革の基本方針 2015」において定められた「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
ており、特に、リーマンショック後に創設された地域経済の活性化や雇用対策のた
めの歳出特別枠などは、経済再生に合わせ危機対応モードから平時モードへの切替
えを進めることとされた。しかしながら、地方歳出は、地方財政計画ベースでは歳
出特別枠を含めてもピーク時に比べて減少しており、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・雇用対策に係る
歳出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、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り、これまで特別枠が果たしてきた役割を踏まえ、
歳出特別枠を実質的に確保し、必要な歳出を確実に計上すべきである。仮に見直す
のであればこれらの経費を通常の歳出に計上すべきであり、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、歳出特別枠を実質的に堅持すべきである。
（３）一般行政経費（単独）の確保
一般行政経費（単独）について、内訳・積算が明確でない枠計上であるために
標準的な財政需要と認められないような過大な金額が計上されている可能性があ
るとの議論があるが、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、その総額を確保すべきである。
（４）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保
累増する臨時財政対策債については、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
行うべきである。また、その償還額が累増していることを踏まえ、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。
なお、国・地方の税収増により財源余剰が生じた場合には、これを地方の債務
縮減に充てるだけでなく、国の債務縮減にもつなげていくべきとの議論があるが、
地方財政においては、そもそも巨額の財源不足が生じている（平成 28 年度 5.6 兆
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円）のが現状であり、仮に税収増により、折半対象財源不足が解消されるに至った
場合は、その財源を少子高齢化・地方創生対策等の増大する地方歳出への対応や臨
時財政対策債（既往債分）の残高縮減に充てるなど、地方の財政健全化等に活用す
べきである。
（５）偏在是正により生ずる財源の地方財政計画への確実な計上
消費税・地方消費税率の引上げにあたり、法人住民税法人税割の一部を地方交
付税原資化することによって得られる偏在是正により生ずる財源を活用して、地方
財政計画に必要な歳出を確実に計上するとともに、その配分にあたっては、地方交
付税が地方固有の財源であることを十分踏まえ、国による政策誘導とならないよう、
また、地方の経済や財政の状況等にも留意して、実効性のある偏在是正措置となる
ようにすべきである。
（６）東日本大震災からの復興への対応
東日本大震災からの復旧・復興は、本年４月から「復興・創生期間（平成 28 年
度～平成 32 年度）」に入ったが、復旧・復興事業が遅滞せずに着実に実施できるよ
う、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、復旧・復興事業の規模と財源については、
「復興・創生
期間を含む復興期間 10 年間で 32 兆円程度を確保したところである。各年度の事業
規模の管理を適切に行い、精度の高い予算とすることで、確実に復興を進める」と
されたが、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。
（７）熊本地震への迅速な支援
平成 28 年熊本地震では、極めて甚大な被害が発生し、今なお多くの方々が不自
由な避難生活を余儀なくされており、国・地方では、熊本県をはじめ被害を受けた
地方自治体及び被災者に対して、職員の派遣や物資の提供等総力を挙げ支援してい
るところである。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べきである。
２

成長と分配の好循環等に向けた取組み

（１）消費税・地方消費税率引上げに向けた対応
消費税・地方消費税率の引上げが再延期される一方で、骨太の方針では、国・
地方を通じたプライマリー・バランスの 2020 年度までの黒字化の財政健全化目標
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を堅持することとされるとともに、「600 兆円経済の実現」に向け、成長と分配の
好循環の実現や経済・財政一体改革の着実な推進などが盛り込まれたところである。
現在直面している国・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、平成 31 年 10 月において税率の引上げを確実に行うためにも、
我が国経済の持続的かつ力強い成長が不可欠であり、今後、平成 28 年度の補正予
算や平成 29 年度当初予算の編成などにおいて、地方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る。その際には、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である。
なお、平成 28 年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、
保育士や介護職員の処遇改善などを実施することとされており、そのためには、国
の責任において、財源をしっかり確保すべきである。
併せて、平成 29 年度の地方財政計画の策定にあたっては、地方団体による地域
経済活性化、景気・雇用対策とその積み重ねが日本経済に大きく貢献していること
を踏まえ、アベノミクスの効果を地域の隅々まで行きわたらせ地域経済の底上げを
図るために、地方が地域経済対策を十分講じられるよう、必要な地方一般財源総額
を確保すべきである。
国・地方を通じた財政の健全化は引き続き必要だが、骨太の方針にも掲げられ
ているとおり、経済再生なくして財政健全化はないことを踏まえ、本来必要な歳出
を削減し、結果的に景気回復の腰折れを招かないよう留意すべきである。
（２）国土強靱化対策の推進及び多重・分散型国土軸の形成
近年、大規模な地震や津波、集中豪雨等といった災害が頻発し、また、火山災
害が連続して発生するなど、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。さらに、全国防災事業が平成 28 年度に皆減となり、緊急防災・減災事
業費が平成 28 年度末に終了となる場合、このままでは平成 27 年度から平成 29 年
度にかけて、約１兆円の防災関係の財源が失われることとなる。
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、地域の防災力を強化するための施設整備、災害に強いまちづくりの
ための事業等の地方単独事業に係る緊急防災・減災事業債を恒久化のうえ、地方の
実情を踏まえ拡充するほか、国土強靱化と防災・減災を加速するための十分な財源
を当初予算において安定的・継続的に確保すべきである。さらに、特に緊急性の高
い対策に集中投資するための十分な財源を平成 28 年度の補正予算で確保すべきで
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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。
（３）ＴＰＰの発効を見据えた農林水産業の振興に関する財源措置
ＴＰＰによる環境変化を踏まえ、意欲ある農林漁業者が希望を持って経営に取り
組み、地方の活力を決して低下させることがないよう、ＴＰＰに対する不安を払拭
し、中山間地域や小規模経営体を含め、意欲ある農林漁業者が将来にわたり安心し
て経営に取り組むための対策を講ずる必要がある。
成長産業として、力強い農林水産業をつくりあげるため、地方創生の中核となる
強い農業と活力ある農村の実現に向け、農業の生産性の向上や高付加価値化による
競争力強化、輸出の円滑化に向けた環境整備や価格競争力の向上による輸出促進等
を推進する「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」（平成27年11月25日、ＴＰＰ総合対策
本部決定）を確実に実行するとともに、地域の実情に応じて柔軟な政策対応が可能
となるよう、基金など弾力的な執行が可能となる仕組みの構築も含め万全な措置を
講ずるべきである。

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
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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、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。平成 29 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、
「地方税財政分科会（仮称）」を設置し、地
方の意見を適切に反映すべきである。
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５

地方分権改革の推進について

過日、全国知事会が平成22年以来求めてきたハローワークの地方移管に関連
し、地方版ハローワークの創設等が盛り込まれた第６次地方分権一括法が成立
した。安倍内閣総理大臣及び石破内閣府特命担当大臣のリーダーシップの下、
地方分権が着実に前進していることを評価するとともに、関係者の御努力に感
謝申し上げる。
こうした地方分権改革の一方で、地方から東京圏への人口流出に歯止めが効
かず、東京圏への一極集中が進み、地域間格差が拡大しつつある現状がある。
この傾向が続けば、集中と過疎化が一層進行し、我が国の国土構造の歪みが更
に拡大し地域間格差が固定化しかねない。
こうした現状を踏まえれば、地方創生の取組における政府関係機関の地方移
転、地方への移住定住政策などいわば中央から地方への水平的な分散を進める
のと同時並行で、地方分権改革を推進していくとの視点が欠かせない。
こうした観点から、以下のとおり政府に対して提言する。
１

地方創生の実現を更に加速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
・ 国は、これまでの累次の地方分権改革推進委員会の勧告及びそれに基づく
地方分権一括法により、地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和を実施
し、更には地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入するなど、地方分
権改革を推進してきた。
・ こうした地方分権改革の成果を活かし、地方は、自らの発想と創意工夫に
より、独自の条例制定や規制緩和に取り組むとともに、人口減少克服に向け
た地方創生に積極的に取り組むなど、地方に対する期待や地方の果たすべき
役割の重要性は格段に高まっている。
・ しかしながら、事務・権限が増え、自由度は高まったものの、それを十分
に活用するために見合った財源が配分されておらず、国は財政健全化を最優
先とし、国と地方の役割分担に見合った税財源の在り方について十分な議論
がなされていない。
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・ そこで、国と地方が一体となって地方創生という国家的課題に取り組まな
ければならない今こそ、国と地方の税財源配分を国と地方の役割分担に見合
った形で見直し、地方の税財源を充実させ、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。
(２)地域の実情に応じた新たな雇用対策の仕組みの構築
・ 全国知事会は、就職相談から職業紹介まで一貫した支援ができることなど
を理由に、長年ハローワークの地方移管を国に対して強く求めてきたが、昨
年、全面移管の大方針は堅持しつつも、前に進めるための一つの方策として、
石破内閣府特命担当大臣に地方版ハローワーク創設やハローワーク特区の
全国展開等の要請を行った。
・ 第６次地方分権一括法では、地方版ハローワークの創設や地方公共団体が
国のハローワークを活用する枠組みなどが盛り込まれ、新たな雇用対策の仕
組みが実現可能となったところである。
・ しかし、地方版ハローワークは国のハローワークと同等の機能を確保でき
なければ、利用者に十分なサービスを提供できないことから、地方版ハロー
ワークの実効性を確保するため、国と同等の求人・求職情報を地方側へ提供
するなど、国が所有する求人・求職情報等を地方が十分活用できるよう対応
を検討するとともに、柔軟な人員対応及び財政支援措置など必要な支援策を
講じること。
・ また、地方公共団体の代表が参画する検討の場を継続的に開催し、地方公
共団体の意見を十分に反映させること。
・ 更に、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の成果
や課題を検証し、制度改善や国と地方の連携、役割分担のあり方等について
必要な見直しを行うこと。
(３)「提案募集方式」等に基づく改革の推進
【提案の実現に向けた後押し】
・ 「提案募集方式」を導入してから本年で３年目を迎えたが、依然、意欲と
知恵がある地方から具体的な提案が数多く提出されている。
・ 国は、地方分権改革を着実に推進するため、地方からのこれらの提案を無
為にすることなく、実現に向けて真摯に検討し、一部の限定的、断片的な事
務・権限の見直し等に留まることなく、なお一層の地方への事務・権限の移
譲及び規制緩和が進むように、積極的に後押しを行うこと。
・ 提案を検討するに当たっては、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
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に活用するとともに、広域連合等を活用するなど、地方からの提案が最大限
酌みとられるよう対応をすること。
・ また、これまでの対応方針において、「検討を行う」とされた提案や年次
を示して結論を得るとした事項について、速やかにフォローアップを行い、
その内容を示すとともに、有識者会議における議論のテーマとして深掘りし、
提案を実現すること。
【「提案募集方式」等の見直し】
・ 「提案募集方式」は、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、提案対象を地方自治体の事務処理に係るものに限定しているため、地
方の意欲と知恵を十分に活かし切れていない。
・ 「提案募集方式」については、今まで対象外とされていた「国が直接執行
する事業の運用改善」等も募集対象とするといった内容拡充を行うとともに、
地方分権改革を一層推進するための新たな手法についても検討を行うこと。
・ 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等の立証責
任を地方のみに課すのではなく、地方への権限移譲や規制緩和を行うことを
原則として、地方に委ねることによる支障等の立証・説明責任を国もしっか
りと果たすこと。
・ 更に、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、地方自治体への義務付け・枠付け
の見直しにあたるものについては、国家戦略特区・地方創生特区に指定され
た地域に限定せずに規制緩和が実現できるよう、義務付け・枠付けを見直す
こと。
(４)従来から権限移譲等を求めている重点項目
【中小企業・農林水産業支援】
・ 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り、地域経済
を支える中小企業や農林水産業への支援は、地方自治体の関与を強化して地
域の実情を適切に反映するとともに、地方自治体が実施する事業との適切な
連携によって、より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、民間事業者等
に直接交付している補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、地方自治体が
実施する事業との連携が図られず、効果を最大限に発揮することができない
という問題があるため、これらのうち地域振興に資するものは、自由度をで
きる限り高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付するこ
と。
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【地域交通】
・ 人口減少社会の進行とともに、過疎地域をはじめとする地方では、生活に
必要なヒト・モノ・カネ・サービスへのアクセスがますます難しくなってい
くことが危惧される。こうした地域住民のナショナルミニマムを確保すべく
セーフティネットを構築するためには、地域が自ら考え実行できる仕組みづ
くりが必要であることから、路線バス、タクシー等、旅客自動車運送事業に
関する事務・権限の移譲を進めること。
(５)国と地方のルールに関する改革
・ 義務付け・枠付けについては、これまで約１，０００条項の見直しが実現
し、一定の進展があったが、実際には、見直し後も「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。
・ こうした現状を踏まえ、「従うべき基準」については、速やかに廃止又は
参酌すべき基準化を進めるとともに、引き続き、地方分権改革推進委員会の
第２次・第３次勧告に従って義務付け・枠付けについて見直しを行い、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」の確立を図ること。
・ また、規制改革の観点から、国では、地方自治体が各々独自に条例等に基
づき定めている規制内容について、その不統一性等から国内の経済活動に支
障が生じ得るとして、当該規制内容を国が法令で規定し直すことで解決を図
ろうとする動きもあるが、地方自らが広く検討するのが本来であり、累次に
わたる地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき進められてきた地方分権
改革の着実な取組と成果を十分理解した上で議論を行い、地方分権と規制改
革の両立した考え方を示すこと。
２

国と地方の協議の場の積極活用

・

地方創生、地方分権改革、社会保障制度改革等を実現するためには、国と
地方の力を結集した施策を展開することが不可欠であるため、国と地方の協
議の場を積極的に活用し、十分な時間を確保しつつ実効ある対話を積み重ね、
地方の意見を確実に施策に反映させること。
・ また、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、
税制改正、地方財政対策に関する「地方税財政分科会（仮称）」など分野別
の分科会を設置し、政策の企画・立案段階から国と地方の力を結集できる仕
組みを作ること。
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３

事務・権限の移譲等を円滑に進めるための措置

・

第６次地方分権一括法による事務・権限の移譲等を円滑に進めるため、地
方の意見を十分に反映して、財源措置、移譲等のスケジュール、研修の実施・
マニュアルの整備等について、具体的な検討と調整を早期に進めること。
・ 特に、財源措置については、地方が十分な予算・人員を確保して住民サー
ビスが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と措置の
内容を具体的かつ早期に示し、確実に措置すること。
・ また、適正な法執行の観点から、地方自治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、政省令の整備を公布後３ヶ月以内に
行うこと。
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６

新たな雇用対策の仕組みについて

地方分権改革の長年の課題であったハローワークの地方移管について、地方版ハロ
ーワークの創設等、新たな雇用対策の仕組みを創設する第６次地方分権一括法が成立
した。８月２０日の制度の施行に向け、現在、雇用対策における国と地方の連携の在
り方検討会において、省令改正等具体の制度の設計について検討が進められている。
これまでも全国知事会は、利用者に十分なサービスを提供するため、地方版ハロー
ワークは国のハローワークと同等の機能を確保できなければならないと、機会あるご
とに提言してきた。
しかしながら、所管省庁である厚生労働省からは、職員研修・人事交流、地方版ハ
ローワークに対する財政支援等の具体的な内容が示されないなど、地方が十分に納得
できる状況にはなっておらず、地方で活用可能なものとなっていない。
新たな雇用対策の仕組みは、国と地方が協力し、粘り強く協議した結果、幾多の困
難を乗り越え、ようやく実現にこぎつけたものである。これまでの取組の経緯を踏ま
え、新たな雇用対策の仕組みが実効性のあるものとなるよう、改めて利用者にとって
最善のサービスを提供するために何が必要かという視点に立ち、以下の点について対
応するよう国に対して強く求める。
１

新たな雇用対策の仕組みの構築にあたっては、利用者の利便性を高めることを第
一義として、国と地方の連携を抜本的に拡充した新たな雇用対策を全国的かつ安定
的な仕組みとして構築するという、第６次地方分権一括法が成立した趣旨や背景を
十分に踏まえ、その実現に向け適切に対応すること。

２

地方版ハローワークの実効性を確保するため、国のハローワークと同等の機能が
確保できるよう、以下の対応を実現するよう、速やかに検討すること。
① 国と同等の求人・求職情報が提供され、地方で十分活用できるようにするこ
と。
② 職員の知識・能力向上に必要な研修や人事交流をはじめ、円滑な移行ができ
るよう柔軟な人員対応を行うこと。
③ 地方版ハローワーク設置に伴う施設整備費等の初期費用に加え、人件費等の
運営経費について確実に財政支援措置を講じること。
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７ 地方創生の本格展開
我々は、地方創生を本格展開させるため、平成２７年７月に採択した「地方創生宣言」
にのっとり、特に以下の項目について、戦略的かつ効果的な施策を着実に実行する決意
である。
別添に掲げるものは、地方創生の実現に向けた各都道府県の基本方針や、それを成し
遂げるために重点的に取り組んでいる平成２８年度施策などをまとめたものである。
１ 若者も高齢者も住みたい地方へ
若者から子育て世代、高齢者、障がい者にいたるまで、地方へ移住したいあらゆる
人の希望がかなう環境をつくる。
２ 地域の産業を未来の成長産業へ
地域における創業や新事業の展開、
地域資源を活かした研究開発の促進等を通して、
中小企業をはじめとする地域産業の競争力強化、雇用の維持、拡大を図るとともに、
農林水産業を成長産業に発展させる。
３ 地方を支えるひとづくりを
産業人材の育成や、若者、女性、障がい者等の就労支援を進め、これからの地方を
牽引し、支える人材の確保と活躍を支援する。
４ 地域資源を世界へ
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、食・伝統・文化・芸術・スポーツ・
森林資源など、貴重な地域資源を磨き、発信し、最大限に活用することで地域の魅力
を世界的に高める。
５ 日本の将来を創る次世代へ思い切った支援を
結婚、妊娠、出産、子育て等のライフステージに応じた、切れ目のない対策の推進
や、
多子世帯等に対する支援の強化などにより、
少子化対策を加速化させるとともに、
子どもの貧困対策を強化する。
６ リダンダンシーが確保された多極型の国土づくりを
小さな拠点づくりやネットワーク・コミュニティの構築、交通ネットワークの整備
推進等により、魅力的かつ災害に強い地域を形成する。
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８

地方創生の本格実現のための特別決議
～一億総活躍社会は地方創生から～

地方創生に向けた大きな流れを緩めてはならない。
現在、国にあっては、
「ニッポン一億総活躍プラン」の実現に向け取り組ん
でいるが、改めて『地方創生なくして一億総活躍社会の実現なし』との断固
たる決意と覚悟を持って、地方創生に全力で取り組まれたい。

我々都道府県にあっては、一昨年１２月の「まち・ひと・しごと創生法 」
の成立を受け、直ちに「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に
着手し、昨年７月には、５００項目にわたる戦略的かつ効果的な政策を取り
まとめた。
加えて、昨年１１月には、国に対し、地方創生こそが一億総活躍社会実 現
のためのメイン・エンジンである旨主張し、地方と車の両輪となり、自らそ
の役割を積極的に果たすよう、緊急決議を行った。
そして、
『本格的な事業展開』を図る今年度にあっては、産学官金労言など
あらゆる主体と連携し、地方版総合戦略に掲げた政策を総動員し、全力で地
方創生に取り組んでいる。
国においては、こうした地方の動きに対応して、各般の措置が講じられ て
いるところであるが、このところ世界経済の不透明感が急速に増す中、地方
における人口減少と地域経済の縮小の悪循環から早期に脱却し、地域経済に
好循環をもたらすことが、一段と急務となっている。こうした認識に立って、
全国知事会としては、地方創生に関する累次の要請を早期かつ確実に実現す
るとともに、特に下記の措置について直ちに断行するよう強く求める。
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記

１

少子化対策及び子どもの貧困対策の抜本強化
全ての子どもを対象にした医療費助成制度の創設、子どもの医療費助成に係
る国民健康保険の国庫負担金減額調整措置の廃止、保育人材の確保、地域主体
の取組の後押し、子どもが多いほど有利になる新しい税制措置などにより、少
子化対策の抜本強化を図るとともに、給付型奨学金の創設など子どもの貧困対
策の更なる充実を図ること。

２

地方への人の流れを生み出す取組の促進
平成２８年度税制改正で充実が図られた地方拠点強化税制の更なる拡充を
図るとともに、企業版ふるさと納税制度の柔軟な制度への拡充・改善、手続の
簡素化を図ること。更には、介護保険に係る特別な財政調整制度の創設、大学
の定員管理に係る措置の強化など、東京一極集中を是正し、地方への人の流れ
を生み出す取組を促進すること。

３

国家戦略としての政府関係機関の移転の推進
国家戦略としての政府関係機関の移転は道半ばである。まずは、「政府関係
機関移転基本方針」については、国が主体となって早急かつ円滑にその完全実
現を図ること。また、今後も国家戦略として、次のステージの構築を図ること。

４

地域の将来を支える人材育成の強化
初等中等教育や地方大学を含む高等教育については、地域の将来を支える人
材育成に欠かせない基盤であり、教員定数や国立大学の運営費交付金等の充実
をはじめ、削減ではなく機能強化の方向で対応すること。

５

基幹的公共インフラの地域間格差是正と強靱な国土づくり
人や企業の地方分散に不可欠な基幹的公共インフラの早期整備を図ること。
併せて、水害などの頻発化・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・港湾など社会資本の防
災・減災対策や広域交通ネットワークのリダンダンシー確保が不可欠であるこ
とから、強靱な国土づくりに向けた取組を迅速に進めること。
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６

地方創生に関連する予算の十分な確保
不安定感が急速に増す経済情勢の下において、日本経済全体の持続的拡大を
図るためには、地方創生が不可欠であるとの認識に立ち、消費税・地方消費税
率の引上げが見送られた中にあっても、平成２９年度当初予算において、地方
創生に関連する予算や、まち・ひと・しごと創生事業費を含めた地方一般財源
総額を十分に確保すること。
また、地方創生を実現するためには、長期にわたる息の長い取組が必要であ
るため、短期的な予算の確保だけでなく、将来にわたって安定的な財源の確保
を図ること。

７

平成２８年度補正予算における思い切った措置
特にローカル・アベノミクスを加速させるために必要な農林水産施策を含め
た地域経済対策、少子化対策や介護人材の確保・育成など緊急に必要な施策に
ついて、平成２８年度の補正予算において思い切った措置を講ずること。

８

地方創生推進交付金の自由度向上と規模の拡大
ソフト事業と一体となって特に十分な効果が見込まれる施設整備事業等に
係る要件を大幅に緩和するなど、自由度を一層高めるとともに、その規模を拡
大すること。
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９ 超高齢社会非常事態宣言
～高齢者認知症対策・介護人材確保対策の加速～
我が国は、世界が未だ経験したことのない超高齢社会に突入し、今後さらに
高齢化が急速に進むことが予測されている。
このような中、２０２５年には、認知症の人は全国で約７００万人になると
推計されており、認知症の人をどのように支えていくかが、超高齢社会におけ
る最重要課題のひとつとなっている。
現在、高齢者虐待や介護を苦にした殺人事件等が後を絶たず、認知症やその
疑いでの行方不明者が年間１万２千人以上に上るという状況は、極めて憂慮す
べき事態である。
今後、
急増する認知症の人を支えるため、
早急に抜本的対策を講じなければ、
家庭の崩壊や社会的損失の増大をも招くものであり、その改善はもはや一刻の
猶予も許されない。
また、要介護高齢者の増加による介護サービスの増大に伴い、２０２５年に
は全国で約２５３万人の介護人材が必要となると推計され、
「介護離職ゼロ」に
向けた介護基盤の整備により、介護人材の不足は、さらに深刻なものとなる。
今後の急速な高齢化と少子化による労働力人口の減少に鑑みると、これまで
の取組だけでは不十分であり、早急に抜本的かつ広範な介護人材確保対策を講
じなければ、介護人材不足により介護保険制度そのものが立ちゆかなくなるこ
とは必定である。
このように、超高齢社会にあって、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ
る社会を実現するうえで、認知症対策と介護人材確保対策は、待ったなしの緊
急的な課題である。
また、一億総活躍社会の実現に向けた「介護離職ゼロ」の達成も、認知症対
策や介護人材確保対策を強力に進めなければ、画餅に帰することになりかねな
い。
今こそ、国は強いリーダーシップを発揮すべきであり、国・地方が総力を挙
げて取り組む時であることを、ここに宣言する。
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10

高齢者認知症対策の強化に向けた緊急提言

「超高齢社会非常事態宣言」を受けて、認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らせ
るよう、小学校区単位など、より小さな地域での見守りや互助による生活支援等の体制整備
に向けた、地域包括ケアシステムの速やかな構築への重点的支援や認知症施策を加速的に推
進するための法律制定と基金の創設をはじめ、以下の事項を緊急に提言する。
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
国民が認知症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。
また、認知症予防や早期発見・早期対応の重要性の理解促進や社会全体での支援の必
要性についての啓発を促進すること。
さらに、認知症サポーターの資質向上や地域での活動支援の強化を行うこと。
（２）地域包括ケアの体制整備
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。
また、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を図るこ
と。
さらに、小学校区単位など、より小さな地域での見守りや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
認知症の人や家族の意見を施策へ反映するスキームを構築し、好事例を周知すること。
（２）認知症の人による事故に起因する損害への賠償制度
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）自動車運転免許返納後の移動手段の確保等
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。
また、道路交通法改正により後期高齢者の診断増加等に対応するための体制を整備す
ること。
（４）成年後見制度の利用促進
成年後見制度の周知を図り利用促進を強化すること。
（５）高齢者虐待防止対策の強化
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。
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（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
若年性認知症や軽度認知症の人の生活や就労の実態を早急に把握するとともに、認知
症の状態に応じた社会参加ができる環境構築のための若年・軽度認知症施策への事業ス
キームの拡大と、就労が継続できる環境の構築のための、企業・雇用者へ認知症の正し
い理解の普及、雇用制度及び経済的支援策を整備すること。
また、若年性認知症や軽度認知症の人に特化した介護サービスの研究とその導入を促
進すること。
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
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
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
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。
４

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
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
供するための体制や、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。
また、災害時の認知症悪化などに関する研究や早期発見のための健診などの導入を促
進すること。
（２）認知症疾患医療センターの充実
認知症疾患医療センターの指定拡充を推進し、センターに対する十分な財政措置を講
じること。
（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
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。
また、かかりつけ医、歯科医師、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。
さらに、認知症サポート医や初期集中支援チーム員の一定条件下における資格要件等
の緩和や研修の充実を図ること。
（４）認知症ケアに携わる介護従事者の介護技術の向上等
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
を図ること。
また、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。
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（５）医学生等に対する認知症教育の強化
医学生や看護学生等に対する認知症教育を強化するとともに、認知症の人や家族と接
する機会への参加を促進すること。
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
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。
また、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。
さらに、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。
（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
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。
また、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。
その上で、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検討すること。
さらに、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
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
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。
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④
認知症施策を
加速するため

③
認知症を支える
基盤整備のため

②
認知症の人が住
み慣れた地域で
暮らし続けるため

①
認知症の人を地
域全体で支える
ため

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
○ 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

○

５ 国による認知症に関する
研究・技術開発の促進

○ ダブルケアラー・ヤングケアラーへの支
援
○ 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
○ 負担軽減につながる介護方法の啓発

３ 認知症の人を介護する家族への支援

○ 認知症施策を推進するための法律の制定と認知症施策緊急強化基金の創設
○ 認知症高齢者の急増に対応可能な財政措置の拡充

６ 認知症施策の加速的な推進

○ 認知症の症状に応じた適切な医療・介護サー
ビスの提供
○ 認知症疾患医療センターの充実
○ 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
○ 認知症ケアに携わる介護従事者の介護技術の
向上等
○ 医学生等に対する認知症教育の強化

４ 認知症ケアの推進

認知症の人と家族の思いの施策への反映
認知症の人による事故に起因する損害への賠償
制度
○ 自動車運転免許返納後の移動手段の確保等
○ 成年後見制度の利用促進
○ 高齢者虐待防止対策の強化
○ 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

○
○

２ 認知症の人への生活支援

○ 認知症に対する国民の理解促進
○ 地域包括ケアの体制整備（地域包括支援センターの機能強化）

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

地域包括ケアシステムの充実・強化

家族だけで介護するのは難しい ⇒ 地域全体で支える仕組みづくりへ向けて

【背景】 高齢化の進展に伴い、２０２５年には約７００万人（高齢者の５人に１人）が認知症になると推計されている。

高齢者認知症対策の強化に向けた緊急提言

11

介護人材確保対策の強化に向けた緊急提言

「超高齢社会非常事態宣言」を受けて、介護人材確保対策の強化に向け、介護の否定的
なイメージを払拭するための国を挙げての取組、労働力人口の減少を踏まえた外国人人材
等の活用促進、他産業との格差是正のための賃金水準の底上げなど、以下の事項を緊急に
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
将来を担う子どもたちやその親、教育関係者をはじめとする国民全体を対象に、介
護に関する正しい理解が進むよう、メディアの活用や全国的なイベントの実施などに
よるイメージアップを図るとともに、小・中・高等学校（特別支援学校も含む。）にお
ける授業に介護の時間や体験授業を組み入れるなど、文部科学省等とも連携して理解
促進を図ること。
また、潜在的な介護有資格者呼び戻しも視野に入れて、全国的な広報の取組を行う
こと。
さらに、若い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
て介護福祉士となった場合には、介護関連資格取得の際に科目免除をする等のインセ
ンティブを検討すること。
（２）外国人・障害者及び元気高齢者等の参入促進
今後、多様な介護人材を確保していくためにも、定住外国人の参入が必要であるこ
とから、日本語研修等の支援や受入れ事例の紹介等による理解促進を図ること。
また、外国人技能実習生などの受け入れに当たっては、中長期的な受入れも視野に
入れ、受入れから育成・継続的な就労につながる一貫した制度を構築するとともに、
国家試験において英語等多言語による受験を可能とするなど、外国人が資格を取得す
る際の配慮を行うこと。
さらに、労働部局や関係団体との連携により、障害者や元気高齢者が介護現場へ参
入しやすくなる取組を強化すること。
加えて、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
認定介護福祉士を含む介護職全体の法的位置づけを明確にするとともに、専門性の
高い人材配置に係る評価と介護報酬への反映の仕組みを構築すること。
また、全国どこでも受講が可能となるよう各都道府県における認定介護福祉士研修
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
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。
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２ 介護従事者の処遇改善
（１）賃金の改善
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、介護従事
者全体の賃金の底上げを図るとともに、キャリアパスの仕組みを構築し、キャリアパ
スと賃金が連動する体制の整備を促進すること。
また、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する取組を評価し、その結果を介護
報酬に反映させる仕組みを構築すること。
（２）認証評価制度
認証評価制度については、地域の自主性を尊重しつつ、一定の評価基準を提示する
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
職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成）等を広く効果的に活用するた
め、労働部局と都道府県との連携強化の促進を図ること。
（２）子育て支援環境の整備
両立支援等助成金（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金）等の助成を受けた
場合でも、受給年度が異なるときは、地域医療介護総合確保基金による施設内保育施
設運営支援事業を利用できるよう要件を緩和すること。
また、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
進等を図るための環境を整備すること。
（３）介護従事者の業務負担軽減
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継続して実施すること。
また、地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット等導入支援事業について
は、補助上限や対象機器などの要件を緩和すること。
併せて、研究機関や民間企業等による介護ロボット技術の向上や技術開発の更なる
加速化を図り、導入効果が実証される場合の介護報酬による評価について検討を進め
るとともに、効果的な介護ロボット導入事例の紹介等により導入が促進されるような
方策を講じること。
（４）業務効率化
介護現場において業務効率化が図られるよう、ＩＣＴ活用による情報共有等を促進
するための補助事業を創設するとともに、導入促進が図られるよう事務の標準化等の
体制を整備すること。
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
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
要件の緩和や区分間流用など、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。
また、効果的な活用事例を分析し、各都道府県においても取組が進むような情報を
提供すること。
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○
○
○

○

○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

緊急に取り組む必要がある

介護従事者全体の賃金の底上げ
キャリアパスの構築と賃金の連動
認証評価制度の一定基準の明示

２ 介護従事者の処遇改善

全産業に比して賃金が低い
キャリアパスの仕組みが確立されていない
認証評価制度の導入が進んでいない

○
○
○
○

離職率が高く勤続年数も短い
「結婚・出産・育児」が離職理由の最上位
身体的負担が大きい
利用者情報や報酬請求に係る膨大な資料

労働部局との連携強化による労働環境整備
子育て支援環境の整備
介護ロボットの導入促進による業務負担軽減
ＩＣＴ活用促進による業務効率化

３ 労働環境の整備と業務負担軽減

○
○
○
○

離職防止・定着支援

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

国を挙げた介護への理解促進とイメージ
アップへの取組
外国人人材等の参入促進の取組強化
認定介護福祉士等の専門性の明確化
法人の連携等体制強化のための制度の
構築

１ 多様な人材の確保と人材育成

介護職への否定的なイメージが定着
労働力人口の減少により人材確保が困難
介護職の専門性が不明確で役割が混在
法人の連携等を支援する環境が整ってい
ない

参入促進・人材育成

【背景】
２０２０年代初頭には約２０万人の介護人材が不足すると推計され、「介護離職ゼロ」の実現に向けた介護基盤の整備により、さらに追加的に５
万人の介護人材が不足すると推計されている。

介護人材確保対策の強化に向けた緊急提言

少子化対策の抜本強化に向けた４つの重点施策 ［論点］
【重点施策１】結婚の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
◆平均初婚年齢と出産年齢の上昇に歯止めが
かからない！
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【重点施策３】子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

◆この50年で結婚のきっかけには大きな変化！

その他・不詳

【提言②】社会全体で若い世代の結婚を応援する機運の醸成に向けた施策の強化を！
○結婚支援を行っている企業・団体に対する認定制度の創設、くるみん・プラチナ
くるみん制度の拡充
・（仮称）「マリッジくるみん」の創設等
○企業・団体が自治体と連携して行う結婚支援の取組を交付金対象事業に追加
【提言③】結婚を応援する経済的支援策の充実・強化を！
○結婚新生活支援事業費補助金の当初予算計上による制度の恒久化
○結婚する若者向け住宅の供給促進、多世代同居や近居住宅への支援
○若者の安定した雇用に向けた就職支援・職場定着支援 など

【重点施策２】妊娠・出産の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
【提言①】ライフプランの形成促進を！
○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
【提言②】不妊治療への支援の拡充を！
○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)、一般不妊
治療への助成 など
【提言③】小児・周産期医療の充実を！
○地域医療介護総合確保基金などの財源の安定的確保等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支援 など

◆子どもの教育費用
（H26：万円）

訳訳

○当初予算での規模拡大
・交付金活用事業は大きな効果→自治体の取組をさらに継続・発展すべき
・企業・団体が行う結婚支援を充実すべきとの新たな要請も
○運用の弾力化

内内

【提言①】地域少子化対策重点推進交付金の充実を！

教育費
合計
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
大学 （学費・住居等）

公立

1,127
66
193
145
123
600

私立

2,563
149
922
402
299
791

【提言①】地域少子化対策重点推進交付金の対象事業の拡大を！＜再掲＞
○乳児期のみならず子育て期全般に係る取組の対象事業への追加
【提言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を！
○待機児童の解消に向けた対策の抜本強化と加速化
○病児保育事業などの保育サービスの拡大
【提言③】子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減を！
○段階的な幼児教育・保育の無償化の実現
○放課後児童クラブ利用料の第３子以降の無償化の実現
○無利子奨学金の更なる拡充と所得連動返還型奨学金制度の創設
○子どもの医療に関わる全国一律の制度の構築
○国民健康保険制度における子どもの医療費助成に係る国庫負担金等の減額調整措置の
早急な廃止
○子育て世帯への低廉で良質な住まいの提供
○多子世帯に有利な税制・年金制度等の検討
【提言④】仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直しを！
○仕事と子育てを両立できる職場環境づくりと男性の育児参画に向けた機運の醸成

【重点施策４】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
○子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源確保
○新制度に係る様々な課題について、継続して改善方策等の検討を実施
（例）3歳未満の在宅育児家庭の子どもに対する支援

など

子どもの貧困対策の抜本強化に向けた３つの重点施策 ［論点］

- 70 -

は

じ

め

に

現在、我が国は少子化がもたらす国家的な課題に直面しています。将来にわたり我が国が活力を維持し成長し続けていくため
には、この少子化という根本的な課題に真正面から取り組まなければなりません。
少子化に歯止めをかけるためには、産業振興による安定した雇用創出や都市・地方間の新しい人の流れの創出など総合的な対
策が必要となりますが、結婚、妊娠・出産、子育てへの支援、いわゆる「狭義の少子化対策」を進めるためには、若い世代の希
望が叶い安心して結婚、妊娠・出産、子育てのできる環境の整備に向け、各ライフステージに応じた対策を抜本強化するととも
に、社会全体で若い世代の結婚を応援する機運の醸成を図っていく必要があります。とりわけ、独身者が生活の多くを過ごす企
業・団体の結婚支援の取組をより大きなものとすることが求められています。
また、子どもの貧困という問題に目を転じてみれば、およそ６人に１人の子どもたちが貧困の状態にあります。さらには、一
定数の子どもたちが、生活の困窮という経済的な要因のみならず、家庭における教育力や地域社会の見守り機能の低下などを背
景に、学力の未定着や進学の断念、児童虐待、いじめなどといった困難な状況に置かれています。
大人の貧困と子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、教育費負担の軽減をはじめ、出生前から就職に至るまでのライフステージ
の各段階に応じた切れ目のないきめ細かな支援策を総合的に行っていくことが求められています。

p@-

こうした中、国においては、先月２日「経済財政運営と改革の基本方針2016」、「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定
し、我が国の経済成長の隘路の根本にある人口減少、少子高齢化という構造的な問題への対応を最重要課題と位置付け、希望ど
おりに働き、結婚、出産、子育てができる環境を早急に整えるため、対策を講ずることとしています。
以上の諸点を踏まえ、国・地方はもとより企業・団体などが協働し、若い世代の結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えると
ともに、一人一人の子どもたちが、自身の努力の及ばない不利な環境により将来への道を閉ざされることのないよう、少子化対
策と子どもの貧困対策の抜本強化に向け、総合的な支援策についての提言を行います。

全国知事会

次世代育成支援対策プロジェクトチーム・リーダー
高知県知事
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尾﨑

正直

1

少子化は国家的な危機をもたらす課題
少子化の問題は、1970年代には顕在化していたにも関わらず、その取り組みは諸外国と比較しても
１世代遅れており、深刻さを増している。
このまま出生率が大きく改善しなければ、今の子どもたちが社会を支える時代には、我が国全体の活
力が失われる。
○高齢者1人を支える現役世代の人数

（人）

【高齢世代と現役世代の比率変化（イメージ）】
（65歳以上）

（20〜64歳）

少子化対策の抜本強化に向けた「４つの重点施策」
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（参考）合計特殊出生率を２．０７（人口置換水準）にするためには
少子化の原因である２つの要素
①未婚化・晩婚化・晩産化の進行

出産・子育ての
時期を早める

□男性の5人に
□男性の5
人に1
1人､女性の10
女性の10人に
人に1
1人が
人が50
50歳時点でも未婚
歳時点でも未婚
□平均初婚年齢と出産年齢の上昇
よ

32

女性初婚年齢

2.13

30
28

25.6

26

1970年

27.0

26.4

1.54
25.2

24.2

24

29.9

第1子出産年齢
1.75

合計特殊出生率
28.0

28.8

1.46

1.39

1.36

1.50

1.00
1980年

1990年

2000年

2010年

②
希望する時期での
出産･子育てが叶えば
＋27.9万人 ＋0.35

総合的な
環境整備

り
希
望
す
る
時
期
に
！

29.4 2.00

27.0
25.9

2.50

30.7

2015年

（厚生労働省：人口動態統計調査）

□結婚できない要因の第一は「出会いの機会が不足」

経済面の支援
合計特殊出生率は
2.07 以上に!!

結婚を応援する経済的
支援策の充実・強化

①
結婚を望む方の
希望が叶えば
＋21.2万人
＋0.29

婚姻率が
高まる

地域少子化対策重点
推進交付金の充実
社会全体で若い世代の
結婚を応援する機運の
醸成に向けた施策の
強化

未婚者への
結婚支援

合計特殊出生率
1.43

未婚女性の89.4％、未婚男性の86.3％が
（国立社会保障・人口問題研究所
「いずれは結婚したい」と希望
：H22出生動向基本調査）
⇒結婚できない理由：「適当な相手に巡り合わない」がトップ

【重点施策１】
結婚の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

（注）Ｈ２5人口動態統計調査等
をベースに高知県で独自試算

H25
出生数
103
103万人
万人

経済面以外の支援

【重点施策２】
妊娠・出産の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

不妊治療への支援の拡充

より多くの方が！

ライフプランの形成促進
小児・周産期医療の充実

【参考：試算値の考え方】①未婚女性の89.4％（未婚者のうち結婚を希望する女性の割合）が既婚者に移行すると仮定し、移行した女性の数に各年代の既婚者の出生率を乗じて試算
②現在の第1子出産平均年齢より約５歳前倒しで出産すると仮定し、2012年時点で30

②結婚しても理想の子どもの数をもてない。

34歳、35

39歳の既婚女性の数に５歳前の年代の出生率を乗じて試算

○とりわけ負担の大きい子どもの教育費用（H26：万円）

□理想の子どもの数 2.42人
→予定する子どもの数 2.07人

教育費
幼稚園
小学校

仮に、既婚者が理想の子どもの数2.42を実現できたとした場合、
H25年の合計特殊出生率は 1.43 → 1.70

中学校
高等学校

【参考：試算値の考え方】
H25年人口動態の女性人口にH22国調の有配偶等の率を乗じて有配偶者数を算出。
(1.96)
有偶者当たり理想の子ども数と完結出生児数(1.96)の差分が増えると仮定し試算。

公立
66
193

全て公立でも
1千万超！
私立ならさらに
負担増!!

私立
149
922

145
123

大学 （学費、住居・食費、その他生活費等）
計

402
299

600

791

1,127

2,563

（幼稚園〜高等学校：文部科学省「H26子どもの学習費調査」
／ 大学 ：日本学生支援機構「H26学生生活調査」

□理想の子どもの数を実現できない要因

○ 夫の休日の家事･育児時間別にみた第2
夫の休日の家事･育児時間別にみた第2子以降の出生割合

■子育てや教育にお金がかかりすぎる

0%

・子ども1人当たりの教育には、全て公立でも
1千万円超の費用が必要

家事・育児時間なし

20%

２時間未満

■子育てと仕事の両立が困難

50.8

４〜６時間未満

60%

80%

100%

出生なし

ゼロと2 4時間
では3倍以上の差

31.0

２〜４時間未満

・夫の休日の家事・育児時間がゼロと２ ４時間
では、第２子以降の出生割合に３倍以上の差

40%

出生あり

14.0

67.5

６時間以上

76.5
（厚生労働省：H24第11回21世紀成年者調査）

【重点施策３】
子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

段階的な幼児教育・保育
の無償化の実現
放課後児童クラブ利用料の
第３子以降の無償化の実現
無利子奨学金の拡充と所得
連動型奨学金の創設
子どもの医療に関わる全国
一律の制度の構築
子育て世帯への低廉で良質
な住まいの提供
多子世帯に有利な税制・
年金制度等の検討

待機児童解消に向けた
対策の抜本強化と加速化
病児保育事業などの保育
サービスの拡大
仕事と子育てを両立でき
る職場環境づくりと男性
の育児参画に向けた機運
の醸成

【重点施策４】
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

新制度の完全実施に向
けた財源の確保

様々な課題の改善方策
等の検討

【少子化対策・重点施策１】結婚の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
○地方の実情に応じた取組もあり、
合計特殊出生率は上昇傾向！！
H21を起点とした合計特殊出生率の状況 (都道府県数)

H23
0.15以上増
0.1以上〜
0.15未満増

8

0.1未満増

39

計

47

H25

H27

4

13

13

20

30

14

47

47

（厚生労働省：人口動態統計調査）

(%)

○少子化の要因である未婚率の上昇
に歯止めがかからない！

80.0

71.8

70.0

60.3

男25 29歳

60.0

47.3

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

48.3

女25 29歳

男30 34歳

20.9

34.5
14.3

女30 34歳

7.7
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

（総務省:国勢調査報告）
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4

【別紙１】地域少子化対策強化交付金を活用した取組事例

◎地域少子化対策強化交付金の創設によって、各自治体の少子化対策が大きく
◎地域少子化対策強化交付金の創設によって、各自治体の少子化対策が大きく前進！
前進！

これらの取組を地域の実情に応じて継続して実施するためにも、交付金の総額の拡充と運用の弾力化が必要！
結婚
妊娠・出産
子育て
ライフプランの形成促進

出会いの機会の提供

山形県

やまがた結婚サポートセンター
広域展開事業(H26)

島根県

・児童・生徒、保護者及び地域住民を対象とした
助産師による出前講座
（実績）200回実施、受講者数12,305人、

・センターの設置と合わせて、出張会員登録会や
一時的な支所開設による会員拡大の取組を実施

会員数1,301人、お見合い459組
交際成立152組、成婚数21組

うち意識が変わったと回答した受
講者の割合93%

※結婚サポートセンター事業全体のH27実績
会員数16,189人、お見合い4,344組
H27
交際成立1,768組、成婚数395組

実績
（全国照会結果を元に作成(センター事業に交付金を
活用した15道県の合計)）

結婚や家族の良さなどの啓発
若い世代への結婚・出産・子育て
大分県
ポジティブキャンペーン(H27)
人など

不妊への総合的な支援
富山県

男女で取り組む不育症・
不妊症対策推進事業(H26)

人→実績：約300人
うち内容を理解できた参加者98.3%

ほか、北海道、青森、秋田、山形、宮城、群馬、三重、京都、
和歌山、岡山、広島、徳島、香川、福岡、鹿児島

ほか、栃木、静岡、長野、徳島、熊本

地域全体で取組む機運の醸成

安全・安心な周産期医療体制の充実

少子対策ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業(H27)

福島県

・若者から祖父母世代まで、子育てに関わる当事
者全員参加型のフォーラムを実施
（実績）ﾌｫｰﾗﾑ3回実施、参加者数（計画）

産後ママサポート事業(H27)

・助産所と連携した家庭に近い環境での産後ケア
（実績）宿泊ケア90組延べ530日、日帰りケ

1,500人→実績：2,210人

ア96組延べ112日

ほか、青森、栃木、群馬、富山、石川、福井、岐阜、三重、
京都、大阪、鳥取、島根、徳島、香川、福岡、熊本、宮崎

高知県

ほか、秋田、山形、栃木、群馬、埼玉、神奈川、長野、岐阜、
静岡、愛知、三重、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、徳島、
香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

・妊娠しても出産に至らない｢不育症｣や認知度の
低い｢男性不妊症｣に関する県民ﾌｫｰﾗﾑを開催
（実績）ﾌｫｰﾗﾑ1回実施、参加者数(計画)150

・多様な広報媒体を活用した情報発信の実施
（実績）映画館CM3作品644回視聴20,100

兵庫県

生の楽習講座事業(H27)

ほか、山形、滋賀、京都、鳥取、広島、徳島、長崎

切れ目のない総合的な支援体制づくり

全国から提供いただいた資料をもとに作成。

男性の家事・育児参画の促進
愛知県

あいちイクメン推進事業(H27)

・あそびの体験プログラムを通じて、父親が子育
てを楽しむきっかけを提供し、積極的な育児参
加を促進
（実績）参加者数（計画)1,100人

→実績：1,518人

ほか、青森、岩手、栃木、群馬、富山、岐阜、三重、京都、
兵庫、奈良、島根、広島、山口、香川、愛媛、福岡、宮崎

仕事と育児が両立可能な職場風土の醸成
滋賀県

企業子育てがっちり
サポート事業（H27)

・仕事と子育てを両立できる職場づくりのためのコ
ンサルティング・ワークショップ等の実施
（実績）
滋賀県企業訪問300社、うち意欲的な30社

にコンサルティング150回実施、
ワークショップ参加後の意識変化
83.3％

ほか、茨城、神奈川、新潟、石川、岐阜、静岡、富山、三重、
徳島

企業の子育て環境整備の取組の「見える化」
三重県

企業子宝率調査事業（H27)

・企業子宝率の調査を実施し、調査結果を元に
優良事例の表彰及び冊子掲載による情報発信
（実績）調査協力企業(計画)300社

→実績：602社

ほか、山梨、静岡、佐賀

高知家の出会い・結婚・子育て応援コーナーの拡充、強化(H27)

・助産師による相談対応及び子育て支援拠点への相談支援（実績）応援コーナー相談件数699件（うち子育て218件）、市町村相談支援22か所110件

【別紙２】社会全体で若い世代の結婚を応援する機運の醸成に向けた施策の強化！
現 状

と

課 題

提 言
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6

【少子化対策・重点施策２】妊娠・出産の希望を叶えるための総合的な支援策の拡充
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【少子化対策・重点施策３】子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の拡充

（ 参 考 ） 少 子 化 対 策 に 係 る 全 国 知 事 会 と し て の 取 組

提言等項目

実現内容

◆少子化危機突破基金の創設（H25）

◆地域少子化対策強化交付金の創設（H25補正）

結
婚

◆地域少子化対策強化交付金の恒久化（H27）

◆地域少子化対策重点推進交付金の当初予算化（H28当初）

◆結婚や家庭の良さの啓発（Ｈ25〜）

◆結婚応援フォーラムの開催（H28）

出産
妊娠

◆不妊治療への支援の拡充（H25〜）

◆初回治療の助成額の増額（15万円 30万円）、男性不妊治
療の助成の創設（H27補正）

◆段階的な幼児教育・保育の無償化（H25〜）

◆【多子世帯】年収約360万円未満世帯の同時入所要件撤
廃、第2子半額、第3子無償化（H28当初）
【ひとり親世帯】年収約360万円未満世帯第1子半額、第2子
無償化（H28当初）
◆人数要件が「100人相当以上」から「50人以上」に緩和（Ｈ26）

子
育
て

◆ファミリー・サポート・センター事業の要件緩和
（H26〜）
◆高齢者からの所有資産の移転促進（H26）
◆子育て世帯へのサービス提供（Ｈ27）
◆待機児童の解消（Ｈ26〜）

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
制度創設（H27〜）
◆子育て支援パスポート事業の全国展開開始（H28当初）
◆企業主導型保育事業の創設（H28当初）
◆保育コンシェルジュの設置促進、緊急的な一時預かり事業等の
活用、地域の中での円滑な整備促進など（Ｈ27〜）
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子どもの貧困対策の推進

厳しい環境にある子どもたちへの支援策の抜本強化

子どもの貧困対策の推進

厳しい環境にある子どもたちへの支援策の抜本強化
一人一人の子どもたちが、夢と希望を持って、安心して育つことのできる環境整備を進めるためには、
子どもたちの発達や成長の段階に応じた、きめ細かな総合的な支援策の充実・強化が必要
■幼少期においては、生活や就労面などを中心に保護者への手厚い支援策
■学齢を重ねるに従って、学びの場や居場所づくりなどといった子どもたち自身を見守り育てる支援策を充実
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子どもの貧困対策の抜本強化

〜「大人の貧困」と「子どもの貧困」の連鎖を断つ〜

出生 〜 乳幼児期

小学校

中学校

※ 自治体の主な取組をベースに作成

高等学校等

への支援策の抜本強化！
○里親委託や養子縁組の推進

○児童養護施設等における家庭的養護の推進

健康的な体づくり＝ 乳幼児期からの健康的な生活習慣づくり
教職員定数の拡充

学びの場づくり＝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（学習支援員の配置拡充）
○放課後子ども総合プランの推進（放課後子ども教室・児童クラブの設置拡充・利用料減免等への支援）
○特に厳しい環境にある子どもたちの学びの場と居場所づくり
見守り体制の充実＝ 地域と学校との連携・協働の強化
○地域による学校支援活動

保護者の子育て力の向上

妊娠期から子育て期までの
切れ目のない総合的な支援

教育相談体制の強化

産前･産後
ケア

乳児家庭
全戸訪問

妊婦健診
乳幼児健診

アセスメント

地域の見守り体制
児童虐待
担当課

母子保健
担当課
民生委員・児童委員

地域との連携協働
○ ＳＣ・ＳＳＷによる相談支援

コーディネーター等

要保護児童対策地域協議会

○生活困窮者への住居確保給付金
○ひとり親家庭等の県住入居の優遇措置

○ 「子ども食堂」への支援

予防対策
非行防止対策
○学校･警察連絡制度の
就労への支援
効果的な活用
○民生児童委員等による
○ファミリー・サポート・センター事業の普及推進
見守り活動の実施
○ひとり親等の資格取得・就労支援策の充実・強化

（地域住民等の参画）

学校

○若者サポートステーション
や少年サポートセンター等
による就労支援

進学に向けた支援

生活への支援

○児童扶養手当の拡充 ○各種貸付制度の充実（母子父子寡婦福祉資金等）
○教育費の確保と負担軽減 ○生活扶助費・生活困窮者の家計相談支援 ○養育費の確保

要保護児童対策地域協議会等の機能強化

支援活動

立直り対策

入口対策
○万引き・深夜徘徊防止
○効果的な普及啓発

児童虐待防止対策の推進（子どもたちの命の安全・安心の確保）
児童相談所の体制強化

支援依頼

学校支援ボランティア

住まいへの支援

○生活困窮者等の就労訓練事業所の確保と就労支援
児童
相談所

学校支援地域本部

子どもの居場所の確保・充実

子育て世代包括支援センターの設置促進
保健師・ソーシャルワーカー等

○ 「健康日本２１」 の推進

○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
・・
・・
・・・
・

保育サービスの充実

学力の向上＝

・・・
・

子育て力向上への支援 保育料の軽減・無料化

・
・
・
・
・
・

学 校 等 を プ ラ ッ ト ホ ー ム と し た 支 援 策 の 充 実・強 化

就学前教育の充実

加配保育士の配置拡充等

社会的養護の充実

○児童養護施設等の自立相談支援体制の強化

○教育費負担の軽減
・公私間格差の是正
・給付型奨学金の創設 など
就労等に向けた支援

○若者の学びなおしと自立支援

地域における見守り活動の充実・強化

への支援策の抜本強化！
子どもの貧困対策計画の推進
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【別紙１】

母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組みづくりによる児童虐待の防止対策の強化！
＜現状＞

地域における子どもの見守り連携体制のイメージ

■心中以外の児童虐待死亡事例の子どもの年齢別割合 【H25年度】

保健と福祉の連携強化

8歳〜17歳
0.0%

子育て世代包括支援センター
（母子保健担当課）

不明
13.9%

7歳
2.8%

母子保健

0歳
44.4%

5歳
8.3%

6歳
2.8%

4歳
0.0%
3歳
5.6%

2歳
13.9%

虐待による
死亡事例に
おける割合

母子健康手帳未発行
の児童の死亡 (※2)

16.8%

(このうち望まない妊娠
の割合は ７0.4% )

(※1) 平成15年7月〜25年度累計

17.6%

子 育 て 世 代 包 括
支 援 セ ン タ ー
（母子保健担当課）
情報

○母子保健事業
適時 適切
アセスメントの 実施

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）

（参 考）

継 続
ケース

３歳未満
66.6％

1歳
8.3%

0日児の死亡 (※1)

配置

リスク
ケース

継続的な支援と
フ ォ ロ ー ア ッ プ

共有

要保護児童対策地域協議会

虐待対応担当課

・個別ケース検討会議等

＋

コーディネーターの配置

民生児童委員等
地域
見守 体制 構築

妊婦健診未受診の
児童の死亡 (※2)

乳児家庭
全戸訪問

産前･産後
ケア

妊婦健診
乳幼児健診

21.7%

情報

共有

ハイリスク
ケース

個別ケース支援を通じた
措置 含 見守 体制

児 童 相 談 所

(※2) 平成17年1月〜25年度累計

※ 国においても、先般、児童福祉法等が一部改正され取組を強化
（H28.6.3公布）
○ 母子保健と児童福祉の連携強化等
・子育て世代包括支援センターの法定化とH32年度を目途
とした全国展開
・要保護児童対策地域協議会の調整機関の専門職の配置
等

＜提言＞
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」の全国展開の前倒し実施と専門的な人

子どもや家庭を見守り育む
地域づくりの推進
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

材及び必要な財源の確保

＜課題＞
◆母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組み
づくりの加速化
①児童虐待に関係する機関の体制のさらなる強化
②関係機関間での連携のさらなる強化
③地域で子どもや家庭を見守る体制の構築

市町村の子ども家庭相談体制の強化
要保護児童対策地域協議会の調整機関にお
ける専門性の確保に向けた人材育成、財政支
援等の強化

児童相談所の体制強化
職員の専門性の向上や専門職の配置に向
けた、人材育成・確保、財政支援等の強化

16

母子保健から児童福祉への切れ目のない連携の仕組みづくりによる児童虐待の防止対策の強化！
項

目

現

状

等

提

言

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」の全国展開の前倒し実施と専門
的な人材及び必要な財源の確保

●保健師等専門職員の配置に対する財政措置（H28）
・子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業 母子保健型）
１か所当たり：専任8,563千円 兼任4,046千円
●母子保健法の改正
・母子保健施策が児童虐待予防等に資することに留意すべきことを明確化
（H28.6.3施行）
・子育て世代包括支援センターの法定化（H29.4.1施行）
・H32年度末までに全国展開目指す（H28年度：251市町村実施予定）

●子育て世代包括支援センターの全国展開の前
倒し実施及び継続的に実施するために必要な
専門職員等の確保に要する財源の確保（子ど
も・子育て支援交付金）

市町村の子ども家庭相談体制の強化
・要保護児童対策地域協議会の調整機関に
おける専門性の確保に向けた人材育成、
財政支援等の強化

●専門性強化のための研修等への財政支援
・子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）
・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金（児童虐待防止対策研修事業）
●児童福祉法の改正（H29.4.1施行）
・市町村における支援拠点の整備
・市町村の要保護児童対策地域協議会調整機関に専門職員の配置及び研修受講
の義務付け

●児童福祉法の改正等に的確に対応するために
必要な研修等に要する財政支援の拡充（子ど
も・子育て支援交付金、児童虐待・ＤＶ対策
等総合支援事業費補助金）
●専門職員の配置にかかる財政支援の明確化
（新たな財政支援制度の創設など）

※約８割の市町村で要保護児童対策地域協議会に専門職員を配置（H27.4.1）
※専門職の配置に対する財政支援が明確でない
児童相談所の体制強化
・職員の専門性の向上や専門職の配置に向
けた、人材育成・確保、財政支援等の強
化

子どもや家庭を見守り育む地域づくりの推
進
・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

●専門性強化のための研修や弁護士配置等への財政支援
・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金（児童虐待防止対策支援事業）
●専門職の配置に対する地方交付税措置（標準団体当たり H28年度）
・職員数67人（児童福祉司39人、児童心理司15人、保健師3人を含む）
●児童福祉法の改正（H28.10.1施行）
・児童相談所の体制強化
児童福祉司の配置標準の見直し
児童心理司・保健師等、指導・教育担当児童福祉司の配置
弁護士の配置
●児童相談所強化プラン（H28.4厚生労働省児童虐待防止対策推進本部決定）
・専門職員を今後4年間で1,120人程度増

●児童福祉法の改正等に的確に対応するために
必要な研修や弁護士の配置等に要する財政支
援の拡充（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事
業費補助金）

●民生委員・児童委員の活動費に対する地方交付税措置（H28年度）
・１人当たり年額59,000円（H27年度58,200円 16年ぶりの増額）

●民生委員・児童委員の活動に見合った財政措
置（地方交付税措置等）

●児童福祉法の改正に基づき確実に人員配置を
行うとともに、児童相談所強化プランを着実
に進めるために必要な専門職員の配置に要す
る財源の確保（地方交付税措置）

17
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【子どもの貧困対策・重点施策２】子どもたちへの支援策の抜本強化①
子どもたちの学力と生徒指導上の諸問題の現状

【別紙２】

高等教育（大学・専門学校）への進学希望を叶えるための給付型奨学金の創設

＜現状＞

■奨学金を申請しなかった理由

■両親の年収別の高校卒業後の進路

家計所得（万円）5.4%

(％)

1050〜

80.0

1.8%

62.4

60.0
40.0

31.4

20.0

30.1

43.9

49.4

54.8
４年制大学
進学
就職など

10.1
21.4

0.0

6.8

825〜1025

13.6%

625〜800

12.2%

39.3%

39.3%
3.4%

14.3%
19.3%

成績の基準に
達しなかった

44.4%

4.4% 12.2%

26.7%

よく知らなかっ
たから

35.2%

28.4%

15.7

将来、返済でき
るか不安

低所得層ほど返済の不安！

400万円以下 400-600万円 600-800万円 800-1000万円

1000万円

18.1%

425〜600

12.5%

26.4%

収入が高すぎた

33.3%

9.7%

出典：東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター
「高校生の進路追跡調査第1次報告書」（2007）

〜400

21.7%

0.0%

10.9% 4.3%

34.8%
20.0%

40.0%

60.0%

必要ない

28.3%
80.0%

100.0%

出典：東京大学総合研究センター 小林雅之

■世帯タイプによる大学等進学率の差

■潜在的進学者数の推計

(短大・専修学校含む)

ひとり親世帯

生活保護世帯

児童養護施設の子ども

41.6%

32.9%

22.6%

（2013年）

2.5万人

1.1万人

4年制大学

出典：子どもの貧困の社会的損失推計

0

（2015年12月 日本財団）

5.7万人

給付型奨学金がもらえたら進学

78.8%

非貧困世帯

「教育投資・財源の検討のために 高等教育の場合」

1

2

短大
3

専門学校
4

出典：東京大学総合研究センター

※参考：経済財政運営と改革の基本
方針 2016 （H28.6.2閣議決定）

2.1万人

5

小林雅之

6

・給付型奨学金について、世代内の公
平性や財源などの課題を踏まえ創設に
向けて検討を進め、本当に厳しい状況
にある子供たちへの給付型支援の拡充
を図る。

「教育投資・財源の検討のために 高等教育の場合」

＜課題＞

■現在の返還免除規定のある貸付制度
・児童養護施設の子ども → ５年の就業で免除
＜資格にかかるもの＞
・介護福祉士

→

・保育士

→

左記の資格を活用する場で5年以上就業（県内要件有）で免除

・制度上の制限あり
・返還リスクを内包

〃

・経済面等生活基盤の弱い子どもたちが本人の努力の及ばない
不利な環境により、高等教育への進学を断念することのない
環境づくりが必要

＜提言＞ ○子どもたちが経済的条件に縛られることなく、高等教育への進学を叶え、自らの将来を切り開いて行ける

ようにすることを第一義とし、給付型奨学金を早期に創設すること。
・例えば、ひとり親世帯、生活保護世帯、児童養護施設等の特に厳しい環境にある子どもたちが、確実
に利用できる制度設計の検討
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【子どもの貧困対策・重点施策２】子どもたちへの支援策の抜本強化②
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（提言案の概要）

全国知事会
男女共同参画プロジェクトチーム

女性の活躍で地方創生・日本再生〜今こそウーマノミクス〜
女性活躍の障害を取り除く！！
【障害の１】硬直的な労働市場と長時間労働

【障害の６】ダブルケアを行う者が勤務を継続できる環境の未整備

【提言（１）】短時間で効率良く、生産性を上げる働き方への改革

【提言（６）】子育てと介護のダブルケアを行う者が、家庭生活と両立し
ながら安心して働き続けられる環境の整備

〇企業に対する勤務時間等に関する規定の整備（勤務時間の法定上限設定、
勤務間インターバル制度創設）
〇年次有給休暇の法定日数の計画的な取得義務化

【障害の２】硬直的な職場慣習と女性の就業を支援する子育て環境の未整備

【提言（２）】ワーク・ライフ・バランスの推進と子育て支援サービスの充実
〇企業の取組み状況の公表の義務化（女性活躍推進法に基づく数値目標・公
表項目等の拡大）
〇保育所の整備、保育サービスの充実、育児退職後の再就職支援

【障害の３】子育てしながら再就業を希望する女性の就業を支援する環境の
未整備

【障害の７】採用・任用・昇進、賃金等雇用の機会に現存する男女格差

【提言（７）】
〇非正規雇用者に対する育児休業取得促進などの就業環境の整備や正規雇
用化に向けた取組みを行う企業への支援策の拡充

【障害の８】女性のキャリア開発・登用促進の支援策の不足

【提言（８）】
〇女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務化引き下げ等、
中小企業における女性の管理職への登用促進

【提言（３）】

【障害の９】進まない女性の起業環境の整備

〇中小企業の取組みを加速化するインセンティブの付与
〇女性の再就業を支援するワンストップ就労相談窓口の設置、スキルアッ
プ研修などの支援充実

【提言（９）】

【障害の４】進まない男性の家事・育児への参画

〇事業立ち上げから運営までのワンストップ相談支援の仕組みの整備、
ネットワークの構築に向けた支援の充実等、起業に対する総合的な支援

【障害の１０】女性の就業拡大を阻む税・社会保障制度

【提言（４）】
〇育休代替要員の確保など、男性の家事・育児を推進する就業環境の整備
に取り組む企業等への支援
〇男性の育児参画のための有給の特別休暇制度の創設と年休取得の義務付
け等休暇に関する法令の早期成立

【障害の５】進まない男性の介護への参画と介護を支援する社会環境の整備

【提言（５）】
〇介護休業の取得回数制限の緩和や取得可能日数の増加等、制度の柔軟化
〇企業における介護に関する相談窓口の設置に対する助成制度の創設

【提言（１０）】働き方に中立的な税・社会保障制度の見直し
【障害の１１】本気度は予算でわかる！財源措置が不十分

【提言（１１）】女性活躍の推進に政府と自治体が連携して、本気で取り
組むための十分な財源の確保
〇女性活躍推進交付金の国庫負担割合１０／１０への復元と十分な財源の
確保及び柔軟な運用
〇地域の実情に合わせた「女性活躍応援基金」の創設
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女性の活躍推進で地方創生・日本再生〜今こそウーマノミクス〜
−女性活躍の障害を取り除く！！−
は じ め に
女性の活躍推進は・・・

○

日本の国際競争力を高めます！
男女共同参画の観点からも、日本の国際的な競争力を高めるためにも、女性の活躍を推進することは重要な視点です。

○ 個人も幸せになり、日本社会の活力向上につながります！
女性が働きやすい職場環境は、性別や年齢にかかわらず、多様な人材の、意欲とやりがいを持った多様な働き方を可能にす
るとともに、生産性を高める上でも優位となり、個人のゆとりある暮らしをかなえ、生活満足度、幸福度を高めて、日本の活
力向上につながります。

○

今、気運の大きな流れがあります！
政府は現在、一億総活躍社会の実現を目指し、女性の活躍促進は重点政策の柱に据えられ、女性の活躍推進は今、それを
加速しようとする気運の大きな流れにあります。

○

しかし、職場環境や支援態勢はまだまだ不十分です！
男女雇用機会均等法が施行されて３０年、制定時に比較すれば、女性労働者数も女性管理職者数も増加してはいるものの、
女性が活躍する上での職場環境や支援態勢などが十分に整ったとは言い難い状況です。

○ 実効には十分な予算が必要です！
女性活躍推進法が施行されたこの機を捉え、今こそ、予算をしっかり確保して実効性ある取組みにより、女性の活躍できる
社会づくりを強力に前進させなければなりません。

○ 政府と地方が一体となって取り組むことが重要です！
女性の活躍を阻害する課題を明らかにし、働き方の見直しや男性の家事・育児・介護への参画、ワーク・ライフ・バランス
の推進など、地方と政府が力を合わせて施策に取り組むことが、地方を創生し、日本の再生につながります。

2

女性の活躍−ウーマノミクス−を推進する経済的効果
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 経済の好循環・経済の拡大
労働市場における男女平等等が実現
すれば、今後２０年で日本のＧＤＰは
20％近く増加することが予測される。
【2012年ＯＥＣＤ「男女間の格差縮小の
ために今行動が求められている】

日本が女性による労働参加をＧ７ 日本の女性の就業率が男性並みに
（日本とイタリアを除く）のレベルに引 上昇すれば、820万人が労働人口に
き上げられれば、一人当たりのＧＤＰ 加わり、日本のＧＤＰを最大で15％
押し上げる可能性がある。
は、約４％増となると推計される。

342万人の女性の潜在労働力（就業
希望者）の就労により、雇用者報酬
総額が７兆円程度（ＧＤＰの約1.5％）
増加する。

【2012年男女共同参画会議基本問
さらに、女性の労働参加率を北欧レ 【2010年ゴールドマンサックス「日
ベルにまで引き上げられれば、一人 本：ポートフォリオ戦略 ウーマノミク 題・影響調査専門調査会報告書】
当たりのＧＤＰをさらに４％引き上げ ス3.0：待ったなし】
ることが可能になる。
【2012年ＩＭＦ「女性が日本を救う」】
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女性の就業を次のステージに押し上げるために
男女雇用機会均等法施行３０年
女性活躍推進法施行

平成２８年

女性の就業は次のステージへ

元年
高度経済成長期以来の硬直的な労働市場と職場慣習−女性の人的資本が高まった今日の時代に、いかに適合できていないか−

男女雇用機会均等法施行３０年
⇒ 女性の就労者は増加し、女性管理職も少しずつ
増えてきてはいるが、女性の「活躍」はまだまだ
進んでいない

戦後復興⇒高度経済成長

（％）

安定成長

14
12

56-73年度
平均9.1％

10

低成長

経済成長率の推移

8

74-90年度
平均4.2％

6

91-13年度
平均0.9％

4
2

2003万人

（％）

47.4 50.0

40.0

② 女性の非正規比率
32.1％

③

④女性の

大学進学率
1000 管理的職業従事者

における女性比率
6.7％
500
0

女
性
活
躍
推
進
法

56.3

2367万人

① 女性の労働力人口
2000

東 日 本大 震 災

リーマンショック

2005

2842 60.0

2500

1500

この機を捉え、国・
地方を挙げて、一気
に重点的に取組みを
進めることが必要

改
正
均
等
法

不良 債 権処 理

平成２８年
女性活躍推進法施行 元年

1995
育
児
介
護
休
業
法

アジア通貨危機

（万人・万世帯）
3000

雇
用
機
会
均
等
法

ＩＴ革命

1985

バブル崩壊

-6

1975

プラザ合意

1965

-4
4

石油ショック

0
-2 1955

石油ショック

Ｈ25〜女性活躍を成長戦略
の柱に
Ｈ27〜 〃 一億総活躍
社会の中心に

30.0
1077

⑤ 共働き世帯数 722万世帯

20.0

614万世帯

12.5
10.0

13.7％
6.6％

0.0

2.4％

1955

1965

1975

1985

1995

2005

2015

出典：①、②、③ 総務省/労働力調査 ⑤ 厚生労働省/厚生労働白書、内閣府/男女共同参画白書、総務省/労働力調査
④ 文部科学省／学校基本調査
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Ⅰ 男女雇用機会均等法から30年−女性の就業はどのように変わったか？
（１）生産年齢人口の減少と女性の潜在労働力
〇生産年齢人口 年々減少
中 既 多 職種 労働力不足 顕在化
〇女性 就業率 年々上昇 平成27年 過去最高 64.6％となった
〇一方 若 世代 労働力率 男性 比 女性 低
〇
女性 潜在労働力（女性 就業希望者） 301万人存在する
多

生産年齢人口 年々減少
総人口
年少人口（ 0〜14歳）
生産年齢人口（15〜64歳）
高齢人口（ 65歳以上）

60,000
40,000
20,000
1884
1888
1898
1908
1920
1930
1940
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2014

0

6.00

就業希望者
３０１万人

(年)

15

0

歳
15~24 25~34 35~44 45~54 55~64 65〜

出典：総務省/H27労働力調査

就業希望者の対人口割合＋労働力率

0.0%

女

出典：総務省/H27労働力調査

出典：総務省/ H27労働力調査

⇒ 女性 就業 意欲 持

個人 希望 合

働 方

75歳以上

20

70〜74歳

20.0%

65〜69歳

40

60〜64歳

40.0%

55〜59歳

60

希望が叶うと、雇
用者報酬総額が
7 兆 円 程度 （ Ｇ Ｄ
Ｐの約1.5%）増加
する

50〜54歳

10

60.0%

45〜49歳

05

5.00

80.0%

80

男

男性（15〜64歳）の就業率
女性（15〜64歳）の就業率
2000

4.00

100.0%

100

40〜44歳

53.0

95

3.00

35〜39歳

64.6

90

2.00

出典：厚生労働省/Ｈ28 3月 一般職業紹介状況(職業安定業務統計)

女性は約75％

（％）

81.8

81.1

85

倍
1.00

・25〜54歳の男性の労働力率は95％超、 ・女性の潜在労働力（就業希望者）は３０１万人

・女性の就業率は過去最高

(%)

職業計 1.21

0.00

出典：総務省/国勢調査、日本長期統計相談及び人口推計（人口問題研究所「人口統計資料集2016」）

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

保安、介護、建設・採掘、サー
ビス業は2倍を大きく超える

30〜34歳

80,000

職業別有効求人倍率（パートタイムを含む常用）

25〜29歳

100,000

事務的職業
運搬・清掃・包装等の職業
生産工程の職業
農林漁業の職業
管理的職業
販売の職業
輸送・機械運転の職業
専門的・技術的職業
サービスの職業
建設・採掘の職業
介護関係職種
保安の職業

20〜24歳

120,000

職種 既 人手不足 顕在化

15〜19歳

（万人）

140,000

環境づくりが必要。

6

Ⅰ 男女雇用機会均等法から30年−女性の就業はどのように変わったか？
（２）出産・子育て期の就業継続の状況
〇年齢階級別 女性 労働力率
出産 子育 期 迎
20代後半 30代後半 労働力率 大 下
Ｍ字
底
年々浅
有配偶 若 年代（20代 30代）では、依然5割台
状況 過去30年間
変
〇第一子 出産 機 ６割超 女性 離職
〇非労働力人口
女性 就業希望者301万人のうち、25 44歳が50.7％(153万人)と約半数を占める
Ｍ字カーブ
の底は年々
浅く

20〜30代の労働
力率は依然5割台

有配偶者の年齢階級別労働力率

（％）90.0

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

全体
有配偶

女性の年齢階級別労働力率（都道府県別比較）
地域によっ
て状況は異
なる

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

30〜39歳で
約20%の差

Ｍ字カーブの深さが最も深い県
M字カーブが深さが最も深い県 （神奈川県）
16.3
Ｍ字カーブの深さが最も浅い県
M字カーブが深さが最も浅い県 （高知県）

年齢階級別
就業希望者
の割合

非労働力人口
女性 就業希望者
多 年齢階級 25 44歳
25〜34歳

35〜44歳

45〜54歳

55〜54歳

65歳以上

16.3

22.7

28.0

15.0 11.07.0

平均（４７都道府県）
50.7

0%
出典:総務省/H26労働力調査

⇒ 女性

15〜24歳

合

就業 継続

環境

50%

100%

出典:総務省/H27労働力調査

出典:総務省/H22国勢調査

必要
6
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Ⅰ 男女雇用機会均等法から30年−女性の就業はどのように変わったか？
（３）雇用形態の変化
〇共働 世帯 1985年頃 急激 増加 1997年 専業主婦世帯 逆転 2015年 初
5割超。
〇男女 合
非正規雇用者 1985年 657万人 2015年1979万人 30年余 で 約3倍に。
〇男性 非正規雇用者 約2割
対 女性 ６割近 非正規雇用
1997年 境 共働 世帯数 専業主婦世帯数 逆転

非正規雇用割合 男女共 増加傾向
（万人） 1600

（万世帯）

1200

共働き世帯

1345 50%

1200

1,077

1000

1000

40%
32.1%

800

200

専業主婦世帯
80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13

20%
21.9%

400

720

30%

634

600 470
800

600

60%

56.3%

1400

187

10%

7.4%

0

0%
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

（年）

非正規雇用者数（男性）

出典：総務省／労働力調査

非正規雇用者数（女性）

男性非正規比率

女性 生涯所得 違

女性非正規比率

出典：総務省/H27労働力調査

就業を継続した場合

大卒女性 生涯所得
（退職金を含む）
２億７，６４５万円

出産退職後他企業に正社員として子どもが6歳で再就職した場合
出産退職後パート･アルバイトとして子どもが6歳で再就職した場合

１億７，７０９万円
９，９３６万円
４，９１３万円 ２億２，７３２万円

逸失額

税収減
ＧＤＰにも影響が！

出典：内閣府／Ｈ１７国民生活白書

⇒ 共働き世帯数の増、非正規雇用者数の増など、雇用形態の変化に対応した労働基盤の整備が必要。
8

Ⅰ 男女雇用機会均等法から30年−女性の就業はどのように変わったか？
（４）女性の採用・登用状況等の変化
〇女性 大学進学率 1985年 13.7％ 2015年 47.4％ 30年 3.5倍に
〇高学歴女性 就業率 国際的
低 （育児等 離職 高学歴女性 労働市場 戻
）
〇女性 就業者数 増加 割 女性 管理職者数 増加 少
女性役員数 極
少
〇男女雇用機会均等法施行元年（1986年) 入社
現在50代前半 女性総合職 約80％ 退職
年齢層 少
女性 大学進学率 大幅増

％

日本 高学歴女性 就業率 低

60.0

55.4
56.6

50.0

47.4

40.0

38.6

34.5
20.8

Italy

短 期 大 学への進学率 女性

200

239
197

Australia

40%

120 6.6%
80
40
0

21

14

New Zealand

20%

14

Denmark

10%

12.5 12

Germany

1990
1995
男性人数

⇒ 女性

家庭生活

両立 可能

42%

退
職

58%

在
籍

74%

21%

26%

0%
1986年

0

50

1999年

2007年

出典：共同通信調べ（大手企業28社）

91
93

Norway

18 2
0
2000
2005
2010
2015（年）
女性人数
女性割合（右目盛）

79%

30%

France

（％）

4

1985

Canada

10 Switzerland
Iceland
127 8
Sweden
6

160

60%
50%

出典：文部科学省/学校基本調査2015

管理的職業従事者数（男女別）
及 女性割合 推移

93

United States
1985年
88
91
94
97
2000
03
06
09
12
15

0.0

90%

70%
71

Japan
Poland

9.3

100%

80%

Korea

大学への進学率 女性

10.0 13.7

240

女性
86

男性

大学への進学率 男性

20.0

（万人）

78

大学・短大進学率計 女性

30.0

280

女性総合職 経年 退職者 増

大学卒業者の就業率
OECD average

管理職（候補）

100
出典：ＯＥＣＤ２０１５

出典：総務省/労働力調査

環境整備

女性 能力 十分 生
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仕組

必要

9

Ⅰ 男女雇用機会均等法から30年−女性の就業はどのように変わったか？
（５）女性の起業の状況
〇日本 起業希望者 減少傾向 推移

2012年度 30年前 比

半減 起業家数 30年前

変

Ⅱ 女性活躍の障害
（１）「硬直的な労働市場と長時間労働」
安定した経済成長が期待できない中、労働市場と職場慣習が女性の人的資本が高まった現代に適応できていない！！
★高度経済成長期以来、一括新規採用と終身雇用制が定着してきた。
１日の労働時間別「上司が抱いている残業をしている人のイメージ（想定）（正社員）
★国際的には労働生産性が低いにもかかわらず、日本では長時間労働が評価されてきた。
ポジティブイメージ

（％）

60
50
40
30
20
10
0

16.3

74.0

6.2
3.4

10時間未満 38.4

30.4

7.1

7

6.1

37.1

24.2

12時間未満 47.8

34.1

10.3

7

6.7

34.3

20

9.2

人事評価では考慮されていない

12時間以上 52.5

38.8

12.3

8

8.3

26.1

21

12.3

人事評価でマイナスに評価されている

0%

20%

40%

60%

80%

100%

仕事
残業 以外
責任
仕事 評価さ 期待さ 仕事
頑張っ
代を にやる
感が
ができ れる れて が遅
ている
稼ぎた ことが
強い
る人
人 いる人 い人
人
い人 ない
人
人

人事評価でプラスに評価されている

「残業や休日出勤をほとんどせず、時間内に仕事を終えて帰宅すること」に対する人事評価
人事評価

ネガティブイメージ

不明

11.2

出典： 内閣府/H26ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査報告書

出典：内閣府/H26ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査報告書

★年間総労働時間は減少傾向だが、パートタイム労働者比率が増加したもので、
一般労働者の労働時間はほぼ横ばい（2000時間で高止まり）で推移している。
2500時間
2036

2009

2000
1500

27.3

1816

1733

1976

28.8
2030

1765

14.4

1000

1172

25

1150

1139

1082

1105

20
15

総実労働時間全体

10

一般労働者の総実労働時間

500

5

0

0

Ｈ6

8

10

12

働き方へ改革

30％
パートタイム労働者比率

1840
19.5

1910

25.3
2040

14

16

18

20

22

24

提言（１）短時間で効率良く、生産性を上げる

パートタイム労働者の総実労
働時間

①企業に対する勤務時間等に関する規定の整備
・１週間当たり勤務時間の法定上限設定
・連続勤務時間の法定上限及び勤務間インターバル制度の創設
②年次有給休暇の法定日数の計画的な取得義務化
③労働時間ではなく、生産性を評価する人事評価制度の導入推進
④政府主導による長時間労働是正の気運醸成

出典：厚生労働省/H24毎月勤労統計調査
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11

Ⅱ 女性活躍の障害
（２）「硬直的な職場慣習と女性の就業を支援する子育て環境の未整備」
★雇用機会均等法施行以来、女性の就業率は高まったが、
転勤・残業が前提の男性型労働慣行のもとでは、適合でき 60.0
ない女性は離脱する。

★環境が整えば、女性の就業は継続していた。
（％）

55.9

50.0

子をもつ前と仕事の
内容や責任等が変
わってしまい、やり
がいを感じられなく
なった（なりそうだっ
た）, 2.6%

妊娠・出産前後に退職した理由
その他, 9.8%

特にない, 1.5%

42.4

42.0
36.9
30.5

28.4

30.0

家事・育児に専念す
るため自発的にや
めた, 39.0%

20.9

20.0

19.0

17.5

10.0

解雇された、退職勧
奨された, 9.0%
仕事を続けたかった
が、仕事育児の両
立の難しさでやめた,
26.1%

43.5

40.0

結婚・出産・育児を
機にやめたが、理由
は結婚・妊娠・出産
に直接関係ない,
7.2%

夫の勤務地や夫の
転勤の問題で仕事
を続けるのが難し
かった, 4.7%

0.0

子どもを認
可保育園等
に預けられ
れば

短時間勤務
等職場との
両立支援制
度があれば

職場に仕事と
家庭の両立に
対する理解が
あれば

休暇が取り
やすい職場
だったら

両親等親族
のサポート
を得られて
いれば

配偶者の積極
的なサポート
を得られてい
れば

残業が少な
い職場だっ
たら

通勤時間が
もっと短け
れば

職場で妊娠や
育児に関する
嫌がらせがな
ければ

職場の先輩や
上司の女性に
両立の理想モ
デルがいれば

出典：内閣府/H25ワークライフバランスに関する意識調査

出典：厚生労働省/両立支援に係る諸問題に関する総合的調査研究

提言（２） ワーク・ライフ・バランスの推進と保育サービスや地域の支え合いによる子育て支援

サービスの充実など、家庭生活と両立しながら安心して働き続けられる環境の整備

★日本の女性の復職意欲は米国やドイツに劣らず強い。
しかし、一度退職すると、補助的業務が主となりやすいこ
ともあり、能力や経験に見合う再就職が困難。

①ワーク･ライフ･バランスの推進

◇政府主導によるワーク・ライフ・バランスの推進など、ポジティブキャンペーンの積極的展開
◇フレックスタイムや短時間勤務、在宅勤務、テレワークなど多様かつ柔軟な働き方の導入と研
修など企業等の取組みに対する支援の充実
◇ワーク・ライフ・バランスの取組み状況の公表の義務化（女性活躍推進法に基づく数値目標と
情報公表、事業主行動計画の公表項目の拡大）

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

②保育サービス・子育て支援サービスの充実

◇保育所等の整備、保育サービスの充実、地域少子化対策重点推進交付金の拡充と弾力的
な運用、経済的負担の軽減等
◇事業所内保育施設を設置運営する企業への支援の拡充

89
77

73

68

43

日本人女性

◇育休代替職員の確保など、就業継続のための就業環境の整備に取り組む企業等への支援
の充実
◇育児休業からの復帰にあたっての研修や育児退職後の再就職を支援する研修の充実

78

復帰したい

米国人女性 ドイツ人女性
仕事を見つけられた

出典：センター・フォー・ワークライフポリシー

◇従業員のベビーシッターや家事代行サービス利用支援に取り組む企業への税控除等インセ
ンティブの付与

12

Ⅱ 女性活躍の障害
（３）「子育てしながら再就業を希望する女性の就業を支援する環境の未整備」
★結婚や出産、子育てを理由に一度離職した女性の再就職を支援する仕組みの充実が必要。
◇ハローワークにおけるマザーズコーナーの設置状況（Ｈ２８．４月現在）
全国のハローワーク設置数

マザーズコーナー設置か所

（出張所・分室含む）

（マザーズハローワーク含む）

５４４か所

設置率

１８７か所

３４．４％

（厚生労働省ＨＰより）

◇子育てをしながら再就業・起業したいと考えている女性のためのワンストップ窓口の設置
【主な機能】
・保育に関する相談や保育情報の提供、キッズコーナーや保育室・託児室の設置
・キャリアアップの相談や研修会の実施・職業相談や職業紹介（ハローワークと連携）
・起業のための相談や支援

など

◇ハローワークとの一体的事業など、女性の就業支援のためのワンストップサービスを提供している例（託児付相談に応じている事例：Ｈ２８．４月現在）

実施している都道府県数

１７

Ｈ２８年度予算額

６８０，２１０千円

（全国知事会男女共同参画ＰＴ調べ）

提言（３） 子育てしながら再就業を希望する女性の就業を支援する環境の整備
①女性の活躍推進の取組みに対する奨励金の増額等、中小企業における取組みを加速化するインセンティブの付与
②全ハローワークへのマザーズコーナー等の設置や地方が行う女性を対象としたワンストップ就労相談窓口への支援
③ひとり親など早期再就職の緊急度が高い求職者に対して、就職支援ナビゲーターなどハローワークにおいて個人ごとにき
め細かく就職支援を行う専任の支援員の配置拡大
④スキルアップ研修をはじめ、育児等と両立しやすい短時間訓練や託児サービス付き職業訓練など、育児等による退職後の
再就業を支援する研修・職業訓練の拡充
⑤大学等において女性の学び直しを促進し、再チャレンジの後押し。また、学び直し後の再就業を支援するため、企業側への
雇用促進の働きかけの実施

13
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Ⅱ 女性活躍の障害
（４）「進まない男性の家事・育児への参画」
★女性の家事・育児の負担が大きい。共働き世帯でも、女性は男性の約6倍、家事・育児に従事している。
６歳未満の子どもを持つ夫の家事・育児関連時間
3:12
ノルウェー
1:13
3:21
スウェーデン
1:07
3:00
ドイツ
0:59
2:30
フランス
0:40
2:46
英国
1:00
2:58
米国
1:17
家事関連全体時間
うち育児の時間
1:07
日本
0:39
0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

６歳未満の子どもをもつ妻・夫の家事関連（うち育児）時間、仕事等時間
(家事関連のう
うち育児 2:32
妻
3:36
3:56
ち)育児
家事関連 6:08
共働き世帯
家事関連(育児
0:30
夫 0:40
8:55
除く)
仕事等
1:10
妻
4:54
3:59
0:03
夫が有業で
妻が無業の世帯

3:30(時間)

出典：内閣府/H27男女共同参画白書

0:00

出典：仕事と生活の調
和連携推進・評価部会
/仕事と生活の調和レ
ポート2013

8:53

0:28
0:38
1:06

夫

8:59
2:00

4:00

6:00

8:00

10:01
10:00

12:01
(時間)

★妻が正社員の男性で育児休業を取得したのは8.8％。妻が非正規社員や無業の場合は5％未満で低いが「利用希望だが利用できていない」割合は3割
利用希望だが利用
程度いる。
妻の就労形態別男性の育児休業取得状況

男性全体（1478） 5.4 12.6
妻正社員（411）

8.8

26.2

16.1

25.8

妻非正社員（312） 3.8 11.5

22.1

妻無業（687） 4.4 11.2

0%

17.5
17.0

28.4
20%

15.1

22.1

16.6

21.2

21.5

40%

17.9

60%

80%

育児休業の取得率の推移（男性）

3

30.1%

18.2

17.3

19.2

(％)

できていない割合

20.2

2.5

33.1%
30.7%

2.6

全労働者

2

2

有期契約労働者
1.6

1.5

27.8%

100%

制度あり 制度を利用した
制度あり 制度を利用しなかったが、利用したかった
制度あり 制度を利用しておらず、利用したいとも思わなかった
制度無し 制度を利用したかった
制度無し 制度を利用したいと思わなかった
制度無し わからない
出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング/H27仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査

1.4

1.2

1
0.5

0.6

0.4

0.3

0.1

0
H８

11

14

16

17

0.8
0.5
0.1
19

0.3
20

0.1

21

★夫の家事・育児時間が多いほど、第２子以降が生まれる傾向にある。
出生あり

家事・育児時間
なし
２時間未満

出生なし

47.4

9.9

74.2

２時間以上４時
間未満

48.1

４時間以上６時
間未満
６時間以上

51.9

55.3

44.7
67.4

0%

20%

32.6
40%

60%

23

24

25

26

出典：厚生労働省/Ｈ２６雇用均等基本調査

①イクボス・イクメンの推進やワーク・ライフ・バランスの推進等、政府主導
によるり企業を巻き込むなど、更なるポジティブキャンペーンの積極的展開
②育休代替職員の確保など男性の育児参画を推進する就業環境の整備に取り
組む企業等への支援の充実
③男性の育児参画のための有給の特別休暇制度の創設と年休の取得を
義務付ける関係法令の早期成立
④男性の育児休業取得等、家事・育児参画を促進する企業に対する奨励
金の交付等 インセンティブの付与

52.6

90.1
25.8

22

0.2

提言（４）男性の家事・育児への参画促進

子どもがいる夫婦の夫の家事・育児時間別にみた、この8年間の第2子以降の出生の状況
総数

2.3
2.1

2

1.9

1.7

80%

100%

14

出典：厚生労働省/2011年第9回21世紀成年者縦断調査

Ⅱ 女性活躍の障害
（５）「進まない男性の介護への参画と介護を支援する社会環境の整備」
★要介護者数は年々増加している。２０２５年には団塊の世代が後期高齢者となり、今後も増加すると見込まれる中、介護・看護を理由とした離職・転
職者は年間約１０万人。男女とも仕事と介護の両立に対する不安を感じている。
就労者
仕事 介護 両立 対
不安 有無

万人

800
600
400

256

298

409
345 384

432 440 453 467

年間約
１０万人

介護・看護を理由に離職・転職した人数

要介護者数の推移

485 506

531

561 584

80.3

150000
80.7

71500

65700

0

17100

16100

20900

21

22

H 20
H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

77700

50000

200
0

78.8

80.3

100000

男性

女性

90.0 勤労者/男性
20.9
80.0
78.2
70.0
60.0
50.0 勤労者/女性
26.8
40.0
81200
65900
30.0
20.0
0
20
10.0
19900
18400
0.0
非常に不安を感じる
23
24
不安を感じない
総数における女性の比率
わからない

出典：総務省/H24就業構造基本調査

出典：厚生労働省/H25介護保険事業状況報告

★介護の問題を抱えている従業員を把握している企業はまだ５割程度。
把握方法（複数回答）
把握してい
把握して
上司等によ
従業員 介護に関す
いる
ない
自己申告
その他
る面談
アンケート る相談窓口
５１．７
（５０．２）
（６０．７）
（１．２）
（２．６）
（１６．９）
48.3
（１００．０）

2.8
12.4 12.7

51.2

3.3
50.4
40

10.4 9.1
60

80

100

(％)
不安を感じる
まったく不安を感じない

出典：H24年度厚生労働省委託調査「仕事と介護の両立に関す
る労働者アンケート調査」

★仕事と介護を両立しやすい職場環境を整備している企業はまだ５割程度。
そのうち、介護休業制度等の法定項目以外は整備率が低い。

出典：厚生労働省/H25雇用均等基本調査

提言（５） 介護サービスや地域の支え合いによる介護支援サービス

の充実など、家庭生活と両立しながら安心して働き続けられる環
境の整備

①介護施設の整備・介護支援サービスの充実
②短時間勤務や在宅勤務、テレワークなど多様かつ柔軟な働き方の導入と研修など企業等
の取組みに対する支援の充実
③介護休業の取得回数制限の緩和や取得可能日数の増加等、制度の柔軟化
④事業主及び雇用者の双方に対する介護休業・助成金制度の周知促進
⑤企業における介護に関する相談窓口の設置に対する助成制度の新設
⑥家事代行サービス利用に取り組む企業へのインセンティブの付与
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介護休業・休暇制度等に関する法定整備

84.3

制度を利用しやすい職場づくり

27.6

従業員の実態把握やニーズ把握

23.6

介護に直面した従業員への情報提供

22.9

法定以外の制度等取組の充実

17.8

介護に関する相談

16.6

管理職に対する研修等

7.6

経済的な支援

4.2
0

50

100
(％)

出典：厚生労働省/H25雇用均等基本調査

15

Ⅱ 女性活躍の障害
（６）「子育てと介護のダブルケアを行う者が勤務を継続できる環境の未整備」
★子育てと介護のダブルケアを行う者は約25万人（女性約17万人、男性約8万人）と推計。30代、40代がその8割を占め、ダブルケアを行う男性の9
割、女性の半数は「仕事が主」とする有業者である。

ダブルケアを行う者の年齢構成

ダブルケアを行う者の推計人口

15〜 19歳
1.1
5.2
男性

男性

25〜 29歳
167,500

0

50,000

100,000

150,000

女性

8.5

47.9%

10.5% 11.0%

30.0%

8.4%

増やした
増やしたかったが変えられなかった
減らした（うち無職になった者以外）

13.1%

45〜 49歳

4.5
0%

20%
40%
３０代 42.2％

60%

80%

100%

40代 39.6％

50〜 54歳
55歳以上

出典：総務省/「平成24年度就業構造基本調査」より内閣府特別集計

16.1% 2.6%

21.2%

4.6

12.5

27.1

25.8

16.4

・ダブルケアを行う者が行政・勤め先に充実してほしいと思う支援策
＜勤め先に期待する支援策＞
（主なもの）
①子育てのために一定期間休める仕組み

男性
18.3%

女性
18.4%

②介護のために一定期間休める仕組み

12.0%

9.8%

③介護のために1日単位で休める仕組み

8.3%

7.0%

④子育てのために1日単位で休める仕組み

7.5%

6.6%

（男性より女性に多いもの）
（男性より女性に多いもの）
子育て・介護費用の負担軽減
19.2% 26.4% 休暇・休業を取得しやすい職場環境の整備
（再掲）
子育て・介護に関する手続きの
制度を利用する際の上司や同僚の理解
1.1% 5.4%
簡素化
テレワークや在宅勤務等の導入
出典：内閣府/H27インターネットモニター調査に
柔軟な労働時間制（フレックスタイム制等）
よるダブルケアを行う者の意識調査

3.5%

8.6%

2.1%

4.5%

3.7%

6.1%

6.8%

8.6%

＜行政に期待する支援策＞

9.8%

30〜 34歳
3.1 35〜 39歳
40〜 44歳

200,000 （人）
1.4
全体
7.4

★ダブルケアに直面したことにより、「業務量や労働時間を変
えなくて済んだ」者は、男性で約半数に対し、女性は約3割。
・ダブルケアに直面する前後の業務量や労働時間の変化
12.0%

11.1 3.0

29.3

27.0

16.4

出典：総務省/「平成24年度就業構造基本調査」より内閣府特別集計

女性

20〜 24歳

7.5

1.6

女性

男性

7.8

15.3

22.9

23.5

16.5

85,400

17.5%

変えなくて済んだ
減らしたかったが変えられなかった
減らした（うち無職になった）

出典：内閣府/H27株式会社NTTデータ経営研究所委託調査

提言（６）子育てと介護のダブルケアを行う者が、家庭生活と両立しながら安心して

働き続けられる環境の整備
①育児と介護のダブルケアに関する実態調査の継続実施と公表
②ダブルケアマネージャーなど育児と介護の両方の相談や支援ができる専門家
の養成
③フレックスタイムや新たな休暇制度の創設など柔軟な働き方を可能にする仕組
みを導入した企業に対する支援

（主なもの）
①保育施設の量的充実

男性 女性
22.8% 22.6%

②子育て・介護費用の負担軽減 19.2% 26.4%
③介護保険が利用できる介護
サービスの量的拡充

16.7% 12.3%

16

出典：内閣府/H27株式会社NTTデータ経営研究所委託調査

Ⅱ 女性活躍の障害
（７）「採用・任用・昇進、賃金等雇用の機会に現存する男女格差」
★正社員も正社員以外も男性の方が、女性よりも年収が高い。
（万円） 400

★非正規の職員・従業員が多い年齢階級は、男性は55歳以上に対し、
女性は35〜54歳と現役世代に多い。

348.3
229.1

年齢階級別非正規職員・従業員の内訳

正社員・正職員

259.3
181.0

200

女

正社員・正職員以外

0

男性

女性

出典/厚生労働省Ｈ２７賃金構造基本統計調査

★労働者のうち、女性は男性よりも平均年齢が若く、平均勤続年数も短い。

65歳以
上, 8.8%

男,
32.0%

25〜34
歳,
14.3%

55〜64
歳,
19.3%
45〜54
歳,
24.5%

労働者の平均年齢及び平均勤続年数
男
女
平均年齢
平均勤続年数
平均年齢
平均勤続年数
40.3 歳
17.6 年
37.9 歳
14.7 年

15〜24
歳, 9.2%

学歴別平均年収
学歴（年収）

男 性

女 性

76.1
83.9
71.9
71.5
72.1

出典：厚生労働省/H24賃金構造基本統計調査

提言（７） 女性の待遇改善と、あらゆる雇用の機会における男女均等の推進
①非正規雇用者に対する育児休業取得促進などの就業環境の整備や正規雇用化に向けた取組みを行う
企業への支援策の拡充
②中長期的なキャリア形成を支援する教育訓練制度の充実
③待遇改善に関する企業への助成制度の充実と活用促進
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05/10 07

80.1
82.6

70.9
65.9

68.4
62.6

韓国

出典：厚生労働省/H27賃金構造基本統計調査

（調整済み）

70.9
72.9
70.9
70.9
70.9

74.0

80.8

日本

287万8000円

（原数値）

82.5

81.2

イギリス

402万5000円

勤続年数
職
階
年
齢
学
歴
労働時間

82.2

アメリカ

大学・大学院卒

男女間の賃金格差の要因
男女間格差
調整した事項 （男性を100とした場合の女性の水準）

86.0
88.4

ドイツ

207万7000円
252万5000円

★勤務年数の差が職階への昇任にも影響
し、賃金格差の要因となっている。

フランス

288万2000円
308万8000円

35〜44歳,
45〜54歳, 11.5%
9.0%

男女間賃金格差の国際比較
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

スウェーデン

高校卒
高専・短大卒

55〜64歳,
23.9%

15〜24歳,
16.9%
25〜
34歳,
15.4%

出典：総務省/H27労働力調査

Ｈ27 厚生労働省 賃金構造基本統計調査

★学歴が同じ場合でも、勤務年数の差、職階の差が
平均年収の差の要因となっている。

65歳以上,
23.3%

女,
68.0%

35〜44
歳,
23.8%

男

05/10 06/10 03/10 06/12 05/10 年

出典：日本：厚生労働省/賃金構造基本統計調査
その他：（独）労働政策研究・研修機構/データブック国際労働比較2012
注１：原則、全産業の賃金額。労働者の範囲は国により異なる場合がある。
日本は一般労働者の所定内給与額。
注2：フランスは2007年値の時間あたり賃金。
注3：ドイツの2005年は製造業のデータ。
注4：男女間賃金格差は、男性の賃金（日本は所定内給与額。以下同じ）を100とした
場合の女性の賃金の割合。
注5：原則、全産業の賃金額。労働者の範囲は国により異なる場合がある。
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Ⅱ 女性活躍の障害
（８）「女性のキャリア開発・登用促進の支援策の不足」
②仕事とキャリアアップの両立困難

①女性の意識改革
★女性管理職が少ない、あるいは全くいない企業の理由として、
「必要な知識を有する女性がいない」「女性が希望しない」が多い。
企業からみた女性管理職が少ない理由
知識経験不足
21%
女性の意識
19%
在職年数不足
16%
昇進前退職
6%
長時間労働
2%
全国転勤
11%
家庭責任
6%
業務負荷大
2%
周囲が歓迎しない
20%
その他
0%

10%

20%

30%

★管理職になると、労働時間の男女差は小さくなる一方、
家事分担は管理職でも妻が多く担っている。

・管理職の1週間の平均労働時間（残業含む）

58%

60時間
以上,
14.0%

男性

50〜59
時間 ,
34.3%

40%

50%

60%

70%

46%

責任が重くなる

28%
26%
26%
24%

メリットはない又は低い
自分には能力がない

0%

10%

20%

ほぼ半
分, 8.5%

男性

30%

40%

39時間
以下,
3.8% 40〜44
時間,
19.8%

50〜59
時間,
30.9%

45〜49
時間,
30.6%

夫６０％
以上,
1.0%

総合職女性が管理職を希望しない理由
仕事と家庭の両立が困難になる

女性

60時間
以上 ,
12.5%

45〜49
時間 ,
32.6%

・管理職の正社員夫婦間家事分担の割合夫６

出典：厚生労働省/H25雇用均等基本調査

周りに女性の管理職がいない

39時間
以下 ,40〜44
3.7% 時間,
17.3%

50%

女性

ほぼ半
分,
18.0%

妻６
０％以
上,
71.6%

妻６０％
以上,
90.0%

出典：厚生労働省/H25雇用均等基本調査

０％以
上,
10.3%

出典：労働政策研究・研修機構/男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査結果

提言（８） 女性の管理職への登用促進やキャリアアップ、職域拡大など女性が活躍できる職場環境の整備
①中小企業における女性の管理職への登用促進（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務化引き下げ、中小企業への策定支援アド
バイザー派遣等）
②小中高校及び大学等各ステージにおける男女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育の実施（副教材等の制作と授業での活用促進）
③これまで女性の参画が少なかった分野への職域拡大のための支援（研修派遣に対する助成、資格取得支援、インターンシップ充実）
④女性を対象としたメンター（助言役）制度や管理職研修の充実等企業が実施する取組みへの支援
⑤農林水産業分野における女性の登用・経営参画等、女性が活躍できる環境整備

Ⅱ 女性活躍の障害
（９）「進まない女性の起業環境の整備」
★起業に関する意識調査では、日本は欧米諸国に比べて、周囲の起業家
との接点が少なく、事業機会や知識・能力・経験も乏しい。

★日本は、他国に比べると、起業に要する手続き数や期間、
費用面で負担が大きい。
・起業環境の国際比較
シンガ
ポール

香港 アメリカ

イギリ
ス

フラン
ドイツ
ス

韓国

起業活動 関

日本

意識 国際比較（男女）

アメリカ

起業活動の浸透
80.0

イギリス

総合順位

3

5

20

28

34

41

111

120

会社登記に要す
る手続き数

3

3

6

6

5

5

9

8

60.0

会社登記にかか
る日数

2.5

2.5

5

12

5.5

6.5

14.5

22

40.0

開業コスト

0.6

0.8

1.5

0.3

14.6

0.9

4.7

起業家の社会的な地位に対す
る評価

7.5

20.0

フランス
事業機会の認識

ドイツ
日本

0.0
出典：世界銀行「Doing Business 2014」
※1.register firmを会社登記と訳。
※2.開業コストは、一人あたりの所得に占める金額の割合を表している。

起業時の課題（男女別・複数回答）
仕入先や販売先の紹介
低金利融資制度や税制面の優遇措置

10.7

経営に関するセミナーや講演会
保育施設や家事支援、介護支援等のサービスの拡充

2.3

23.0

男性（ｎ＝３０９）
女性（ｎ＝３０９）

5.2

0.0

出典：GEM 「2012Global Report」
※アメリカの「起業家の社会的な地位に対する評価」及
び「職業選択に対する評価」の数値は2010年のもの

24.6
24.3

10.0

20.0

30.0

40.0

提言（９） 女性の起業に対する総合的な支援

起業時に欲しかった支援（男女別・複数回答）
36.6

経営に関する知識・ノウハウ不足

32.0

事業に必要な専門知識・ノウハウ不足
開業資金の調達
販売先の確保

30.4
4.9

家事・育児・介護との両立

出典：経済産業省/中小企業白書2012

知識・能力・経験

35.0
35.6

29.1
27.5

16.5

特になし

出典：経済産業省/中小企業白書2012

職業選択に対する評価

22.3

同じような立場の人（経営者等）との交流の場

0.0

10.0

38.2

35.9
36.9

30.0

44.0
男性（ｎ＝３０９）
女性（ｎ＝３０９）

18.1
20.0

41.7

40.0

①事業の立ち上げから運営までのワンストップ相談支援
の仕組みの整備
②起業に対する手続き数や期間の負担軽減
③低利融資や補助等資金面・信用付与その他財政面の
支援の充実
④ロールモデル事例の紹介、メンター制度の事例紹介や
ネットワークの構築に向けた支援の充実

50.0

19

- 91 -

18

Ⅱ 女性活躍の障害
（10）「女性の就業拡大を阻む税・社会保障制度」
★社会保険で就業調整が生じる構造は、「１３０万円の壁」と「週３０時間労働の壁」。 ★２０１６年１０月から、厚生年金・健康保険の適用拡大予定。
さらなる就業調整による働き方の可能性も。
（年収）
・国民年金第１号被保険者
現行の適用基準
２０１６年１０月１日以降
・国民健康保険被保険者

・厚生年金被保険者
（国民年金第２号被保険者）

＜本人保険料負担あり＞

130万円

・健康保険被保険者
＜保険料負担あり（労使）＞

・国民年金第３号被保険者

①週所定労働時間２０時間以上
②月額賃金８．８．万円以上
（年収１０６万円以上）
③勤務期間１年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員５０１人以上の企業

週所定労働時間
３０時間以上

・健康保険被扶養者
＜保険料負担なし＞

出典：H28みずほ総合研究所

30時間

★配偶者の給与収入が１０３万円を超えると納税者本人の配偶者控除の適用がな
くなることにより、配偶者の給与収入が増えても、世帯で見れば「手取りの逆転現
象」（いわゆる「壁」）が生じていたが、配偶者特別控除の導入により現行においては
税制上の壁は解消されているとされる。
★納税者本人は配偶者控除等の適用を受け、配偶者が基礎控除の適用を受ける
ことで、二重に控除を享受する場合があるなど、不公平感を是正する必要がある。

（労働時間／週）

出典：H28みずほ総合研究所

現行の制度が導入された１９６１年当時はシングルインカム世帯が一般的。
１９９０年代半ば以降、共働き世帯がシングルインカム世帯数を上回り、税・
社会保障制度が時代に合わなくなっている。
既婚女性の、より高収入のフルタイム就業の機会を妨げる「就業調整」を抑
制する改革が必要。

提言（１０） 働き方に中立的な税・社会保障制度の見直し
①１３０万円の壁等、女性の就業拡大を阻む社会保障制度の見直し
②個人所得課税の控除の在り方等について、働き方への中立性の観点から、
幅広い検討の実施
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出典：財務省／H26 政府税制調査会資料

Ⅱ 女性活躍の障害
（11）

「本気度は予算でわかる！財源措置が不十分」 その１
★現行の「地域女性活躍推進交付金」は単年度の制度。

★都道府県における女性の就業率や女性管理職の割合、
合計特殊出生率等、地域によって状況は異なる。

女性活躍推進交付金の予算額の推移（毎年度補正対応）
予算額

都道府県で異なるＭ字の深さ、女性管理職の割合、合計特殊出生率
10

Ｈ２５年度

１億2,000万円

10/10

500万円

500万円

8

Ｈ２６年度

4億円

8/10

1,600万円

400万円

6

Ｈ２７年度

3億円

8/10

1,600万円

400万円

高知
青森

和歌山
長崎
東京

千葉

4 広島
2

-8

奈良

-6

-4

神奈川

徳島

女性活躍推進交付金を活用した取組事例（全国知事会男女共同参画ＰＴ調べ）

岡山
大分

山口

Ⅰ ワーク･ライフ･バランスの推進に関するもの

佐賀

岩手
愛媛
山梨
宮城 山形
2 鹿児島 三重
4
6
鳥取
群馬
福島北海道福井
富山

福岡

栃木
-10

熊本

京都

兵庫
大阪

国庫負担割合 都道府県交付限度額 市町村交付限度額

-2

沖縄0

愛知

香川

0
岐阜

-2

茨城
-4

滋賀

静岡

秋田

都道府県における取組み例

都道府県数

交付金額

ワークライフバランスの推進に向けた
環境の整備

容

トップセミナーの開催
ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録・認証、奨励金交付
企業へのアドバイザー派遣
など

11

5715万円

子育て・介護をしながら、安心して働き
続けられる環境の整備

企業向け両立支援セミナー開催

1

39万円

男性の家事・育児・介護への参画促進

地域のイクメン、イクボスリーダー養成

1

170万円

10

島根
新潟

宮崎

埼玉

内
8

長野
石川

-6

-8

-10

縦軸：「各都道府県の管理職比率−全国平均の管理職比率」
横軸：「全国平均のＭ字の深さ−各都道府県のＭ字の深さ」
緑の▲は出生率上位10都道府県、赤の◆は出生率下位10都道府県
出典：【管理職割合】総務省「平成24年就業構造基本調査」
【Ｍ字の深さ】総務省「平成24年就業構造基本調査」
【合計特殊出生率】厚生労働省「平成24年人口動態統計」

Ⅱ 女性の就業における活躍の推進に関するもの
内

容

女性の登用・キャリア向上・職域拡大
女性の就業・再就業支援
女性の就業継続
女性の起業支援
農業分野における活躍推進

都道府県数

交付金額

女性活躍推進法に基づく協議会等の設置運営
キャリアアップセミナー など

都道府県における取組み例

26

1億2137万円

再就業に向けたカウンセリング、就職支援セミナー開催 など

10

3926万円

2

476万円

6

887万円

2

431万円

マタハラ・パタハラ防止に向けたマニュアル作成
各種相談
起業セミナーの開催
ネットワークづくり支援 など
多分野との交流と企画提案力育成
女性リーダー育成

提言（１１） 女性活躍の推進に政府と自治体が連携して、本気で取り組むための十分な財源の確保①
◎女性活躍推進交付金の国庫負担割合10/10への復元と十分な財源の確保及び柔軟な運用

21
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Ⅱ 女性活躍の障害
（１１） 「本気度は予算でわかる！財源措置が不十分」 その２
★地方公共団体の主体的な取組みを加速するためには、地域の実情に合わせた独自の施策展開を継続的に支援することが必要。
都道府県における一般財源による取組みの事例 （全国知事会男女共同参画ＰＴ調べ）
Ⅰ ワーク・ライフ・バランスの推進に関するもの
都道府県数

一般財源額

長時間労働を是正するための働き方の見直し

内

容

働き方をテーマとした労働講座の開催
中小企業向けコンサルティングの実施と成功事例の発信 等

都道府県における取組み例

１０

15億6876万円

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた環境の整備

ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録・認証、奨励金交付
企業へのアドバイザー派遣
など

４２

5億5603万円

５

5719万円

２４

1億1970万円

育児・介護休業期間中の生活資金の低利融資
育児休業給付金に上乗せ賃金を支給した事業者への補助
児童福祉施設の職員の出産等長期休暇の際の代替職員任用費用の一部助成 等

子育て・介護をしながら、安心して働き続けられる環境
の整備

イクメン応援宣言企業登録制度の創設
イクボス・イクメン・イクジィ育成セミナー
育児休業や孫育て休暇の制度化など事業主に対する奨励金支給 等

男性の家事・育児・介護への参画促進

都道府県の
一般財源額
約 ２４億円

Ⅱ 女性の就業における活躍の推進に関するもの
都道府県数

一般財源額

女性の登用・キャリア向上・職域拡大

内

容

女性活躍推進法に基づく協議会等の設置運営
キャリアアップセミナーの開催 等

３８

12億5916万円

女性の就業・再就業支援

就業・再就業支援のための相談窓口の設置
育児中の求職者の職業訓練中の託児費用に対する奨励金支給 等

３５

16億2739万円

１３

2億574万円

１９

2億1905万円

３５

2億3309万円

女性の就業継続

女性の起業支援

農業分野における活躍推進

都道府県における取組み例

企業が育休代替職員を引き続き雇用する場合の経費助成
女性従業員を対象とした仕事と子育ての両立に関する研修会開催及び自社での報告会
開催企業に対する奨励金支給 等
起業セミナー、相談会の開催
創業者との交流会の開催
ネットワークづくりへの支援 等
アグリウーマン優良事例集の作成
農業経営者ビジネスモデル実現に必要な視察研修、資格取得、コンサルティング等の
経費助成 等

都道府県の
一般財源額
約 ３６億円

計 約６０億円
の財源が必要！

（一般財源額には、交付金事業等に伴う自治体負担分と自治体単独事業を含む）

提言（１１） 女性活躍の推進に政府と自治体が連携して、本気で取り組むための十分な財源の確保②
◎ 地域の実情に合わせた独自施策展開を継続的に支援する「女性活躍応援基金」の創設

22

ライフステージに対応した活躍支援
離職
進路選択

就 労

結婚・出産・子育て

就業継続

○活き活きと活躍したいという就労意
欲の向上
○学校等におけ
る男女共同参
画の視点を踏
まえたキャリア
教育
○幅広い分野へ
の進路選択を
可能とする教育

○男性の家事・育児・介護への参画促進
○男女の雇用機会均等（採用、任用、
登用、賃金等）
○長時間労働等働き方の見直し
○正規雇用化
○女性の職域拡大

○保育所や介護施設等、保育や介護を支
える基盤整備と多様なサービスの充実、地
域の支え合いによる子育てや介護支援の
充実など、安心して働き続けられる環境整
備
○女性のキャリアアップと家庭生活との両
立支援

○個人の事情に合わせた、多様な働
き方の導入

再就業

○再就業に向けた意欲の
後押し
○再就業に向けた準備や
就職活動に向けた相談機
能の充実
○ひとり親への再就業支援
○社会保障制度等の見直
し

多様な働き方により、男女ともに活躍し続けられる社会へ
個人も幸せ！
社会も幸せ！
23
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１４ 地域経済の好循環に向けた緊急提言
政府のデフレ脱却と経済再生に向けた取組により、日本経済は明るさを取り
戻しつつある一方で、世界経済の不透明感などの外的要因から、個人消費や設備
投資といった民需は力強さを欠いた状況にあり、地域を支える地方の中小企業・
小規模事業者等では、未だアベノミクスの恩恵を十分に実感できていない状況も
見られる。
また、全国的には雇用情勢が改善する一方、地域によっては人手不足の問題
が深刻化している。地域を支える人材や将来を担う若者が安心して働き、将来設
計のできる地域社会を築くことにより、地方からの人口流出を食い止め、更には
地方へ人材や若者を呼び込み、地域社会を持続可能なものとしていくことが、現
下の喫緊の課題であり、一刻の猶予も許されない。
こうした中、最近では、アジア新興国等の景気の下振れリスクに加え、英国
のＥＵ離脱の動きを受けた金融市場の変動等が中長期に亘って地域経済に影響を
及ぼすことが懸念される。
今後想定されるリスクに備えつつ、アベノミクス効果を地域の隅々にまで行
き渡らせ、地域経済の好循環を確立し、地方創生を実現するためには、国と地方
がこれまで以上に連携・協力して、地域における内需振興や投資、消費、雇用の
拡大に向けて強力な地域経済対策を講じ、早急に取り組む必要がある。
我々地方は、それぞれの実情に応じた独自の産業政策を展開しており、今後
とも地域経済の活性化や雇用対策、人づくりに全力で取り組んでいく所存である。
一方、国においては、大胆な規制改革、地域の実情に応じてきめ細かな対応
も可能となる支援制度の拡充・新設等の財政措置、税制の優遇措置等、国全体の
活力が強化される大胆な施策を講じて、地域間格差の是正や多様性と活力に満ち
溢れた地域の創出に取り組むべきである。
人口減少を克服し、地域経済の好循環を確立するためには、地方の取組を最
大限尊重しながら国と地方が両輪となって取り組んで行かなければならない。
ついては、国において、次の事項を講じ、地方の取組を伴走支援するよう求
める。
１ 英国のＥＵ離脱問題がもたらす地域経済への影響の回避について
（１）過度な円高の是正に向けた取組
政府・日銀は、過度な円高が日本経済だけでなく地域経済にも大きな影響
を与えることに鑑み、為替をはじめとする金融市場動向を注視しながら、必
要な時に必要な対策を思い切って実施すること。
（２）金融市場動向等に関する情報収集と地域への情報提供
英国のＥＵ離脱の動きを受けた世界の金融市場の動向や日本経済への影響
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などについて、政府は継続的に情報の収集と分析を行うとともに、地域の不
安を取り除くためにも、分析結果も含め、地方に定期的に情報提供すること。
（３）地域経済への影響を回避するために必要な対策の実施
政府は、収集した情報と分析結果を踏まえ、財政出動も含め、中小企業等
の資金繰り対策の充実や海外展開の取組に対する支援の拡充、観光関連産業
への影響緩和対策の実施など、必要な対策を迅速に措置し、実行すること。
２ 対日直接投資の更なる促進について
我が国の持続的な成長を実現するには、対日投資を促進させ、イノベーシ
ョンによる新たな産業の創出や世界から優れた技術や人材・資金等を受け入
れていくことが不可欠である。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催を日本への国際的
な注目が一層高まる好機と捉え、日本に関心を持つ海外の企業の情報を自治
体へ切れ目なくつなぐシステムを構築する観点から、外国企業と中小企業と
のマッチング、投資案件の発掘、人材斡旋等の機能を担い、地域への直接投
資誘致の際の司令塔となるべき国内拠点を全国のブロックごとに設置するな
ど誘致体制を強化し、対日直接投資促進のための財政支援措置を講じるなど、
外国企業の地域への進出を国と地方自治体が一体となって総合的に支援する
仕組みを構築すること。
３ 働き方改革と雇用の創出について
（１） すべての人が働きやすい環境の整備
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、
地域経済再生の核となる若者・女性・障害者・高齢者など、すべての人が働
きやすく、働き続けられる環境を整備するため、子育て・介護支援の取組や
障害者・高齢者の雇用促進のための取組への支援を充実し、非正規雇用労働
者の待遇改善、最低賃金の引き上げや都市部と地方の地域間格差是正などの
施策を更に進めること。
また、ワークライフバランスの実現を図るため、労働者の健康と生活に配
慮されるよう長時間労働の解消などに向けた取組みを一層進めること。
（２）農林水産業や観光関連産業等における担い手の育成・確保
農林水産業や観光関連産業など様々な分野において、担い手の育成・確保
に向けた地方の取組を支援する施策を充実すること。
（３）産業振興と一体となった良質で安定的な雇用の創出
地方においては未だ雇用環境が改善していないところもあることを踏ま
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え、戦略産業雇用創造プロジェクトの継続及び拡充など産業振興と一体と
なった良質で安定的な雇用の創出に確実に繋がる取組を行うこと。
４ 地域経済を支える中小企業・小規模事業者の振興対策について
（１）資金繰り対策
人口の減少に伴う需要の減退や人手不足による人件費の高騰のほか、中国
をはじめとするアジア新興国などの景気の下振れによる下押しリスクなど、
厳しい経営環境にある中小企業の実態を踏まえ、中小企業の資金繰りに支障
を来さないよう対策を講じるとともに、経営が悪化した企業に対する金融の
セーフティネットに万全を期すこと。
（２）賃上げに向けた価格転嫁対策の強化
地方の中小企業にも賃上げが波及し、地域経済の好循環が実現するため
には、「経済の好循環実現に向けた政労使会議（平成 26 年 12 月開催）」に
おける合意の趣旨を全国に浸透させ、中小企業が取引先大手企業に対して適
切な価格転嫁ができるよう強力に指導するとともに、下請代金法に基づく監
視・取締りを強化して、正当な理由なく転嫁を拒む企業に対しては厳正に対
処すること。
（３）専門的な人材の地方への呼び込み
都市圏の大企業等のプロフェッショナル人材が、地方の中堅・中小企業の
事業経営に参画する取組については、一定程度の期間、継続的に取り組むこ
とが必要であることから、引き続き必要な財源を確保すること。
また、地方企業が東京圏在住者に対して情報提供や相談対応ができる場や
人材獲得に係るコストの低減につながるサテライト採用面接会場の設置など、
マッチングのための環境を充実させる施策を講じること。
（４）ものづくり中小企業の輸出促進も含めた海外展開の支援
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。
（５）商店街の活性化と空き店舗対策
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、包括的かつ抜本的
な対策を実施すること。
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（６）地域イノベーションの創出と第 4 次産業革命への対応
新たな産業と雇用の場の創出のため、地域の大学、企業、産業支援機関、
自治体の連携を強化し、食・健康・医療・環境・エネルギーなどの分野にお
ける社会的ニーズを的確に捉え、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。
また、IT を活用した生産性向上、経営基盤強化、新商品開発等に取り組
む中小企業・小規模事業者への支援を充実すること。
５ 地域社会の基盤となる農林水産業の振興について
（１） 強い農業と活力ある農村の実現
「地方創生」の中核となる強い農業と活力ある農村の実現に向け、農地中
間管理機構の機能強化により農地集積・耕作放棄地解消を推進し、農業の生
産性の向上や高付加価値化による競争力強化を図るとともに、大規模災害や
農業水利施設の老朽化等に適切に対応するための農業農村整備事業について、
国の財政的支援を充実させること。
（２）水産業及び林業の基盤整備の推進
安全で安定した水産物の供給体制の確立、漁港施設の防災・減災対策及び
老朽化対策を進める水産基盤整備や、森林の多面的機能を持続的に発揮させ
るための森林整備などを計画的かつ着実に推進すること。
（３）安定した農林水産業経営の確立
生産資材の価格変動や販売価格の下落に左右されない安定した農林水産業
経営の確立に向け、資材の効率的な利用・低コスト化に向けた取組への支援、
経営所得安定対策等の安定的・継続的な仕組の構築とともに、万全なセーフ
ティネットとなる収入保険制度の創設や漁業経営セーフティネット構築事業
の拡充など、農林漁業者の経営安定を図る支援の充実・強化を図ること。
（４）農林水産業における所得向上と成長産業化
就業者の確保、経営感覚に優れた人材の育成、他産業との連携や６次産業
化の推進等、農林水産業における所得の向上と成長産業への飛躍に必要な対
策を強力に推進すること。

（５）産業動物獣医師等の確保
鳥インフルエンザ対策等、安全・安心の取組を支える産業動物獣医師等の
十分な確保に向けて必要な取組を図ること。
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（６）輸出の円滑化に向けた環境整備
食の安全性に関する積極的な情報発信や、原発事故に伴う輸入規制措置の
撤廃の実現に向けた諸外国との交渉の強力な推進、日本の食文化の普及促進
とともに、国際的な輸送拠点となる港湾・航空物流体制の充実強化をはじ
め、産地から海外に向けた鮮度保持流通の技術開発、システム開発への支援
など、円滑な物流網の整備促進を行うこと。
（７）競争力向上による輸出促進
相手先国の衛生管理基準等への対応の促進や日本発の国際的に通用する規
格・認証の仕組みを構築するとともに、お土産やハラール、ベジタリアンな
ど多様なニーズに対応した食の提供体制整備などへの支援や、高品質な農林
水産物の生産、農林水産品の生産コストの低減、加工食品の低コスト生産技
術の試験研究・開発の促進など、価格競争力の向上による輸出促進などを進
めること。
６ ＴＰＰ協定に関する万全の対応について
（１）ＴＰＰ協定に関する丁寧な説明と影響等の継続的な把握
ＴＰＰ協定は、農林水産物の生産額の減少や担い手の生産意欲の減退など
が懸念されるとともに、その影響は相当な長期に及ぶことから、農林漁業者
や地域の方々の不安や懸念を払拭するため、国においては、地域の実情を踏
まえた丁寧な説明を行うとともに、国内への影響等について継続的な把握を
行うこと。
（２）「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」の確実な実行
農林漁業者が意欲を持って経営に取り組み、農林水産業が持続的に発展
していくことができるよう、本年秋を目途にとりまとめられる農林水産業
の成長産業化を一層進めるために必要な戦略等に基づく各般の施策の推進
も含めて、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に掲げる内容を確実に実行す
るとともに、地域の実情に応じて柔軟な政策対応が可能となるよう、基金
など弾力的な執行が可能となる仕組みの構築も含め万全の措置を講じるこ
と。
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・子育て・介護支援、障害者・高齢者の雇用促進、
非正規労働者の待遇改善、最低賃金引き上げ、
長時間労働解消
・農業や観光等地域基幹産業の担い手育成・確保、
産業振興と一体化した雇用創出

３ 働き方改革と雇用の創出

・地域への投資誘致の司令塔的機能を有する
国内拠点のブロック別設置

２ 対日直接投資の更なる促進

・金融市場安定化策、市場の情報収集・分析、
地域への提供
・中小企業の資金繰り支援、海外展開支援、
観光産業への影響緩和

１ 英国のＥＵ離脱問題がもたらす地域経済
への影響回避

・丁寧な説明と影響の継続把握
・政策大綱の確実な実行と万全の措置

６ TPP協定に関する万全の対応

・農地集積推進、競争力強化、防災・減災対策
・経営安定化、６次産業化
・輸出促進のための情報発信、外国輸入規制措置の撤廃、
輸送拠点整備、技術開発等

５ 地域社会の基盤となる農林水産業の振興

・経営支援、適切な価格転嫁、
プロフェッショナル人材の地方への呼び込み
・ものづくり企業の輸出促進、商店街活性化、空き店舗解消
・産学官連携の研究開発、ITの活用

４ 地域経済を支える中小企業・小規模事業者
の振興対策

リスクに備えつつ、地域経済の好循環を確立させるための提言6項目

【日本経済全体の状況】
雇用情勢が改善する一方、個人消費や設備投資といった民需は力強さを欠いた状況。
【地域経済の状況】
人手不足の問題、中小企業におけるアベノミクスの恩恵の実感不足 等。
【今般発生した懸念材料】
英国のＥＵ離脱問題を端緒とした円高等が及ぼす輸出関連企業や地域経済への影響。

地域経済の好循環に向けた緊急提言 〔概要〕

１５ 参議院選挙における合区の解消に関する決議
日本国憲法が昭和 21 年 11 月３日に公布されて以来、今日に至るまでの 70
年間、二院制を採る我が国において、参議院は一貫して都道府県単位で代表
を選出し、地方の声を国政に届ける役割を果たしてきた。
去る７月 10 日に憲政史上初の合区による選挙が実施されたが、意思形成を
図る上での都道府県が果たしてきた役割を考えたときに、都道府県ごとに集
約された意思が参議院を通じて国政に届けられなくなるのは非常に問題であ
る。
また、投票率の低下や選挙区において自県を代表する議員が出せないこと
など、合区を起因とした弊害が顕在化しており、合区解消を求める声が大き
なものとなっている。
我が国が直面する急激な人口減少問題をはじめ、この国のあり方を考えて
いく上でも、多様な地方の意見が、国政の中で、しっかりと反映される必要
がある。
今回の合区による選挙はあくまで緊急避難措置として、公職選挙法の附則
において、抜本的な見直しが規定されていることもあり、合区を早急に解消
させる対応が図られるよう求める。また、同時に将来を見据え、最高裁の判
例を踏まえ憲法改正についても議論すべきと考える。
なお、この決議に対しては、一部反対意見（大阪府）及び慎重意見（愛知
県）があったことを申し添える。
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16 スポーツ・文化・観光振興施策についての緊急提言
今夏、ブラジルで開催されるリオディジャネイロオリンピックの次は、い
よいよ東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会である。そして、そ
のための準備期間はもう４年しかなく、オリンピック本番に向けた準備・検
討は待ったなしの状況である。
そこで、スポーツ・文化・観光振興施策について、以下の事項を緊急に提
言する。

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

○

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の追加競技・種目を
地方で開催すること。
○ 和文化の象徴「きもの」や各地の神話やアイヌ文化などの伝統芸能、
地域の祭り、歴史的文化財等を大会開会式等に採用すること。
○ 障害者文化芸術振興活動を文化プログラムに位置づけること。
○ 大会施設の木質化等により、日本の｢木の文化｣を世界に発信すること。
○ 大会関係者等への地域の食材・特産品等の提供などにより、日本の「食
文化」を世界に発信すること。
○ 東日本大震災等からの復興と今後の発展に資する大会となるよう取り
組むこと。

２

スポーツ・文化施策への十分な財政措置等について

○

地方が行う公立スポーツ・文化施設の機能向上や建替等に係る特別な
地方債の発行とその償還に対し交付税措置を講じること。
○ 宝くじの活用などにより、文化プログラムの実施財源を確保すること。
○ 施設整備も含め、国が地方の資源を活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。
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【地方におけるスポーツ振興財源】
【地方におけるスポーツ振興財源】出典：
「(総務省)地方財政統計年報」から文科省作成
地方財政統計年報」から文科省作成

【地方の芸術文化経費の推移】出典：「地方における文化行政の現状について」（H25 文化庁）
【地方の芸術文化経費の推移】出典：

地方におけるスポーツ・文化
予算の強化が必要

- 102 -

３

急増する訪日外国人旅行者の取込み等による一層の観光推進

○

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税財
源を確保すること。
○ 入国管理機能拡充など地方空港等の機能強化措置を行うこと
入国管理機能拡充など
措置を行うこと。
○ 整備新幹線や高速道路などの高速交通網の活用・整備によ
整備新幹線や高速道路などの高速交通網の活用・整備により｢地方創生
回廊｣を完備すること
すること。
○ 二次交通の確保など、旅行者の移動手段の確保について措置すること
二次交通の確保など
について措置すること。
○ 地方の多様な観光資源をつなぐ広域観光周遊ルートを
地方の多様な観光資源をつなぐ広域観光周遊ルートを形成すること。

【訪日外国人旅行者数の推移（推計）
の推移（推計）】出典：
】出典：「明日の日本を支える観光ビジョン」
（明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）

- 103 -

１７

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。
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
実に直面しているが、持てる「宝」を磨き、スポーツ・文化・観光の力を生かし、さらに
これらの力を融合させた地方創生の動きを加速しようとしている。
このような中、この３月には、スポーツ庁、文化庁、観光庁が包括連携協定を締結し、
スポーツ・文化の資源融合による観光地域の魅力向上等に取り組み始めており、また、６
月には「日本再興戦略 2016」や「ニッポン一億総活躍プラン」において「スポーツの成長
産業化」や「観光の基幹産業化」を打ち出したところである。
地方は、今こそ立ち上がり、スポーツ・文化・観光の「人と人、心と心を結ぶ力」のも
と互いに連携し、世界の活力を取り込み、未来を切り拓いていく覚悟である。
また、今後数年の内に、スポーツ・文化・観光の融合を象徴する東京 2020 オリンピック・
パラリンピック競技大会やラグビーワールドカップ 2019、関西ワールドマスターズゲーム
ズ 2021 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)追加種目の地方開催等、地方が国際大会に貢献するための取組支援
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の追加競技・種目に提案した５競技
１８種目については、震災被災地をはじめ地方での開催を検討すること。
また、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、大会の成功
に向けた国民的気運の醸成のため、全国の都道府県が参加できる聖火リレーの実現につ
いて検討すること。
さらに、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。
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(2)文化プログラムの成功に向けた取組支援
今年１０月に開催される「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」に向け、本フォ
ーラムの開催及びその趣旨を幅広く周知し理解を得るとともに、公式サイドイベントの
充実等を図ること。
また、 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムにおいて
は、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、国民文化祭の新たな展開など、地方における文化芸術活動の取組に対する支援の充
実・強化を図ること。
さらに、文化プログラムへの取組を一過性のイベントとしないよう、2020 年以降にそ
の成果を生かすことができるプログラム等に対する重点的支援を検討すること。
(3)大会における多様な日本文化・地方文化等のアピール
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、
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場を創設すること。
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、ＣＬＴ等の木質素材を率先し
て利用し、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
る食材については、安心・安全はもとより、広く全国の農林水産物が使用される基準を
採用すること。
(4)「ラグビーワールドカップ 2019」及び「関西ワールドマスターズゲームズ 2021」の開
催に対する支援
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、国際交流等に寄与する
「ラグビーワールドカップ 2019」の開催を支援するとともに、国民のスポーツへの関心
を高め、地域活性化にも資する事前合宿等を円滑に招致できるよう、地方公共団体への
積極的な情報提供を行うこと。
「関西ワールドマスターズゲームズ 2021」開催に向け東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会との相乗効果を高める積極的な広報活動の展開など、国内外で気運
醸成や、これを契機とした生涯スポーツの振興に向けた取組を推進すること。
(5) 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の開催を、外国人観光客の全国各地
への誘導、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
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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
高度経済成長期に整備した公立スポーツ・文化施設が老朽化し、建替に関する需要が
高まっていることから、スポーツ・文化の振興のため、地方が実情に応じて実施する、
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、特別な地方債の
発行とその元利償還金に対する交付税措置など、新たな財政支援制度を創設するととも
に、既存制度の弾力的な運用を図ること。
また、地方が文化資源を最大限に生かした主体的な文化プログラムに取り組めるよう、
宝くじを活用した新たな財源の確保などについて検討すること。
このほか、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
地方における選手強化、指導者の育成、障害者スポーツの推進などに対する支援を強
化するとともに、ライフステージに応じた生涯スポーツの充実等について検討すること。
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など、官民が連携し、地方が政策分
野を横断して行う取組を関係省庁が連携して支援すること。
さらに、地域の特性を活かし、スポーツを「する」だけでなく、「見る」、「支える」
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・文化的景観など、有形無形の文化財等の地域資源を活用し、
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コミュニティ再生や観光・産業の振興を図る取組や、国際的な芸術祭の開催など、地方
における文化芸術活動の取組への支援を充実・強化するとともに、文化芸術を創造し、
結びつけ、広げることのできる人材の育成や雇用機会確保のための支援に努めること。
また、高齢者や障害者等の多様な人々が様々な場で創造・鑑賞活動に参加できる取組
の推進や、子どもたちへの文化芸術活動教育の充実・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るため、地方の実情に十分配慮しながら
スポーツ施設の収益性の向上やスポーツ経営人材の育成、ＩＣＴ、健康・観光等の地域
産業との融合を図る先駆的な取組に対する支援措置を講じること。
また、文化芸術資源を活用した経済活性化を図るため、地方の文化芸術活動や産学官
連携を支える専門人材を育成するとともに、文化芸術産業育成のための政策ロードマッ
プを作成すること。さらに、文化財等を中核とする多様な「稼ぎ方」を可能とする観光
拠点を全国に整備するとともに、そのネットワーク化を進めること。

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）などの受入体制の整備・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の設置や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ＬＡＮの整備促進や規格の
統一、宿泊施設・文化施設等の観光施設へのクレジットカード・ＩＣカードの利用拡大、
免税店の拡大、災害時の情報伝達など緊急時の対応、人材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、整備新幹線や高速道路
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、訪日クルーズ旅客の受入拡充、交通系ＩＣカードのさらなる利用拡大と利便性の
向上、公共交通の利用を促進し、二次交通の維持確保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
立の支援や、ＤＭＯが自主的かつ安定的な財源を確保できる制度を創設すること。
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おけるＤ
ＭＯの形成・確立の支援に当たっては、地方創生の観点から十分に考慮すること。
また、各地域が魅力ある観光コンテンツやおもてなしを用意できるよう、滞在型観光
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及び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うした地方の取組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観光客が大幅
に減少している九州地方へ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ため、外国人観光客のニーズの高い日本家屋など
の空き家活用による多様な宿泊サービスの提供等のための観光関係規制・制度を地域の
宿泊需給の状況や利用者及び地域住民の安心・安全の確保、その他地域の実情に十分配
慮した上で見直し、宿泊需要の地方分散を進めるとともに、観光産業人材の育成、ＭＩ
ＣＥ誘致の促進等を強力に推進すること。
特に、観光を地方創生につなげていくために、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税財源を確保すること。
また、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、グリーンツーリズム
やスポーツツーリズムなど新たな観光開発等を積極的に支援するとともに、温泉街や観
光地などエリアを一体的に再生する「観光地再生・活性化ファンド（仮称）」を全国的
に展開できる体制の整備を検討すること。
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全国各地の「スポーツ」と「観光」の融合・連携による主な取組事例
関東ブロック

北海道・東北ブロック
○若者が参加した「岩手発・超人スポーツ」の取組【岩手県】
→「人間拡張工学」に基づき、人間の能力をテクノロジーを
用いて拡張し競技することで、年齢や身体能力、障がい
の有無等にかかわらず、誰もが楽しむことができる可能
性を秘めた新たなスポーツ。
いわて若者文化祭や国体とも連携して発信。
（バブルジャンパー・キャリオットなど）

○県境の稜線100kmを活用したロングトレイル【群馬県】
○県内全市町を舞台にした国際公認自転車レース
「ツール・ド・とちぎ」の開催【栃木県】
○水郷筑波サイクリング環境整備【茨城県】
→筑波山・霞ヶ浦などを核とした日本一のサイクリング環境
の整備
○ちばアクアラインマラソン【千葉県】
→あらゆる人がする・みる・ささえる大会運営とともに、千葉
の魅力を発信
○KANAGAWA事前キャンプガイドの作成、
県観光魅力創造協議会の設置【神奈川県】
→東京オリパラ等に向けた取組として
○スノーリゾート信州プロモーション、
スポーツによる元気な信州包括連営協定【長野県】
→官民一体となったスポーツ＋観光の取組

近畿ブロック
○世界遺産の社寺等をめぐる奈良マラソン【奈良県】
→社寺や平城宮跡の朱雀門などがコース
○歴史上初の天覧相撲の地を生かした取組【奈良県】
→相撲発祥の地奈良体験ツアー、相撲部屋との交流イベ
ント など
○神戸マラソン・シリーズイベント【兵庫県】
→10月～11月20日（マラソン当日）にかけて、開催機運
の醸成に寄与するシリーズイベントを公募・認定。
○KANSAI国際観光YEAR【関西広域連合】
→「KANSAI」ブランドを官民連携で発信し、訪問外国人客
の増加を図る。2016年は、「関西のスポーツ観光」が
テーマ。

東海・北陸ブロック
○富山湾岸サイクリング環境の充実【富山県】
→世界で最も美しい湾クラブへの加盟を契機として、湾岸
及び田園サイクリングコースの整備、サイクリングイベント
の開催 など
○あいちスポーツコミッション【愛知県】
→世界規模のスポーツ大会の招致と地域の魅力発信

全国各地の「スポーツ」と「観光」の融合・連携による主な取組事例
中国ブロック

四国ブロック

○せとうち観光推進機構の取組＜再掲＞
【兵庫/岡山/広島/山口/徳島/香川/愛媛】
→瀬戸内ブランドの牽引役として一貫したプロモーション展
開、アート・食などの魅力を生かしたプロダクト開発、周遊
ルート「せとうち・海の道」の形成 など
○「サイクル県やまぐち」の推進【山口県】
→サイクル県やまぐちプロジェクト～やまぐち自転車旅～を
開始。県庁構内で行うスピードレース等のシンボルイベン
トを開催するほか、サイクルエイド・ステーションの整備等
による交流人口の拡大。

○ドイツのホストタウンを生かした交流【徳島県】
→キャンプ誘致のほか、阿波踊り・阿波藍などを生かした
交流
○サイクリング・パラダイスえひめ 【愛媛県】
→しまなみ海道をサイクリストの聖地としてPR。サイクルオ
アシスの整備、二次交通支援などサイクリストの受入体
制の整備
○豊かな自然を生かしたスポーツツーリズム【高知県】
→四万十川沿い等の自然を生かしたトライアスロンやラン
など

九州・沖縄ブロック
○スポーツツーリズムの推進【大分県】
→玖珠九重地域の冷涼な気候や温泉等の地域資源を
生かしたスポーツツーリズムの推進、合宿誘致 など

○スポーツツーリズムの推進【沖縄県】
→観光の閑散期においても実施可能なスポーツイベントに
かかるモデル事業への支援 など

○スポーツランドみやざきの推進【宮崎県】
→温暖な気候や恵まれた食文化等を生かし、アスリートファーストの
視点から、医療や栄養面も考慮したプロスポーツ等のキャンプ・合宿
を誘致し、観光誘客につなげるスポーツランドみやざきづくり

地元での交流事業
各国のキャンプ・事前合宿の誘致
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マリンスポーツのPR

全国各地の「文化」と「観光」の融合・連携による主な取組事例
北海道・東北ブロック

関東ブロック

○ポップカルチャーを活用した海外情報発信【青森県】
→知名度の高い人物を活用した拡散されやすい短編動画
の作成・発信 など
○「いわてまんがプロジェクト」【岩手県】
→“コミックいわて”シリーズの発刊、マンガ大賞コンテスト
マンガ・アニメの舞台への聖地巡礼 など
○いわて若者文化祭【岩手県】
→文化芸術分野を中心に若者の活躍・交流を支援する
イベントの開催 など
○「未来に伝える山形の宝」登録制度【山形県】
→共通テーマで結びついた複数の文化財の保存と地域に
おける活用が一体となった取組を登録・発信 など

東海・北陸ブロック

○上毛かるたを活用した地域・観光振興【群馬県】
→群馬県の特徴が読み込まれたかるたの活用
○地域版DMO「富岡製糸場を核としたまちづくり」【群馬県】
○「とちぎの百様」を活用した地域振興【栃木県】
○KENPOKU ART2016茨城県芸術祭【茨城県】
→県北６地域におけるアートを活用した国際的芸術祭
○ご当地アニメを活かした観光振興【埼玉県】
→「アニメだ！埼玉～埼玉まるごとアニ玉祭～」の開催、ア
ニメ検定の実施、聖地横断鉄道スタンプラリー など
○マグカル（マグネットカルチャー）事業【神奈川県】
→神奈川の文化・芸術の魅力で、マグネットのように人々
を引き付け、街に魅力と賑わいをもたらす
○美術館・博物館数全国一を活かしたまちづくり【長野県】
→豊富な芸術文化施設と、文化財・伝統芸能等の連携に
よる観光振興 など

近畿ブロック

○TOGA国際芸術村を活用した地域活性化【富山県】
→演劇の聖地である利賀芸術公園を核に、舞台芸術の創
造・発信、人材育成 など （構造改革特区認定）
○いしかわが誇る文化の磨き上げと発信【石川県】
→兼六園周辺文化の森活性化、加賀百万石の伝統芸能
継承・発展、新たな音楽文化振興（OEK等） など
○日本遺産「灯り舞う半島 能登～熱狂のキリコ祭り」
【石川県】
→キリコ祭りの維持・継承と観光誘客による地域活性化
○あいち山車祭り日本一協議会【愛知県】
○忍者や海女の文化を活かした観光振興【三重県】

○地域の元気創造・暮らしアート事業【滋賀県】
→ＢＩＷＡＫＯビエンナーレ（国際芸術祭）、風と土の工藝な
ど、文化・資源・歴史等を活かした「美の滋賀」づくり
○奈良県芸術家村の整備【奈良県】
→奈良の強みである歴史文化資源の最大限の活用を目
指し、保存・修復のみならず、観光・産業等幅広い分野と
の連携による発信・交流拠点として整備
○せとうち観光推進機構の取組
【兵庫/岡山/広島/山口/徳島/香川/愛媛】
→瀬戸内ブランドの牽引役として一貫したプロモーション展
開、アート・食などの魅力を生かしたプロダクト開発 など

全国各地の「文化」と「観光」の融合・連携による主な取組事例
中国ブロック

四国ブロック

○瀬戸内国際芸術祭との連携・廻遊【岡山県】
→県内外の現代アート作家の招聘による制作展示を実施
○古代歴史文化を活用した情報発信等【島根県】
→記紀ゆかりの他県と取組む“古代歴史文化賞”を通じた
情報発信、首都圏等での講座開催 など
○せとうち観光推進機構の取組
【兵庫/岡山/広島/山口/徳島/香川/愛媛】
→瀬戸内ブランドの牽引役として一貫したプロモーション展
開、アート・食などの魅力を生かしたプロダクト開発、周遊
ルート「せとうち・海の道」の形成 など
○歴史・文化資源、文化財等を生かした観光振興【山口県】
→美術館活性化、維新史や文学者の情報収集・発信、世
界文化遺産「萩城下町」、萩焼 など

九州・沖縄ブロック

○「阿波踊り」文化を活用した様々な取組【徳島県】
→阿波踊りの通年化に向けて様々なイベントへの取り入れ、
国内外への派遣や自然・食・LED・アニメとあわせて発信
○「マチを遊び尽くす」をコンセプトとしたアニメイベント
【徳島県】
→アニメを介して自然・景観・人情などを感じ
観光してもらう取組
○現代アートによる地域活性化「瀬戸内国際芸術祭」の取組
【香川県】
○「志国高知 幕末維新博」に向けた取組【高知県】
→大政奉還150年、明治維新150年の節目を生かした博
覧会の開催による歴史資源と食や自然などの一体的発
信による観光振興

［その他］
スポーツ・文化・観光を一体的に推進するための体制整備
○秋田県：観光文化スポーツ部

○アートによる地域情報発信・観光誘客【大分県】
→別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」や国東
半島芸術祭、大分県立美術館の新規開業とディスティ
ネーションキャンペーンとの連携 など

（観光戦略課・同あきたビジョン室・観光振興課・
秋田うまいもの販売課・交通政策課・文化振興課・
スポーツ振興課）

○伝統芸能等の多様な沖縄文化の発信【沖縄県】
→沖縄の特色ある伝統芸能に代表される多様で豊かな文
化資源を活用した新たな観光コンテンツの
創設と観光誘客

○山口県：観光スポーツ文化部
（観光政策課・観光プロジェクト推進室・交通政策課・
国際課・スポーツ推進課・文化振興課・県史編さん室）

○沖縄県：文化観光スポーツ部
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（観光政策課・ 観光振興課・文化振興課・
スポーツ振興課・観光整備課・交流推進課・空手振興課）

18 「マイナンバー制度」における国・地方の情報連携に向けた要請

「マイナンバー制度」は、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実
現するための「国の社会基盤」であり、本年１月から、マイナンバーの利用、マ
イナンバーカードの交付が始まったところである。
マイナンバー制度は、平成 29 年から、国の行政機関相互、さらには、国と地方
公共団体や地方公共団体相互で情報連携が開始される予定となっており、制度の
効果をさらに高めるため、いよいよ重要な局面を迎えることになる。
現在、「情報提供ネットワークシステム」を使用した情報連携に向け、国及び
地方で、接続に向けた準備が進められているところであり、マイナンバー制度の
根幹である情報連携が、「安全かつ安心な仕組み」として、確実に実現できるよ
う、全国知事会として、次のとおり要請する。

〇

情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携においては、税や社会保
障等に関する、膨大な国民の特定個人情報のやりとりが行われるものであり、
国の関係省庁も多岐にわたることから、国において、障害発生時に迅速に原因
究明や復旧ができるよう、全体を俯瞰することができる責任者の設置をはじめ、
責任体制の明確化及び地方への支援体制の強化を図ること。

○

国と地方公共団体や地方公共団体相互において、平成 29 年から安全かつ円
滑な情報連携が行われるよう、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。

○

情報連携に向けた「総合運用テスト」の実施に関しては、国において情報を
一元化し、地方に対して、迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、テストに
必要な仕様書を作成するなど、円滑なテストの実施を支援すること。
また、テストの実施に要する経費については、国が全額負担し、地方に新た
な経費負担が生じることのないようにすること。
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１９ 暴力団のない安全で安心なまちづくりに関する決議
安全で安心して暮らせるまちづくりは、経済・社会の発展の基盤であり、４年
後の平成３２年（２０２０年）に開催されるオリンピック・パラリンピック東京
大会は、日本の良好な治安を世界にアピールする絶好の機会となります。
こうした中で、人々の安全な暮らしの大きな脅威となっている暴力団による対
立抗争や一般人を狙った凶悪事件は断じて許すことはできません。
これまで、全国知事会は、各省庁が所管する許認可について、条例委任や法改
正による暴力団排除規定の追加を提案してきました。
その結果、建設業の許可など多くの法令に暴力団排除規定が整備され、各都道
府県がそれらに基づき、暴力団の排除にしっかり取り組んでいるところです。
また、福岡県を皮切りとして、全ての都道府県において暴力団排除条例が制定
され、暴力団の不当な影響を排除する措置が強化されています。
暴力団のない安全なまちを実現するためには、引き続き、暴力団の人的・経済
的基盤を弱体化させていくことが必要です。
警察による取締りが強化され、公共工事や許認可などあらゆる行政分野からの
暴力団排除が進み、社会全体として暴力団排除の機運が高まっていることから、
現在、暴力団を離脱する組員が増加しています。これらの元組員が暴力団へ再加
入しないためにも、離脱者の社会復帰対策が課題となっています。
また、全国で問題となっている特殊詐欺は、暴力団の資金源となっているとも
言われており、厳しい取締りに加え、自治体、地域、事業者が一体となって、被
害の防止対策を強化していくことが暴力団の経済的基盤を弱めることになります。
暴力団の排除は、ひとつの都道府県で達成できるものではありません。
このため、全国知事会は、暴力団のない安全で安心して暮らせるまちづくりの
実現に向け、以下のことを決議する。

１ 公共工事や許認可などあらゆる行政分野から暴力団を排除する
２

特殊詐欺の防止や脱税行為などの取締りなどにより、暴力団の資金源を徹底
的に断つ

３ 暴力団から離脱した者に対する社会復帰対策の強化に国とともに取り組む
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≪政策要望≫

【農林水産関係】
１

ＴＰＰ協定について

（１）ＴＰＰ協定は、農林水産物の生産額の減少や担い手の生産意欲の減退などが懸
念されるとともに、その影響は相当な長期に及ぶことから、農林漁業者や地域の
方々の不安や懸念を払拭するため、国においては、地域の実情を踏まえた丁寧な
説明を行うとともに、国内への影響等について継続的な把握を行うこと。
（２）農林漁業者が意欲を持って経営に取り組み、農林水産業が持続的に発展してい
くことができるよう、本年秋を目途にとりまとめられる農林水産業の成長産業化
を一層進めるために必要な戦略等に基づく各般の施策の推進も含めて、「総合的
なＴＰＰ関連政策大綱」に掲げる内容を確実に実行するとともに、地域の実情に
応じて柔軟な政策対応が可能となるよう、基金など弾力的な執行が可能となる仕
組みの構築も含め万全な措置を講じること。

２

農業の振興について

（１）「食料・農業・農村基本計画」の推進に当たっては、自然条件や農業実態など
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。
併せて、平成２７年１１月に決定した「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」との整
合を図ること。
（２）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。
しかし、これらの事業の予算は十分でないことから事業の計画的かつ着実な推
進に必要な予算を安定的に確保するとともに、防災・減災対策については国庫補
助率の嵩上げなど地元負担の軽減に資する措置を講じること。
さらに、地域の要望に基づくきめ細や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
の導入や、耕作放棄地の再生など、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。
（３）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
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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、検討を行っている収入保険の導入については、災害や農業情勢等による
収量や販売価格の低下のほか、生産資材費の高騰などにも対応するなど、経営を
支える万全なセーフティネットとするとともに、加入を希望する農業者が加入し
やすい制度を構築すること。
（４）稲作農家の所得を確保し経営の安定を図るため、米政策の見直しに当たっては、
実効性のある需給調整の仕組みの構築や、農業経営者の自らの経営判断を活かせ
る環境整備を一層推進するとともに、生産現場が混乱しないよう、具体的な内容
等を早期に明らかとすること。
また、食料自給率の向上を図るため、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戦略作物助成や産地交付金の予算を安定的に確
保すること。
（５）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、事務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。
（６）青年就農給付金の支給を長期に継続できるよう、必要な予算を十分に確保する
とともに、新規就農者の就農意欲の喚起と定着を図るための支援策を充実させる
こと。
また、農業研修生を受け入れる農家等に対し、その活動に見合う支援策を創設
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、持続的な担い手
づくりに努めること。
（７）農地中間管理事業については、関係予算を十分確保するとともに、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とともに、地方に新たな財政負担を生じさせ
ないこと。
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。
（８）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
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応するため、国において加工食品の原料原産地表示対象品目の拡大及び輸入食品
の検疫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
・食育及び地産地消運動の推進
・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
（９） 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。
（１０）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の中長期的な継続と必要な予算を確保する
こと。
（１１）口蹄疫や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
防止や特定家畜伝染病における疑似患畜確定前の防疫措置等について、以下のと
おり支援制度を強化・拡充すること。
・口蹄疫については、新たな発生に備えて迅速で簡易な検査方法を確立すること。
また、発生した場合の感染経路の速やかな解明、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。
・家畜の処分については、埋却が困難な場合や耕作放棄地及び農地以外が埋却地
の対象となる場合もあるため、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を行うことに加え、処分し
た大型家畜を処理装置の設置場所までウイルスを封じ込めた状態で安全に輸送
するために必要な防疫資材の配備を支援すること。
・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、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、動物検疫所の機能強化を図ること。
（１２）畜産・酪農の収益力強化に向けて省力化機械の整備等による生産コストの削
減や品質向上など収益力・生産基盤の強化を図るため、畜産クラスター事業の中
長期的な継続と補助対象の拡充及び必要な予算を確保すること。
（１３）産業動物診療、家畜衛生及び公衆衛生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。
また、獣医師の業務を的確に補助する動物看護師を必要とすることから、その
知識、技術の高位平準化を図るための教育制度及び国家資格制度を整備すること。
（１４）野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に拡大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及び地域が取り組む緊急的な捕獲活動や侵入防止柵
の整備等に対する支援、簡易で効率的な捕獲方法の研究、捕獲の担い手確保、捕
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獲鳥獣の利活用の推進等、鳥獣被害防止対策の更なる拡充と継続を図ること。
特に、緊急的な捕獲活動と侵入防止柵の整備に対する支援は、被害防止を図っ
ていく上で必要不可欠であることから、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すること。
（１５）今後の国際貿易交渉に当たっては、「多様な農業の共存」を基本理念とした日
本提案の実現を目指すこれまでの基本方針を堅持し、我が国農林水産物における重
要品目の再生産が引き続き可能となるよう、食の安全・安定供給、食料自給率の向
上、国内農林水産業・農山漁村の振興などを損なわないよう対応すること。
（１６）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。
・放射性物質により汚染された土壌・水等の除染を迅速に行うこと。
・放射性物質に汚染された農地の除染対策について、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。
・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。
（１７）日本の農林水産物・食品の輸出拡大を推進するため、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、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。
（１８）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。
（１９）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。
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特に、燃油価格高騰緊急対策については、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。
（２０）農林水産業の６次産業化を着実に推進するため、「６次産業化ネットワーク
活動交付金」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。また、農林漁業者だけで行う加工・販売の取組についても対象とする
など、地域の実情に合わせた活用ができるようにすること。
（２１）指定生乳生産者団体制度は、条件不利地域も含めた一元集荷と乳価プールに
より、集送乳の合理化や乳業者との価格交渉力、需給調整といった機能を通じて
酪農経営の安定や牛乳乳製品の安定供給に重要な役割を果たしていることから、
本制度が有する機能を維持すること。

３

林業の振興について

（１）森林整備や木材利用などの森林吸収源対策は、地球温暖化対策の重要な柱であ
り、継続して実施することが重要であるため、今後、税制等の新たな仕組みを検
討する際には、これまで森林整備等について都道府県が積極的に関わってきてい
ることも踏まえ、国・都道府県・市町村の役割分担及び税源配分のあり方などの
課題について十分整理するとともに、現在、都道府県を中心として独自に課税し
ている森林環境税等との関係についても、地方の意見を踏まえて、しっかりと調
整すること。
（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の
財源を十分かつ安定的に確保すること。
・間伐やこれと一体となった路網の整備、伐採後の植栽など、適切な森林整備を
推進するための施策及び予算の充実
・山地災害等の復旧・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
（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、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
・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
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・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事業体や人材の育成・
確保に向けた施策の充実
・ＣＬＴの普及促進に向けた建築関係基準の拡充や、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
（４）森林法改正により措置された林地台帳制度については、森林に関するデータベ
ースの整備等をはじめ、業務量の増加が見込まれることから、地方財政措置や国
庫補助事業の継続など、必要な経費について十分な予算措置を講じること。
また、林地台帳の制度設計・運用にあたっては、地籍調査が未了の森林の取扱
等、地域の実態を踏まえ慎重に対応すること。
（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、きのこ・山菜類の出荷制限の解除要件については、野生きのこなどの実
態に即して、検体量を減らす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などの施策を長期にわたり継続すること。
（７）大規模太陽光発電所建設による景観の悪化等の課題に対し、個々に判断が出来
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さらなる要件の緩
和など支援制度を拡充するとともに、燃油に係る税制特例措置を堅持すること。
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。
（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。
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・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、法令適用除外水域を見直すこと。
・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、ロシア連邦の法律により
操業が禁止となったロシア水域のさけ・ます流し網漁業について、漁業者は
もとより、地域の関連産業などに対して、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・取締体制を充実・強化すること。
・パラオ共和国等、南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流出により、水産業へ
の影響が懸念されることから、汚染水が海洋へ流出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、特に収入が不安定な就業直後の給付金制
度を創設するなど、漁業技術の習得から着業まで一貫した支援体制を整備するこ
と。また、漁業への着業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。
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【商工労働関係】
１

デフレ経済からの本格的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」が進められている。
しかし、このところ、海外経済で弱さが見られており、新興国や資源国等の景気
が下振れし、我が国景気が下押しされるリスクがある。また、英国のＥＵ離脱に関
する国民投票以降、金融・為替市場は世界的に不安定な動きが増しており、その影
響には引き続き注視する必要がある。
こうした中、我が国が、デフレからの本格的な脱却と持続的な経済成長を実現す
るためには、今後も大胆な金融緩和政策、経済対策及び規制改革等の対策が必要で
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た大胆
な金融緩和政策に加え、当面は柔軟な姿勢で財政健全化に臨むとともに、財政出動
を拡大し、名目ＧＤＰを高めることを目指した経済対策を検討・実施すること。
また、政府においては、「産業競争力強化法」に基づく支援や「国家戦略特区」
を着実に推進し、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産業競争力会議など、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
ため、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、計画に定めた事業の推進を図るため
総合特区推進調整費の支援期間を延長すること。地域活性化総合特区については、
企業投資を呼び込み、就業の場を創出するため、国際戦略総合特区と同様に法人
税についても軽減すること。
（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
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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。

３

中小企業の振興について

（１）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。
特に、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。
（２）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、危機対応時等におけるセーフティネット保証に係る
保険の補填率の引き上げを行うこと。
（３）中小企業政策審議会における「信用補完制度」の在り方の検討に当たっては、
金融機関の貸出姿勢の消極化など、中小企業・小規模事業者の資金繰りに悪影響
を及ぼすことがないようにするとともに、地方公聴会を実施するなど地方自治体
の意見を直接聴取する機会を設定し、その意見を十分に反映すること。
なお、検討の結果、制度変更を伴う場合には、地方自治体による予算編成等に
重大な影響を及ぼすことから、実施までに十分な期間が確保されるよう配慮する
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。
また、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の機能を維持・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」に基づく経
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
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ら、都道府県知事が実施できるよう検討を進めること。
また、経営発達支援事業の実施に伴い新たに必要となる商工会・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。
（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や事業性評
価能力がある商工組合中央金庫を活用した代理貸付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）内閣府予算に基づき、各地域で拠点整備がなされている「プロフェッショナル
人材戦略拠点事業」については、平成２７年度補正予算の「地方創生加速化交付
金」（予算措置 10／10）の対象事業と位置付けられているが、引き続き国におい
て、全額財政措置を行うこと。

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に積極的に取り組めるよう、自由度の高い新たな交付金の創
設など支援を充実させること。
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
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講ずるとともに、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用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）非正規労働者の正規雇用化や処遇改善策の充実を図ること。
正規雇用化とあわせ、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。
（８）女性が自らの意志により、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
シップのもと環境の整備や継続雇用・再就職支援、育成・登用等女性の活躍につ
なげるための施策の充実を図ること。
（９）６５歳以上の高齢者の就業機会の確保や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。
（１０）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）
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。
（１１）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。
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【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項の報告の聴取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があると認めるとき」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、
平成２６年３月に食材の表示について「ガイドライン」が示されたところである
が、
具体的事例も限られており、基準等が明確になった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。

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については、地方消費者行政推進交付金の
継続等引き続き国が必要な財源措置を講ずるとともに、同交付金における使途の拡
充や活用期間の延長、支出限度額の撤廃等制度の改善を図ること。
また、地方消費者行政活性化基金から地方消費者行政推進交付金に移行した影響
を最小限にとどめるため、活用期間の延長を含め、地方消費者行政活性化基金を柔
軟に充当できるよう対応すること。
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【国土交通関係】
１ 防災・減災対策の推進等について
（１）豪雨や地震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や平成２８年
熊本地震をはじめとする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、事前防災・減災を掲げる国土強靱化基本計画等に基づき、道路・河
川・砂防・海岸等の防災・減災対策や住宅・建築物・鉄道施設等の耐震化対策、
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を重点的、計画
的に推進し、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の必要な措置を講じるなど、強靱な国土
づくりに向けた取組を迅速に進めること。
（２）防災・減災対策をはじめとしたあらゆる施策を支える基盤となる社会資本整備
予算の総額を確保すること。特に、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・減災事業の恒久化や起債制度の拡充を図るとともに、平
成２７年度で終了した全国防災対策費を踏まえ緊急性の高い対策へ集中投資し強
靱化を加速する新たな予算枠を創設すること。
（３）港湾機能の強化や高速道路網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。

２ 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・更新を適切に行うことが重要となっており、
今後、国及び地方等が一体となって継続的に取り組んでいかなければならない。し
たがって、さらに今後急激に増加すると見込まれている維持管理・更新に必要な予
算を確保するとともに、点検や修繕に係る起債制度の拡充、交付要件の緩和や国費
率の嵩上げなど、地方等への財政支援の拡充を図ること。
また、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、社会インフ
ラの老朽化対策を着実に推進すること。

３ 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
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のとすることが重要である。
また、地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・公園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
もたらすが、未だに高速道路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、地方創生の基盤ともなる多軸型国土の形成並び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。
加えて、今後ラグビーワールドカップ 2019 や東京 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大会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、暫定２車
線区間など車線数の不足による渋滞や事故の発生等の課題があり、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、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。
（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、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の整
備支援を図ること。
（３）大都市圏の高速道路の料金体系については、環状道路の整備に併せ道路ネット
ワークの最適化を図るため、首都圏での平成２８年度の実施に引き続き、阪神圏
では平成２９年度に管理者を超えたシームレスな料金体系等が実現できるよう、
「高速道路を中心とした『道路を賢く使う取組』の基本方針」に基づき、着実に
検討を進めること。
（４）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
日本大震災や平成２８年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。

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
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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、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旅客船ターミナルの整備、クルーズ旅客の
円滑な周遊を可能とする環境整備等の取組を推進すること。
（３）大規模地震や津波等の災害時において、港湾が緊急物資輸送等の被災地支援の
拠点として機能するとともに物流機能も確保できる耐震強化岸壁や津波防護効果
を有する防波堤、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や護岸等の耐震改修などの取組を推進すること。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。

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
改善策を継続して実施し、「整備新幹線の取扱いについて」（平成２７年１月１
４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。
（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
幹線やフル規格による北陸新幹線の全線整備、青函共用走行問題の抜本的解決及
びフリーゲージトレイン（軌間可変電車）の実用化について、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をするなど新幹
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。
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７ 地域における交通の確保等について
（１）地域におけるバス路線、鉄道路線、離島航路・空路をはじめとする地域公共交
通は、地域住民の生活及び経済活動に不可欠であることから、その維持・確保、
拡充等を図るため、必要な予算の確保や財政支援の拡充など適切な支援を講じる
こと。また、それらの地域公共交通を運行する事業者は、経営基盤は脆弱である
ことが多いため、安全輸送に必要な点検や投資に対する支援を適切に講ずること。
（２）交通行政について国と地方の役割分担を明確にした上で、地域が主体となって
地域の交通ネットワークを構築・維持するために必要な権限・財源の移譲を引き
続き進めること。
（３）公共交通機関の利便性向上を図るため、交通系ＩＣカードの導入やエリアをま
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こと。
（４）内航フェリーは、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などを起因として、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高速乗合
バス・貸切バスの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からも、航空ネットワークの維持・充実及び
空港機能の強化について適切な対応を図ること。
また、小規模需要に適したコミューター航空を活用すること。

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・港湾における訪日観光客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２７年に訪日外客数が過去最高を記録したが、東日本大震災前の訪日観光
客数にいまだ至らない地域や、平成２８年熊本地震により激減した地域の本格的
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な回復と、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、訪日短期滞在ビザ免除対象国の拡充、
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外国人観光客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、戦略策定、マーケティング、商品造成、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、災害時の情報伝
達など緊急時の対応、人材確保・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等総合的な支援
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・拡充とともに観光周遊ルートの創設等を支援する取組を推
進すること。
（６）ラグビーワールドカップ 2019 や東京 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なスポーツ大会の開催を、外国人観光客の全国各地へ
の誘導による地域経済活性化に寄与する好機と捉え、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」について積極的に講じること。

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。
（２）平成２９年４月に「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境地域に係る地域
社会の維持に関する特別措置法」が施行されるが、有人国境離島については、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考慮し、一般の離島振
興とは別に、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
物資の費用の負担の軽減、雇用機会の拡充や港湾、漁港、道路及び空港の整備の
ために必要な措置など、地域社会の維持を図るための特別の支援措置を講じるこ
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と。
（３）集中豪雨などによる浸食を受けやすいシラスや赤ホヤ、花崗岩風化土等の特殊
土壌が分布し特殊土壌地帯指定されている国土の約１５％を占める地域におい
て、治山・治水や急傾斜地崩壊対策等の防災対策や、農業生産力向上に資する農
用地整備等、幅広い振興施策を実施するため、平成２８年度末で期限切れとなる
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の延長を図ること。

11 直轄事業負担金制度改革の確実な推進について
直轄事業負担金制度については、国と地方の役割分担等の見直しや地方への権限
と財源の一体的な移譲と併せ、制度の廃止など抜本的な改革を速やかにかつ確実に
進めること。
その際には、社会資本整備の着実な実施にも配慮すること。
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【社会保障関係】
地域において住民が安心して暮らすことができるよう、国と地方が一体となって社
会保障サービスを提供し、支えていることを踏まえ、それぞれの適切な役割分担の下
で、互いに協力し持続可能な社会保障制度を確立していくことは、国が進める「一億
総活躍社会」の実現にもつながるものである。
国においては、責任ある立場を強く自覚し、現実に生じる深刻な課題への対応を地
方に転嫁することなく、地方の意見を十分に尊重し、真に住民への責任を果たし得る
よう、次の事項について適切に対処するよう要望する。
なお、消費税率の10％への引上げが平成31年10月まで延期されることとなったが、
社会保障の充実・安定化に向けて必要な財源措置を確実に講じるよう、併せて要望す
る。

１

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
高齢者の住み慣れた地域での生活を支える地域包括ケアシステムの構築に当た
っては、医療・介護等関係機関の連携促進のための更なる支援策とともに、シス
テムの中核を担う医療・介護・予防・生活支援等における人材の確保・育成の推
進が必要である。地域の実情に応じた基盤整備が進められるよう、地域医療介護
総合確保基金の財源確保や年度当初の内示等、必要な支援措置を講じること。
また、全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、多様化する「新しい介護
予防・日常生活支援総合事業」については、すべての市町村において平成29年４
月までに実施することとされているが、市町村の実情等を踏まえ、人材や受け皿
の確保、生活支援サービス等を担うＮＰＯ等の参入促進のための支援策を充実す
ること。
併せて、次期介護保険事業支援計画と保健医療計画との整合性の確保に向けて、
早期に具体的な指針を提示するなど、適切な支援等を講じること。
（２）介護人材の確保
介護現場では、現在でも介護人材の確保に困難を極めているが、今後より一層、
労働力人口が減少していく中で、さらなる在宅・施設サービス等の整備の加速化
に 対応 す べ く 、 安 定 的 に介 護 人 材 を 確 保 し てい く た め 、 介護 職 員 の 処 遇 改
善などの抜本的な対策に早急に取り組むこと。
また、介護職への理解促進とイメージアップの推進による社会的評価の向上、
多様な人材（外国人を含む）の確保対策やキャリアパスの確立などにより、介護
サービスの質と量の確保に向けた施策を強力に推進すること。
（３）介護保険制度の改善
平成28年２月から介護保険制度の見直しに係る検討が開始されたが、介護保険
制度が将来にわたり安定したものとなるよう、適切な介護報酬の設定や保険料と
国・地方の負担の在り方を含め、必要な制度の改善を図ること。
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また、制度の改正に際しては、現場で混乱が生ずることがないよう、ガイドラ
インの提示等により、速やかに情報提供すること。

２

少子化対策について

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
達が健やかに生まれ育つことができるよう、子ども・子育て支援施策等の更なる充
実・強化を図ること。
また、多子世帯やひとり親世帯等に配慮し、所得制限の緩和など段階的な幼児教
育・保育の無償化の実現に向けた保育料軽減措置の拡充、多子世帯に有利な税制等
の構築などにより、経済的負担の軽減を図ること。
特に、保育を支える保育士不足は深刻であることから、人材の養成や再就職支援、
処遇改善に向けて実効ある施策を直ちに行うとともに、保育士不足やその他保育に
係る課題は地域ごとに異なることから、それぞれの実情に応じて活用できる財政支
援策を講じること。
さらに、少子化対策は我が国における喫緊の国家的課題であることに鑑み、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早急に廃止するととも
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。

３

障害者施策について

改正障害者総合支援法の平成30年度からの円滑な施行に向け、具体的な制度設計
に当たっては、地方自治体と十分に協議するとともに、障害者や支援者、事業者に
混乱が生じないよう、準備期間を確保すること。併せて、国の責任において、社会
福祉施設等整備事業、地域生活支援事業、精神障害者の地域生活を支える精神科救
急医療体制整備等必要な財源を確保すること。
また、障害者差別解消法の円滑な運用のため、国民や事業者に対する丁寧な周知
啓発を行うとともに、地方における合理的な配慮の提供等に必要な支援を行うこと。
併せて、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。

４

貧困対策について

平成29年度の次期生活保護制度の在り方等の見直しに当たっては、生活困窮者自
立支援法と合わせ、十分な時間的余裕をもって地方と協議し、地方の意見を十分に
踏まえ、最後のセーフティネットとしての機能が十分に発揮されるものとすること。
なお、その際には、生活保護費の国庫負担率（国４分の３）を含めた国と地方の
役割分担を最低限堅持し、真に保護が必要な人が適切に受給できる制度整備及び就
労可能な生活保護受給者の自立を助長できる制度整備を一層促進すること。
また、生活困窮者対策は、生活保護制度と一体となって効果的に運用されるべき
ものであることから、実施状況を踏まえて国庫補助率の引上げを検討するなど、生
活保護に至る前の段階の全国一律のセーフティネットとして、真に実効ある制度と
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すること。

５

厳しい環境にある子どもたちへの支援について

昨年12月に「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」がまとめられた
が、ひとり親家庭の就労形態の転換促進や児童福祉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、財政措置を講じること。
特に、生活困窮世帯の子どもたちに対する学習支援については、「貧困の連鎖」
を断ち切る取組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
補助率の引き上げを図るなど必要な支援を行うこと。
また、児童福祉法等が改正され、児童相談所等の体制強化が図られることになっ
たが、詳細な制度設計に当たっては、施行に当たり地方に混乱が生じないよう、地
方と十分協議をすること。併せて、専門職の配置義務や職員の専門性の向上のため、
国の責任において人材の育成・確保を図るとともに、財政的支援策を講ずること。

６

地域福祉の推進について

昨年９月に策定した「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」の実現に向け
て、様々な課題を抱える地域の要援護者に対し、行政だけではなく、住民組織、民
生委員・児童委員、ＮＰＯ、医療・介護関係者等、様々な地域資源との連携による
見守り・支え合い体制の構築を推進するため、十分な財源を継続的に確保すること。
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
援する地域生活定着促進事業についても、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。
さらに、社会福祉法人制度改革については、改正社会福祉法の平成29年度からの
円滑な施行に向け、地方自治体及び社会福祉法人の意見を十分に聴取し、政省令及
びガイドラインを早期に示すとともに、社会福祉法人が本来の使命である社会福祉
事業を将来にわたって安定的に経営をしていくことができるよう、十分な配慮を行
うこと。

７

自殺対策の推進について

本年４月から、改正自殺対策基本法が施行され、すべての地方自治体に自殺対策
計画の策定が義務づけられたが、各地方自治体が円滑かつ早期に計画を策定するた
め、自殺総合対策大綱の見直しや計画策定ガイドラインの作成を早期に進めるとと
もに、作成に当たっては各地方自治体の意向を踏まえること。また、各地方自治体
が地域の状況に応じた施策を実施するため、必要かつ十分な財源措置をはじめとす
る総合的な支援策を講じること。
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８

地域医療体制の整備について

（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を策定し、平成37年に向けて病床機能の分化・連携を
円滑に進めていく必要があるが、一方で、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ような医療提供体制の確保が求められて
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制度に見直
すこと。
また、自治体病院等については、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、社会保険診療に係る消費税の取扱いについては、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適切に
対応すること。
（２）医療人材の確保
地域及び診療科における医師偏在や全国的に深刻な状況に陥っている医師不足
の抜本的改善を図るため、地域及び診療科における必要な医師数を明確にした上
で、医師養成の在り方等について早急に見直し、医師不足地域における一定期間
の診療を義務付けるなど、医師確保対策を強力に推進すること。
また、医学部の地域枠制度を安定して運営していけるよう、十分な財源措置を
講じるとともに、新たな専門医制度により、医師の地域偏在・診療科偏在の拡大
を招くことのないよう、国と一般社団法人日本専門医機構の責任において適切な
措置を講じること。
さらに、看護師等医療従事者の養成・確保や資質向上に係る環境整備を強力に
推進すること。

９

医療保険制度改革の推進について

（１）医療保険制度の安定的運営
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、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、法改正の趣旨を踏まえ、将来にわたる持続可能
な制度の確立や国民の保険料負担の平準化等に向けて、子どもに係る均等割保険
料軽減措置の導入や国定率負担の引上げ等様々な財政支援の方策を講じ、今後の
医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の安定化を図ること。また、消費税増税が再延
期されるが、国民健康保険の財政基盤の強化のため、平成27年１月13日社会保障
制度改革推進本部決定を踏まえた国と地方の「議論のとりまとめ」に沿った財政
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支援の拡充等を、国の責任において確実に行うこと。
併せて、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、後期高齢者医療制度については、現行制度を基本とし、必要な改善を加
えながら安定的な運営に努めること。なお、後期高齢者の保険料軽減特例の見直
しについては、地方と十分に協議し、低所得者の負担軽減のため適切な措置を講
じること。
その上で、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
第三期医療費適正化計画の策定・推進に当たっては、医療関係者や医療保険者
等の理解・協力が得られるよう、国の責任において十分かつ丁寧な説明・調整を
行うこと。
併せて、後発医薬品の使用促進に係る環境整備のため、国の責任において、後
発医薬品の安定供給や安全性の確保、使用促進策の検討等とともに、広く国民や
医師等への理解促進に向けた周知を行うこと。

１０

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。
日本健康会議において採択された「健康なまち・職場づくり宣言２０２０」を
受け、政府において具体的な施策を検討されているが、地方自治体における自発
的な取組につながるよう、地方の意見を十分に聞くこと。
（２）疾病対策の推進
難病対策及び小児慢性特定疾病対策における、高額療養費の所得区分の記載に
係る取扱いについては、患者の利便性向上及び都道府県の当該事務に要する負担
軽減の観点から、平成27年の地方からの提案等に関する対応方針（平成27年12月
22日閣議決定）に基づき、早急に廃止に向けた議論を進めること。
なお、難病患者の社会参加のための施策を充実させるに当たり、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ために必
要な財政措置を講じること。
また、がん検診の受診率の向上や効率的・効果的な受診勧奨を実施するため、
検診実施者間の情報共有を可能とする体制の整備など具体的な取組を進めること。
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１１

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、インターネットを利用した差
別表現の流布等、様々な人権にかか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、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
暴力等を容認しない社会意識を形成するための教育・啓発の充実に努めるととも
に、必要な支援措置を講じること。
さらに、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
ーチの解消に向けて、「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、地方自治体が、国との適切
な役割分担を踏まえて必要な取組を行うことができるよう、法解釈のガ
イドラインなど、国としての考え方を示すとともに、同法の趣旨を踏ま
え 、実 効 性 の あ る 対 策 を 講 じ る こ と 。併 せ て 、相談体制の整備、教育の充実、
啓発活動等の取組を推進するとともに、ヘイトスピーチの解消に向けた地方自治
体の取組に必要な財政措置等を講じること。
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【文教関係】
１

教育施策の推進について

（１）教育振興基本計画の推進、学習指導要領の円滑な実施及び少人数指導や特別支
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、単なる財政的
観点から合理化を行うのではなく、中長期的な教職員定数改善計画を早期に策定
の上、教職員定数の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、所要の措置を講じるこ
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子どもや外国
人児童生徒への対応、アクティブ・ラーニング等の新たな教育の推進、教育格差
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ことから、こうした課題
に対し、きめ細かな対応により組織的に取り組むことができるよう、教職員の加
配定数を拡充するとともに、必要な財源を確保すること。
（２）高等学校等就学支援金制度については、低所得者に対する加算支給額、単位制
高校進学者に対する支給制限、支給月数の制限等の問題を解決するため、制度の
更なる拡充を図ること。
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。特に低所得者層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。
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
務手続き簡素化の観点から、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。
なお、マイナンバー制度を利用した就学支援金事務処理システムの導入に当た
っては、マイナンバー情報の入力を全国一律に都道府県が処理する仕組みとせず、
都道府県の実情に応じて各学校においても処理できる仕組みを構築すること。
また、高校生等の就学機会の確保のため、都道府県による授業料減免事業への
財政支援の拡充を行うこと。
さらに、義務教育段階にある私立中学校の生徒に対しても、公私間格差解消の
観点から、私立高等学校と同様に、国において就学支援金を支給するよう制度化
すること。
（３）多子世帯やひとり親世帯等に対する所得制限の緩和など、段階的な幼児教育の
無償化の実現に向けた保育料軽減措置の拡充を図るとともに、国の責任において
必要な財源を確保すること。
（４）私立を含めた学校施設、社会教育施設及び社会体育施設における耐震化（非構
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造部材を含む。）及び老朽化対策を進めるため、補助要件を満たす事業について
は、事業が実施できるよう、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、長寿命化計画に基づく点検・調査や改修に係る
地方債制度の拡充など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、支援水準を公立並とし、平成２８年度までとなっている耐震改築事業費補
助制度を延長すること。
また、耐震化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
するとともに、実情に見合う予算単価の引上げなど、十分な財源措置を行うこと。
さらに、地域における文化芸術の拠点となっている文化会館等の文化施設につ
いても、耐震化、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行うこと。
（５）政令指定都市以外の市町村における教職員の人事権と給与負担の在り方につい
ては、広域での人事交流の調整の仕組みにも配慮しつつ、地域の実情に応じて決
定できるよう検討すること。
（６）開催都道府県の意見を十分反映した国民体育大会の改革を推進すること。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。
（７）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産業や人材の育
成に多大な貢献を果たしていることを踏まえ、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、公立大学における地方交付税措置の拡充を含
めた財政支援の充実を図ること。
・自らの魅力向上や、地域課題の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及びその
後の運営費交付金・補助金の増額などの予算措置を講じること。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地元企業に就職し
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多い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
体の取組への支援制度を検討すること。
・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、「地域の中核企業等を担うリーダー的人材の確保」に
限定している基金造成に係る要件等を見直し、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。併せて、地方公共団体への財
政支援措置を充実すること。また、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、給付型奨学金や無
利子奨学金の拡大など、制度の充実・強化を図ること。
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・実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関については、地域的にバランスの取
れた設立や既存の職業能力開発施設との関係性など、地方との連携に十分留意
し、地方の国公立大学が単に新たな高等教育機関に転換されることがないよう、
大学の機能充実に十分配慮のうえ、制度化を検討すること。
（８）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、補助率の引き上げを含め、必要な財源を国の責任において確保すること。

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、さらには我が国全体の科学技術の高度化・多様化に結びつ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づけ、広域的な産学官連携を推進する
ための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を長期
安定的に確保するための制度の創設など、地域における科学技術の振興に向けた支
援策を積極的に推進すること。

３

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をはじめ、ラグビーワールド
カップ 2019、関西ワールドマスターズゲームズ 2021 など、わが国で開催が予定
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、国内外における気運醸成に
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、東日本大震災の被災地域はもと
より、日本全体にいきわたるよう配慮すること。
（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け入れ、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や障害者スポーツに関する積極的な
広報を推進すること。
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（４）２０２０年に向け、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。
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【環境関係】
１

地球温暖化対策の推進について

２０３０年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、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。
また、地球温暖化対策における地方公共団体が果たす役割を踏まえ、森林吸収源
対策を含めた地球温暖化対策に地方公共団体が果たす役割を適切に反映した、安定
的かつ恒久的な地方税財源の充実・強化のための制度を速やかに構築すること。

２

自動車排出ガス対策等について

（１） 自動車からの環境負荷低減に関しては、低公害・低燃費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
的な支援策を講じること。
特に、全国的な普及を図る観点から、充電及び水素供給インフラ整備に対する
補助制度を充実させるとともに、利便性の向上を図るため、高速道路におけるイ
ンフラ整備等の促進に努めること。
（２）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、燃料供給施設側での蒸発ガス回
収装置や車搭載型燃料供給時蒸気回収装置（ＯＲＶＲ）の義務付けなども含め、
対策の強化を早急に検討すること。

３

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とりまとめがなされ、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。
全国の広い範囲で濃度上昇と注意喚起実施事例が発生しており、国民の健康へ
の不安の解消を図る必要があることから、以下の対策を早急に講じること。
・多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム等の解明を行い、総合的かつ広域
的な対策を講じること。
・大陸からの越境大気汚染に対しては、発生国において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。
・常時監視体制の更なる強化のための都道府県の負担について必要な支援を行う
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こと。
・注意喚起の正確性を高めるため、測定機の精度向上を促進するとともに、広域
的シミュレーションモデルを早急に構築し、より正確な予測を提供すること。
・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じること。

４

生物多様性保全対策等の推進について

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。

５

鳥獣保護管理対策の推進について

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
系への影響も懸念される中、「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すると
ともに、鳥獣管理の一層の促進や担い手の育成を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事
業交付金の予算総額を確保し、特別交付税措置を引き続き講じること。

６

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
及び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
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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、国の処理基本計画に定めるＪＥＳＣＯの各事業所の処理
期間において、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。
・「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じること。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、人件費も含めた財政的支援の仕組を確実に講じること。
・低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理について、筐体も併せて処理が可能な無害化処理認
定施設の拡充を図るとともに、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。
・さらに使用中のすべてのＰＣＢ含有製品の使用廃止、処理期限の明確化及び計
画的処理について、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）近年の行政機関および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、現行各種リサイクル法が適用されない製品についても、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」の普及について取り組むこと。
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。

７

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、平成２６年度補正予算において海岸漂着物等に加え漂流・海底ごみの回収・処
理等への支援制度が創設されたが、一部地方負担が生じていること等から、十分な
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予算を確保するとともに恒久的な財政支援制度に改善すること。
また、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・処分
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じること。
さらに世界的にも問題となってい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
抑制対策を講じること。

８

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、検診制度の確立など
の石綿健康被害救済制度の充実、アスベスト飛散防止のための規制対象に石綿含有
成形板等を追加するなど、国の責任においてアスベスト対策の充実強化を図ること。
また、今後、アスベストが使用された可能性のある建物の大量解体が見込まれる
ことから、解体予定の建築物等のアスベスト（非飛散性アスベストを含む）の有無
についての調査及びその除去等を行うための助成制度を創設するとともに、石綿健
康被害救済制度の見直しに当たっては、地方公共団体に新たな費用負担を求めない
こと。
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【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かんがみ、
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
安全保障の強化や地球温暖化対策の推進等に留意しながら、長期エネルギー需給
見通しについて、今後の具体的方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。
特に、電力システム改革については、電力の安全で安定的な供給を大前提とし
て、電力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、エネルギー政策の推進に当たっては、地方の意見を十分に踏まえるとと
もに、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）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。
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、廃炉にかかる補助制度等の対象事業の拡充や廃炉プロセス完了
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。
（３）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、法改正後の「固定価格買取制度」の適切
な運用や、情報開示の徹底、規制緩和、地域への事前説明など導入手続きの法整
備等の措置を講じるとともに、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の強化や接
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。
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（４）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。
（５）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、改訂版「水素・燃料電池戦略ロードマップ」に基づく技術開発・実証研
究や規制緩和、インフラの整備等を着実に進めること。
また、CO2 フリー水素について広域的につながるような取組を戦略的に行って
いる自治体と十分連携するとともに、自治体の先駆的な取組を支援するための財
源措置を講じること。
（６）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、海域の利用調整ルールづ
くりなど国による沿岸域の総合的管理の仕組みを構築すること。
（７）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
の利用等、エネルギーに係る多様なインフラ整備について、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。
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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、シェールガス輸入の早期実現等により、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。
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【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
現在の災害対策法体系について、大規模・広域・複合災害（原子力複合災害等を含
む。以下同じ。）を想定した国と地方の役割のあり方、緊急時対応から復旧復興に至
る事務や権限及び財政負担等の役割分担を含めた見直しを行うこと。
見直しに当たっては、国、都道府県、市町村、民間企業、医療・福祉関係機関、
ＮＰＯなど、全ての主体が総力を挙げて対応できる法体系・仕組みとし、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）緊急時対応における役割分担のあり方
地方や民間等の主体的な活動を原則としつつ、それで対応できない部分は国の責
任で対応すべきことを明確化すること。
（２）包括的な適用除外措置の創設
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。
（３）国の財政支援に係る事務手続きの簡素化等
大規模・広域・複合災害への迅速な対応を図るため、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、資金使途や期間制限等の撤廃及び包括的な財政
支援制度の設立など、必要な見直しを行うこと。
（４）緊急時対応体制の構築
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、専属組織
の創設等、国として一元的に緊急時対応を行える体制を構築すること。
（５）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、東日本大震災や平成 28 年熊本地震等の教訓も踏まえるとともに、
地方の意見を十分に把握し、府省庁間の縦割りの是正や国と地方の役割分担の整
理、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、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。
さらに、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、除雪機の輸送方法の研
究と必要な訓練等を検討すること。
（６）災害救助法の見直し
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広域避難者の発生、事態の長期化及び行政機能の喪失等も想定し、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、迅速かつ効果的な援助を行うため、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。
（７）災害時の生活再建支援事業のためのシステム構築
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、被災者台
帳の作成が法的に位置付けられた。平成 28 年熊本地震における罹災証明の発行な
どの実情を踏まえると、システム化が急務であり、構築と運用について財源を含
めた支援制度を創設すること。
（８）巨大地震対策及び津波対策の加速化と抜本的な強化
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
を速やかに進めるとともに、国の応急対策活動の具体計画を踏まえた、防災拠点
の整備及び機能向上に係る予算措置をするとともに、地方自治体の応急対策に係
る財政支援措置を整備充実すること。
また、特に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、全国防災事業に代わる新たな
制度を創設すること。
（９）複合災害対策の推進
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、従来の府省庁縦割りから脱し、統一的・効果的な複合
災害対応が可能となるよう、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。
（10）災害対策法制等の見直しの更なる推進
上記のほか、中央防災会議「防災対策推進検討会議最終報告」及び全国知事会
意見・要望の反映に配慮すること。また、これまで国において進めてきた災害対
策法制等の見直しの中で反映できない事項については、引き続き、見直しを検討
すること。

２ 災害予防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、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
や平成 28 年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、災害予防対策の取組を確実に推進すること。
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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）災害予防対策の推進
地域防災力の向上に対する支援、防災分野の人材育成、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、各種共済制度や地震保険制度の充実、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・冗長化など、必要
なハード・ソフト対策を推進すること。
特に、被災者が円滑に屋内に避難できるよう、避難所となる施設や社会福祉施
設等について、更なる耐震化や吊り天井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。
（２）災害に関する調査研究等の推進
地震津波、風水害や土砂災害等の予測精度の向上等を図るとともに、震度７ク
ラスの地震に連続して襲われることも想定した耐震基準のあり方についての調査
研究を推進すること。また、南海トラフ地震や首都直下地震等の観測施設の早期
整備と予知・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。なお、調査研究にあたっては、従来の理学的分野に留まらず、
人文社会科学的な視点も含め、文理連携型の体制の構築を推進すること。
（３）火山防災対策の充実・強化
戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火を踏まえて、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、火山噴火の予
測精度の向上等を図る取り組みを推進すること。また、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ところではあるが、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を明確にするとともに、作成主体に対して、財政支援
及び技術的な支援を講じること。併せて、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、民間を含む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、登山者等へ効果的な情報伝達についても
速やかに検討すること。
（４）特別警報等の発表方法等の見直し
的確な避難誘導等の判断材料になり得る、また住民の身を守る行動を促す特別
警報・土砂災害警戒情報等となるよう、予測精度の向上やきめ細かな予測情報の
提供に取り組むとともに、災害対応地域が明確となるよう発表範囲を細分化する
など、局地的な災害に対応できる見直しを含む検討を行うこと。
（５）公共インフラの代替・補完体制の構築、適切な維持・更新
大規模・広域・複合災害に備え、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
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と。
併せて、社会資本ストック推計による純資本ストックが減少し続け、過小投資
状態にあることを踏まえ、公共インフラの維持・更新について、必要な予算の確
保等を含めた対策を講じること。
（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こと。
（７）財源の確保
国土強靱化に資する防災・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。また、地方においても計画的に対策に取り組めるよう全国防災事
業に代わる新たな制度の創設並びに平成 28 年度までとされている緊急防災・減災
事業債の恒久化、対象事業の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

総合的な復旧復興支援制度の確立について

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するため、東日本大
震災の教訓や平成 28 年熊本地震に関する対応状況等を踏まえ、復旧復興のあり方の
理念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）各種制約の緩和・撤廃等
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
源の制限撤廃や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
期間制限の緩和など、既存制度にとらわれない規定を創設すること。
（２）被災者生活再建支援制度のあり方等
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
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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。
（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 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。
（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ととも
に、実用発電用原子炉以外の原子力施設に係る緊急事態区分及び原子力災害対策
重点区域の範囲など未策定の事項について、速やかに指針を策定すること。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圏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
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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。
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
予測する情報も必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、関係自治体の意見を十分聴き、具体的活用手法
を早急に示すこと。
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において、早急に必要な対策を示すこと。
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、
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、避難
退域時検査の体制整備並びに必要な資機材の整備、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圏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
において、早急に示すこと。
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、原子力災害対策重点区域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。

５ 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、財産を保護し、国民生
活、国民経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、国は、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。
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。
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【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深まらなければ、普及、定
着が進まないおそれがあることから、国民が適切にマイナンバーを取り扱えるよ
う、制度の概要、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、若者から高齢者までの各階層、外国人及び情報弱者に対して、様々
な媒体を活用して、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係る国民の不安を払拭できるよう、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、技術動向等諸環
境の変化を踏まえ、情報漏洩や目的外利用などの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、国の責任において対応すること。
（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
報提供を行うとともに、監視体制を確保し、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、制度の理解や体制の整備が必要であることから、整備状況を勘案し、
所管省庁が参加した説明会や研修会を開催し、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必要な支援を行うこと。
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。

- 154 -

（６）マイナンバー制度に関して、地方側で対応が必要となる作業等の情報について
は、内閣官房や総務省等において集約し、地方の準備期間が十分確保できるよう
迅速に情報提供を行うこと。
また、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。
（７）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、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
うにすること。
（８）「マイナンバーカード」の普及、浸透を図るため、セキュリティや費用対効果
等を十分に検証した上で、健康保険証等の機能追加や「マイナポータル」の機能
充実に加え、「マイキープラットフォーム」の構築に向け、公的個人認証サービ
スの民間開放を積極的に進めるなど、手軽で利便性の高いものにすること。その
際には、利用時に混乱が生じないよう一元的な窓口によるサポート体制を充実さ
せること。
また、「マイナンバーカード」の発行手数料については引続き国が負担するこ
と。
（９）法施行後３年を目途として検討される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、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ
聖域を設けることなく検討を進めること。
また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。

２

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、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、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、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。
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（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、ベンダーに対する協力依頼や働きかけ等を行
うこと。

３

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向上」の取組みや、「自治体情報セキュリティ
クラウド」の構築及び運用等に要する経費について、必要な財源措置を確実に講
じるとともに、「自治体情報セキュリティクラウド」に係る国、都道府県、市区
町村の役割分担及び権限を明確に規定すること。
（２）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
が、当事者として、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。
（３）「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 27 年 3 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
にあたっては、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。
（４）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、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とともに、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。

４

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支
援策を講じること。
（２）携帯電話不感地帯解消に向け、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」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。
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（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。

５

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費等
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。

６

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、青少年がコミュニティサイトを介して犯罪被害
等に遭うケースが後を絶たないことから、フィルタリング義務の規制対象範囲を青
少年のインターネット接続に際し用いられる携帯ゲーム機や携帯音楽プレーヤー等
にも拡大するとともに、フィルタリング設定など保護者による適切な管理の義務付
けや業者への働きかけを行うなど、青少年が有害情報に触れる機会を減少させるた
めの措置を講じること。
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【地方公会計・地域国際化・基地・領土・拉致等関係】
１

統一 的な 基準によ る地 方公会計 の整 備及び公 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原則
として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で全ての地方公共団体で作成し、
活用を図るよう、要請があったところである。その導入に当たっては、地方公共団
体の負担軽減を図るため、技術的な支援及び財政支援の拡充等必要な措置を確実に
講じるとともに、地方公共団体の大幅なシステム改修が必要となる場合もあること
から、地方公共団体の実態を踏まえた十分な準備期間を確保すること。併せて、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。
また、公営企業会計についても、平成２７年１月総務大臣名の「公営企業会計の
適用の推進について」の通知により、下水道事業等において平成２７年度から平成
３１年度の５年間で、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よう、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。

２

地域 国際 化の推進 につ いて

（１）国際化の進展に伴う多文化共生社会の形成に向けて、帰国・外国人、外国にル
ーツを持つ児童生徒の教育、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措置を早急に講じること。
とりわけ、医療や災害対応については、生命や健康にかかわる問題であること
から、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を導入するとともに、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）在外被爆者に対する援護に関し、保健医療助成事業による助成について、居住
する国や地域における医療保険制度の実情等を踏まえて引き続き検討を行い、必
要な改善を行うこと。
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（４）地方警察官の増員を図るなど、来日外国人の不法滞在・不法就労等に対する取
締りを強化するとともに、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。
（５）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を創設すること。

３

基地 対策 の推進に つい て

（１）米軍基地の整理・縮小・返還を促進するとともに、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。
（２）日米地位協定の抜本的な見直しを行うこと。
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。
特に、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離着陸訓練の中止等、徹底した安全対策を講じ
ること。
基地内の環境問題等については、その影響が基地内にとどまらず、周辺住民等
の生命、健康に重大な影響を与える可能性があることから、基地の管理、運用に
当たっては、環境法令等国内法が遵守されるよう見直すこと。
また、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。
（３）ＭＶ－２２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と事前情報提供を行った上で、
関係地方公共団体や地域住民の不安が払拭されないまま実施されないよう措置す
ること。
また、米軍基地に配備されているヘリコプター等の航空機から発生する高い音
圧レベルの低周波音について、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。
（４）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。

- 159 -

（５）米軍人等による事件・事故の防止について、具体的かつ実効的な対策を早急に
講じるよう米側に申し入れること。
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」
を設置すること。
（６）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。

４

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。

５

拉致 問題 の早期解 決に ついて

北朝鮮当局による拉致問題の全面解決に向けて、平成２６年５月の日朝合意に基
づく北朝鮮による包括的かつ全面的な調査が約束されたものの、北朝鮮側から何ら
報告のないまま、本年２月に調査の全面的な中止と特別調査委員会の解体が発表さ
れた。
政府においては、引き続き、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。
交渉に当たっては、「対話と圧力」、「行動対行動」の原則の下に、北朝鮮の不
誠実な対応が続く場合は、制裁強化等断固たる対応も視野に入れ、毅然とした姿勢
で交渉すること。
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、北朝鮮に不測の事態が発生した場合の備えや、拉致被害者等の安全の確
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。

６

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。

- 160 -

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。
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【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、我が国は熊本地震や東日本大震災からの復旧・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
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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１８２兆円に対し、税収は約９６兆円（国約５７兆円、
地方約３９兆円）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８６６兆円、地方は約１９６兆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
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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
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、積極的に検討を行い、できる限
り実現を図ること
全国一律の移譲を早期に実施しがたい事務・権限については、手挙げ方式や特
区制度を活用し、更に地方分権改革を推進すること
ハローワークに関する新たな雇用対策の仕組みについては、引き続き地方と協
議を重ね、実効ある制度とすること
④ 国と地方の役割分担に応じて、税源移譲を含め、国と地方の税財源配分を見直
すとともに、税源の偏在性が少なく税収が安定的な地方税体系を構築すること
また、地方交付税の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
な地方交付税制度として確立するとともに、地方一般財源を充実すること
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