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全 国 知 事 会

平成３１年度国の施策並びに予算に関する提案・要望

近年、日本列島各地で発生している災害や、人口減少・超高齢社会
への対応、地域経済対策など、我が国には様々な課題が山積していま
す。
本年７月２６日、２７日に北海道札幌市で開催された全国知事会議
では、「自立自尊」「健康立国」「行動する知事会」を掲げ、防災・
減災対策をはじめ、地方創生、地方税財源の確保や持続可能な社会保
障制度の構築など、様々な課題について議論し、「北海道宣言」をは
じめとした「平成３１年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」
をとりまとめました。
全国知事会は、都市も地方も共に認め合い、支え合う中で、自らの
足でしっかり立ち、日本再生のモデルを地方から発信してまいります。
国においては、本提案・要望を十分に踏まえ、今後の予算編成や施
策立案に当たり、実効性のある形で反映するよう強く要請いたします。

平成３０年７月２７日
全国知事会会長 上田
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目

次

≪政策提案≫
１ 北海道宣言
～日本の防災・減災対策を新たなステージへ～

……………………

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

…………

１
２

３ 国難レベルの巨大災害に負けない国づくりをめざす緊急提言

……

１５

４ 巨大地震に備えた医療救護体制の抜本強化に関する緊急提言

……

１６

５ 平成30年7月豪雨を踏まえた抜本的な治水対策等の推進 緊急提言…

１７

６ 原子力発電所の安全対策及び防災対策に対する提言

………………

１８

……………………………

３３

………………………………………

５８

７ 地方税財源の確保・充実等に関する提言
８ 地方創生第２ラウンドへの提言

９ 地方創生回廊の早期実現及び地域公共交通網の充実 特別決議
１０ 地域経済の好循環の拡大に向けた提言

…

６５

………………………………

６６

……………………………

７２

１２ 成年年齢引下げに対応する若年者への消費者教育の推進に向けた
緊急提言 …………………………………………………………………

７３

１３ 女性の活躍～ウーマノミクス～加速で地方創生・日本再生
～男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・介護を共に担う幸せな社会を～

…

７４

１４ 次世代を担う「人づくり」に向けた少子化対策と
子どもの貧困対策の抜本強化 …………………………………………

８６

１５ 健康立国宣言

９７

１１ 中小企業の事業承継支援に係る緊急宣言

……………………………………………………………

１６ 持続可能な社会保障制度の構築に向けた特別決議

…………………

１０５

１７ 認知症施策の抜本強化に向けた提言

……………………………………

１８ 介護人材確保対策の抜本強化に向けた提言

……………………………

１９ スポーツ・文化・観光振興施策についての提言

２２ 米軍基地負担に関する提言

１１１

………………………

１１４

…………………………

１２２

……………………………………………

１２３

………………………………………………

１２９

２０ 参議院選挙における合区の解消に関する決議
２１ 地方分権改革の推進について

１０７

≪政策要望≫

【農林水産関係】
１ 経済連携協定について

……………………………………………………

１３１

２ 農業の振興について

………………………………………………………

１３１

３ 林業の振興について

………………………………………………………

１３６

……………………………………………………

１３７

４ 水産業の振興について

【商工労働関係】
１ デフレ経済からの完全な脱却と持続的な経済成長の実現について

…

１３９

………………………………………………

１３９

３ 中小企業の振興について

…………………………………………………

１４０

４ 雇用対策の推進について

…………………………………………………

１４１

２ 地域経済の活性化について

【消費生活関係】
１ 適正表示対策の拡充について

……………………………………………

２ 消費生活相談体制の充実・強化について

１４４

………………………………

１４４

………………………………

１４５

………………………………………

１４５

【国土交通関係】
１ 地方創生を支える社会資本整備について
２ 防災・減災対策の推進等について

３ 社会インフラの老朽化対策の推進・充実について

……………………

１４６

…………………………………………

１４６

５ 港湾整備の推進等について ………………………………………………

１４７

６ 鉄道整備の推進について

…………………………………………………

１４７

７ 地域における交通の確保等について ……………………………………

１４８

８ 航空路線の維持・充実等について

………………………………………

１４９

……………………………………………

１４９

４ 高速道路の整備促進等について

９ 観光振興対策の推進について

10 過疎地域等特定地域の振興施策の推進について

………………………

１５０

【社会保障関係】
１ 超高齢社会への対応について ……………………………………………

１５１

２ 少子化対策の推進について

１５２

………………………………………………

３ 障害保健福祉施策の推進について
４ 貧困対策の推進について

………………………………………

１５２

…………………………………………………

１５３

５ 厳しい環境にある子どもたちへの支援について

………………………

１５３

……………………………………………

１５４

…………………………………………

１５４

………………………………………

１５５

………………………………………………

１５６

６ 地域共生社会の実現に向けて
７ 地域医療体制の整備等について

８ 医療保険制度改革の推進について
９ 健康づくりの推進について

10 人権の擁護に関する施策の推進について

………………………………

11 旧優生保護法に基づく優生手術への対応について

１５７

……………………

１５７

…………………………………………………

１５８

【文教関係】
１ 教育施策の推進について

２ 地域における科学技術の振興について

…………………………………

１６０

３ 地域における文化芸術の振興について

…………………………………

１６１

４ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする
国際的スポーツイベントについて

………………………………………

１６１

１ 地球温暖化対策の推進について

…………………………………………

１６２

２ 自動車排出ガス対策等について

…………………………………………

１６２

………………………………………

１６２

【環境関係】

３ 大気環境保全対策の推進について

４ 生物多様性保全対策等の推進について
５ ヒアリ防除対策の推進について
６ 鳥獣保護管理対策の推進について

…………………………………

１６３

…………………………………………

１６３

………………………………………

１６３

７ 総合的な廃棄物・リサイクル対策の推進について

……………………

１６４

……………………………………………

１６５

９ アスベスト対策の推進について …………………………………………

１６５

８ 海洋ごみ対策の推進について

【エネルギー関係】
１ 資源エネルギー対策の推進について
２ 電力需給対策等の推進について

……………………………………

１６６

…………………………………………

１６８

【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

…………………………

１７０

……………………………………

１７２

３ 多様な災害対策の推進について …………………………………………

１７４

４ 発災後の総合的な復旧復興支援制度の確立について

…………………

１７５

…………………………………………

１７７

…………………………………………………

１７９

………………………………………………

１８０

２ 災害予防・減災対策の推進について

５ 原子力災害対策の推進について
６ 国民保護の推進について

【地域情報化関係】
１ マイナンバー制度について

２ 官民データ活用の本格展開について

……………………………………

１８２

３ 地域ＩｏＴ実装の推進について

…………………………………………

１８２

４ 自治体クラウドの推進について

…………………………………………

１８２

５ 情報セキュリティ対策の推進について
６ 地域情報化の推進について

…………………………………

１８３

………………………………………………

１８４

７ 地上デジタル放送に係る必要な措置について

…………………………

８ インターネットを介した青少年犯罪被害等への対策について

………

１８４
１８５

【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運用及び公営企業会計の適用の推進
について

……………………………………………………………………

２ 地域国際化の推進について
３ 基地対策の推進について

１８６

………………………………………………

１８６

…………………………………………………

１８７

４ 北方領土及び竹島問題の早期解決について
５ 拉致問題の早期解決について

……………………………

１８８

……………………………………………

１８８

６ 座礁放置された外国船舶の処理等について

……………………………

１８９

７ 漂着船等に対する万全な対策について

…………………………………

１８９

【道州制関係】
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

………………

１９１

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

………………………………………………………………

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

…………

１９２
１９３

≪政策提案≫

１

北海道宣言

～日本の防災・減災対策を新たなステージへ～
大規模災害がひとたび発生すれば、多くの尊い命、住み慣れた街並みなど、
私たちの大切なものを一瞬にして奪い去ってしまう。
未曾有の被害をもたらした東日本大震災以降も、平成２７年の関東・東北
豪雨、２８年の熊本地震、２９年の九州北部豪雨などが発生し、さらに、本
年には大阪府北部を震源とした地震、平成３０年７月豪雨など、「想定外」
「数十年に一度」の災害が毎年のように頻発している。
南海トラフ地震や首都直下地震など、今後起こりうるこれまで経験したこ
とのない国難レベルの巨大災害に備えるためには、私たち全国知事会は、政
府はもとより、我が国で暮らすすべての人々とともに、今まさに防災・減災
についての基本的な考え方や取組を見直さなければならないとの危機感を共
有し、私たち自身が先頭に立って行動する必要があるとの認識で一致した。
本年は、北海道命名１５０年の節目の年である。その北海道の地で、「行
動する知事会」を自認する我々は、日本の防災・減災対策を新たなステージ
に進化させるため、以下に取り組むことを宣言する。
１ 今般の豪雨等により甚大な被害が生じた被災地には、マンパワーをはじめ、刻
一刻と変化するニーズに全力で応えていく。国はもとより地方においてもその総
力を挙げて被災地を支援する体制を構築する。
２ 東日本大震災の復興の長期化など過去の課題を踏まえ、教訓を最大限に生か
していかなければならない。現在我々が講じている防災・減災対策を総点検する
とともに、近年頻発する大規模災害の各自治体の対応について、事後検証とそ
の共有を行う。
３ 近年、大規模災害に対応する地方財政の脆弱性が顕在化していると言わざるを
得ない。そのため、地方が事前復興に取り組める新しい財政支援制度の創設な
ど、十分な予算額の確保と必要な財政措置を国に強く求める。
４ 住民への災害に関する情報提供は、住民自身が命を守る行動をとるために重
要であり、まさに住民の生死に直結する。我々自身も検証・訓練を不断に重ね、
国には今般の豪雨災害における教訓を十分に踏まえ観測・予測技術の向上や
適切な避難行動を促すガイドラインの見直しを求める。
５

我々は、中小河川を含めた河川・砂防等の防災・減災対策や、住民生活に直
結する上下水道等の社会インフラ整備を着実に実施していく。また、そのために
必要な財政措置を国に強く求める。
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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７年４か月が経過した。
被災地では官民を挙げた懸命の努力により、インフラ整備を始めとした復旧・復興は着実
に前進している。
国におかれては、復興交付金を始めとする所要財源の確保、各種事業の要件緩和、人的
支援の充実、用地確保の促進措置など、地方からの様々な提言や要望を具体化するととも
に、平成32年度までの「復興・創生期間」においても、特例的な財政支援措置を基本的に
継続していただいていることに心より御礼申し上げる。
しかしながら、被災地の復興はいまだ途上であり、現在も約６万２千人が仮設住宅等で
の避難生活を余儀なくされている。
東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という）による東京電力福島第
一原子力発電所の廃炉作業、除染、放射性物質に汚染された廃棄物等の最終処分場の確保
の遅延、また、被災地方公共団体や民間企業の人手不足と資材高騰等に加え、原発事故に
伴う国内外の根強い風評と、時間とともに加速する風化が重い課題となっている。さらに、
復興状況の地域間格差や被災者の心のケアなど、新たな課題も生じており、復興を実感で
きないでいる被災者も多い。
被災者が一日も早く住居や事業を再建し、地域のコミュニティの再生・形成を実現する
ために、被災地方公共団体が行わなければならない業務は依然として膨大である。
福島の再生を加速し、被災地の復興を早期に成し遂げるためには、昨年度「岩手宣言」
で謳ったように、現状への危機意識を持ち、被災者に寄り添い思い切った対策を採ること
が不可欠であり、災害を風化させず次世代へつなげるとともに、あらゆる災害に負けない、
しなやかで回復力のある国家を創り上げる必要がある。このような考えの下、全国知事会
では、東日本大震災復興協力本部が中心となって改めて国への提言を取りまとめた。
国においては、被災地が切実な思いで提出している提言・要望に誠実に対応するととも
に、喫緊の課題である以下の事項について、速やかに実施するよう提言する。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で復興が前に進んだ姿を世界に発信す
るためにも、改めて国を挙げた取組を実行されたい。
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１

東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束

【提言のポイント】
○ 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策を含めた廃炉作業、損害賠償、除染、放
射性物質に汚染された廃棄物処理、風評被害防止など、原子力災害のあらゆる課題につ
いては、東京電力任せにすることなく、国主導で早期に解決すること。
○ 地方公共団体又は事業者等が原子力災害に起因して実施した除染、廃棄物処理、風評
被害対策などに要する費用については、すべて国庫又は東京電力の負担とすること。
【課題等】
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、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対策を含めた廃炉作業は一定の進捗
を見せているものの、溶融燃料の取り出しなど前例のない困難な課題への対応が控えてい
る。また、除染、放射性物質に汚染された廃棄物処理、損害賠償の遅延、国内外の根強い
風評などの課題も解決しておらず、復興の足かせとなっている。平成29年６月に国が改定
した「福島復興再生基本方針」において、国は前面に立って取り組むとしているが、これ
までのところ十分な成果が上がっているとは言えない。原発事故は過去形ではなく、現在
進行形の人為的災害であるとの認識の下、福島県の再生を促進し、避難者が一日も早く安
心して故郷に戻れるようにすることが国の責務である。
【個別の提言事項】
提言1-1 原子力災害の国主導の早期解決
原子力災害のあらゆる課題については、国策として原子力事業を推進してきた責任を踏
まえ、東京電力任せにすることなく国主導で取り組み、早期に解決すること。
提言1-2 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の推進
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組については、リスク管理と各対策の
重層化を徹底して、汚染水の海洋への流出や放射性物質の飛散を防止すること。また、溶
融燃料の取出しなど前例のない困難な課題への対応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きたことを深く認識し、汚染水
問題の解決に向け、原子炉建屋等の止水など、汚染水を増やさないための抜本的対策を講
ずること。
提言1-4 原子力損害賠償の完全実施
東京電力福島第一原子力発電所事故がなければ生じることのなかったすべての損害につ
いて、その範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った賠償が確実・迅速に行われるように
すること。あらゆる風評被害について、風評が完全に払拭されるまで賠償が行われるよう
にすること。
東京電力に対しては、加害者としての立場を十分自覚させ、被害者に対して誠実かつ迅
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速な対応を行うよう徹底させること。
提言１-5 除染等の促進
放射性物質の影響を受けた地域の除染については、除去土壌等の適正管理と早期搬出、
フォローアップ除染、森林の放射性物質低減に向けた取組など、必要な措置を着実に実施
すること。
また、特定復興再生拠点区域を始めとする帰還困難区域の除染については、関係地方公
共団体の実情に配慮しながら、確実に対応すること。
森林については、生活環境の安全・安心の確保や森林・林業の再生に向けた放射性物質
対策を着実に講じるとともに中長期的な財源を確保すること。
中間貯蔵施設の整備については、施設設置者として責任を持って、地権者に対して丁寧
な説明を尽くすなど、総力を挙げて取り組むとともに、早期に最終処分先を確保すること。
道路側溝堆積物や河川堆積土砂など放射性物質汚染対処特別措置法に基づく除染以外で
生ずる土壌等の処分について、国の責任の下、撤去及び処理について、最後まで適正に対
応すること。
提言1-6 放射性物質に汚染された廃棄物等の処理等の促進
放射性物質により汚染された焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、建設・農林業系副産物等
の廃棄物及び除染に伴い発生した除去土壌は、その濃度に関わらず、国が責任を持って処
理施設を確保するなど迅速かつ適切な処理を進めること。
特に、放射性物質の濃度が8,000Bq/kgを超える指定廃棄物については、地域の意向を踏
まえ、地元の理解を得ながら、国が総力を挙げて早急に処分すること。
また、指定廃棄物を国に引き渡すまでの間安全を確保するため、フレキシブルコンテナ
の経年劣化等への対応などの飛散防止対策や周辺環境への影響に係るモニタリングの強化
等、各事業者等が適切に保管できるよう、国が対策を講じること。加えて、個人の敷地で
一時保管が長期化している農家等の負担軽減策を講じること。
8,000Bq/㎏以下の廃棄物の処分を円滑に進めるため、住民の理解と処理の促進が図られ
るよう、処理や再利用に係る基準値の設定根拠を含め安全性を明確に示すとともに、地方
公共団体・排出事業者に対する技術・財政的支援や処分先の確保など、国が責任を十分に
果たすこと。
また、帰還困難区域における復興事業等に伴い発生する廃棄物については、事業に支障
が生じないよう、国が責任を持って最後まで適正に対応すること。
提言1-7

食品・低線量被ばくの健康影響等についての対策の強化

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

早期の営農再開に向けた農地の原状回復

避難指示が解除された地域の農地において、早期の営農再開が図れるよう、仮置場の原
状回復に必要な取組を確実に実施するとともに、除染等により生じた不具合の解消に向け、
国の責任の下、対策を講ずること。
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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、復興が遅れている団体の底上げを図ることが必要である。
【個別の提言事項】
提言2-1 特例的な財政支援と財源の確保
被災地における復興まちづくりには長期間を要するので、平成27年６月に国の復興推進
会議で決定された「平成28年度以降の復旧・復興事業について」に基づく特例的な財政支
援を可能な限り拡充の上、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、引き続き必要な財
源を確保すること。
復興に要する費用の地方負担分に対する財源措置の充実・確保を継続すること。
資材や人件費の高騰等による事業費の増加や事業の進捗により新たに必要となった事業
についても、適切に支援すること。
避難者を受け入れている地方公共団体の受入れに係る経費についても、災害救助法に基
づく求償のほか、特別交付税等により適切に所要額を措置すること。
提言2-2 被災地方公共団体の財政状況への配慮
被災地方公共団体の復興事業の進捗状況や財政状況の適切な把握に努め、財政基盤の弱
い団体や事業の進捗が遅れている団体に十分配慮し、その底上げを図ること。
提言2-3

原子力災害からの復興への配慮

原子力災害の極めて深刻かつ特殊な被害と影響を踏まえ、引き続き、県及び市町村等の
負担とならないよう、全面的な対応策を講じること。
特に福島県においては、避難地域の復興再生、避難者の生活再建、廃炉・汚染水対策、
除染、中間貯蔵施設への搬入、風評被害など、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、具体化が進むまちづくりの進捗に応じ、住民生活の安定や
地域経済の振興に向けた事業を継続的・安定的に実施できるよう、使途の自由度の高い交
付金等、従来の枠を超えた財源確保の充実を図ること。
提言2-6

社会資本整備総合交付金（復興枠）・農山漁村地域整備交付金（復興枠）等の
確実な予算措置
復興交付金の対象とならない復興事業が着実に実施できるよう、さらには、新たな課題
に柔軟に対応した新規事業の着実な事業化が図られるよう、復興が完了するまでの間、社
会資本整備総合交付金（復興枠）や農山漁村地域整備交付金（復興枠）等により確実な予
算措置を講じること。
提言 2-7 国が行う復旧・復興事業の着実な推進
被災地の復興を牽引する復興道路及び復興支援道路、河川・海岸堤防や港湾等の国が行
う復旧・復興事業について、必要な予算と体制を別枠で確保し、整備を図ること。
提言 2-8 津波対策施設の維持管理費等に対する財政措置
水門、樋門等の自動化、遠隔操作施設による津波防災対策をより確実なものにするため、
維持管理費、修繕費及び更新費について、恒久的な財政措置を講じること。
提言2-9 復興交付金等の事務手続の簡素化の徹底
被災地方公共団体の事務負担を軽減するため、復興交付金を始めとする補助金・交付金
等の事務手続や提出書類の簡素化を更に進めること。
提言2-10

復旧・復興に係る繰越手続の弾力的運用等

復旧・復興を円滑に進めるため、事故繰越手続きの簡素化など、事務手続きの簡素化の
措置を継続すること。
繰越年度内に完了しない事業を継続するために必要となる予算の再予算化や各種手続き
の簡素化等を引き続き行うとともに、現在と同様の財政支援措置を講じること。
提言2-11 「新しい東北」の推進
復興推進委員会が提言した「新しい東北」が確実に実現できるよう、必要な予算や制度
について措置すること。
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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
一層強化するとともに、地方公共団体からの人員派遣、被災地方公共団体の職員採用の
支援を引き続き行うこと。
○ 復旧・復興業務に従事する任期付職員を国において一括して採用し、被災地方公共団
体へ派遣する制度を早急に導入すること。
○ 地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び震災対応のための職員採用の人件費等に
対する震災復興特別交付税について、経費全額に対する財政措置を継続すること。
【課題等】
被災地方公共団体では、市街地や産業の再生、被災者の生活再建や避難生活の支援、除
染や放射性物質に汚染された廃棄物の処理など、大震災前の予算規模をはるかに超える事
業を実施している。自らの職員採用や地方公共団体による広域的な人的支援など地方はで
きる限り努力しているが、限界がある。特に、土木・用地・税務・水産・保健など専門的
知識を有するマンパワー不足は早期復興を実現するための支障となることから国による人
的支援の強化が不可欠である。
【個別の提言事項】
提言3-1 国による人的支援の強化等
被災地方公共団体に対する国・独立行政法人や民間企業からの中長期的な人員派遣を一
層強化すること。
平成31年度以降も引き続きマンパワー不足が見込まれるので、全国の地方公共団体から
の人員派遣、被災地方公共団体の職員採用に対する支援を継続すること。この場合、特定
業務へのチーム派遣も検討すること。
職員の事務負担軽減のため、民間企業等への復興関連事業の業務委託を一層支援するこ
と。
提言3-2 国による任期付職員制度の導入
復旧・復興業務に従事する任期付職員を必要に応じて国において一括して採用し、被災
地方公共団体へ派遣する制度を早急に導入すること。
提言3-3 震災復興特別交付税による人件費等に対する財政措置の継続等
地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び東日本大震災への対応のために職員採用を
行った場合の人件費等の経費に対する震災復興特別交付税については、復旧・復興を完全
に果たすことができるまでの期間、経費全額に対する財政措置を確実に継続すること。
併せて、被災地方公共団体以外の地方公共団体が行う任期付職員の採用に係る経費及び
派遣元で実施する研修等に係る経費に対する財政措置を行うこと。
また、国・独立行政法人や民間企業からの人的支援についても被災地方公共団体の負担
が生じないよう配慮すること。
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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】
○ 復興まちづくりを進めるため、住宅再建、防潮堤の整備、鉄道の復旧、道路の整備、
液状化被害対策、福島県の災害廃棄物処理等を促進すること。
○ 資材高騰・人材不足への効果的な対策を速やかに講じること。
【課題等】
住民の流出を食い止め、流出した住民の帰還を促すため、住宅再建、防災集団移転、防
潮堤整備などを一日も早く完了させることが必要である。
また、鉄道・道路の復旧・整備は地域再生のバックボーンとなるものであり、一層の支
援強化が不可欠である。
【個別の提言事項】
提言4-1 住宅再建に対する財政支援
復興まちづくりの取組を一層加速させるとともに、一日も早い住宅再建を支援すること
が可能となるよう、建築確認申請等の手数料減免に対する財政措置の継続など、被災地方
公共団体に対する十分な財政支援を行うこと。
提言4-2 防災集団移転促進事業の要件の一層の緩和
地方公共団体による被災した土地の買取対象は、移転促進区域内の住宅用途に係る宅地
及び農地に限定されているが、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。
また、復旧後に三陸鉄道への経営移管が予定されているＪＲ山田線（宮古・釜石間）の
円滑な移管及び移管後の持続的な経営の確保に向けて十分な支援を行うこと。
ＢＲＴで復旧させる路線については、利便性が向上するよう十分な支援を行うこと。
提言4-5 復興道路等の整備の促進
三陸沿岸道路、東北中央自動車道（相馬福島道路）等の復興道路・復興支援道路の整備
については、事業予算を十分に確保して早期に完成させること。
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被災地域と内陸部の後方支援拠点等を結ぶ道路等の災害に強い交通ネットワークの整備
についても、社会資本整備総合交付金（復興枠）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。
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、帰還困難区域内における復興事業等に伴い発生する廃棄物につい
ては、事業に支障が生じないよう、国が責任を持って最後まで適正に対応すること。
また、対策地域において住民帰還や事業再開のために排出される廃棄物は、原発事故に
よる長期間立入制限に起因するため、国の責任により処理促進のための支援を行うこと。

５

産業の復興、雇用対策の促進

【提言のポイント】
○ 農林水産業等の地域の基幹的な産業の復興促進、成長分野の新たな産業立地の推進等
により、安定した雇用を確保すること。
○ 被災企業に対する各種助成制度等の大幅な拡充・要件緩和、二重債務問題の早期解
決、就業支援、人手不足対策を強化すること。
【課題等】
被災地の農林水産業や商工・観光業などの事業者は各種支援措置を活用しながら事業再
生に努めているが、その過半が未だ大震災以前の水準まで回復していないのが実情である。
また、被災者がふるさとを離れることなく就業できるよう「なりわい」の再生と新たな
産業立地を促進し、きめ細かな就業支援や人手不足対策を強化することが必要である。
【個別の提言事項】
提言5-1 産業の復興加速、被災企業等への支援の強化等
被災地の復興を加速するため、地域の基幹的な産業の復興を促進するとともに、成長分
野の新たな立地、農林水産業の６次産業化などを強力に推進し、安定した雇用を確保する
こと。
地域経済の未曽有の危機に対処するため、これまでの枠組みにとらわれず、被災企業に
対する助成制度の大幅な拡充・要件緩和や新たな補助制度の創設など支援を強化すること。
被災企業の二重債務問題については、その早期解決に向けて、債権買取等支援を継続す
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ること。また、支援決定後の経営改善への助言等の支援を強化すること。
提言5-2

農林水産業の復旧・復興支援の強化

漁港・海岸保全施設・海岸防災林・農地・森林等の復旧・整備や復興のモデルとなる園
芸団地の整備に必要な十分な予算を確保し、農林水産業の復旧・復興を促進すること。
特に、水産業における漁業と流通・加工業の一体的な再生に向け、現行の高率補助によ
る施設等の整備や担い手の確保・育成、技術者等の派遣、被災海域における放流種苗の確
保、関連業者の事業再開・経営再建と失われた販路の回復への支援を継続すること。また、
福島県については、復旧・復興の進捗に合わせたきめ細かい支援を強化すること。
漁場のがれきの将来にわたる撤去・処分についても、全額国庫負担により支援すること。
提言5-3 「グループ補助金」や「東日本大震災復興緊急保証」等の継続・拡充
中小企業の再建のための「グループ補助金」や「東日本大震災復興緊急保証」等につい
ては、今後のインフラ整備の進捗に合わせて事業に着手する事業者も多数見込まれること
から、引き続き制度を継続し、十分に予算を確保すること。
提言5-4 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の継続・充実
「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」については、被災地の企業立地
及び雇用創出などに有効であることから、被災地における産業復興の実情を踏まえ、事業
実施期間を延長するとともに、十分な予算確保を行うこと。また、沿岸部内陸部の区別な
く事業採択するなど、被災地方公共団体の意見を踏まえて運用すること。
提言 5-5 復興特区における税制上の特例に係る措置の継続
復興特区における国税の特例措置及び地方税の課税免除又は不均一課税に係る減収補填
措置については、被災地の状況を踏まえ、産業復興や産業集積の十分な支援となるよう、
平成 31 年度以降においても現在の措置を継続すること。
提言5-6 観光振興の強化
被災地及びその周辺の観光地への旅行を促進するため、被災地に関する正確な情報の発
信、国内外の大規模な観光キャンペーンの継続的な実施、外国人旅行者のビザ発給条件の
更なる緩和、観光振興に対する財政支援の強化など、総合的な観光促進策を強化すること。
また、東北観光復興対策交付金を始めとする支援については、東北の外国人観光客数の
伸びが全国の伸びに追いつくまでの間、継続・拡充すること。
提言5-7 まちのにぎわいづくりへの支援
人口減少が進む中、商店街の仮設から本設店舗への円滑な移行、本設商店街での共同施
設整備、イベント開催等、被災地のにぎわい創出やうるおいのあるまちづくりに向けた地
域の商業者の主体的な取組みに対する支援に継続して取組むこと。
提言5-8

就業支援や人手不足対策の強化

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

６

被災者への総合的な支援の強化、東日本大震災の風化防止

【提言のポイント】
○ 被災者の生活再建や雇用確保、避難者の早期帰還等を促進し、復興の長期化に伴う心
のケアや地域コミュニティ再生・形成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ている。また、復興公営住宅などで新たな生活を始めても、様々な
不安を抱えている人も少なくない。
早期の帰還や生活再建、復興の長期化に伴う心のケア、さらには地域コミュニティの再
生や新しい環境でのコミュニティ形成に対する支援などに向け、一人一人に寄り添ったき
め細かな支援を継続していくことが必要である。
しかし、「復興・創生期間」終了後の国の支援方針が不明確であるため、臨床心理士な
どの専門職員が離職する傾向がみられ、十分な支援の継続に支障が出かねない状況である。
さらに、被災地の再生のためには、地域医療・福祉や子育て支援など住民が安心して暮
らせる環境を整備することが不可欠である。
東日本大震災の実情と教訓を今後とも風化させず、次世代へつなげていくことは、復興
を国民全体で支え、防災意識を向上させる上で不可欠である。
【個別の提言事項】
提言6-1 避難者の早期帰還の促進等
被災者の安定した生活の再建及び雇用の確保や事業の再建への総合的な支援を強化する
とともに、避難者の早期帰還等を促進すること。
長期間にわたり帰還困難となる住民については、生活再建の見通しを明確に示すこと。
避難先での定住を希望する避難者に対し、避難先での生活再建を円滑に進めるため、就
業支援や住宅確保のための支援策を講じること。
被災地方公共団体及び避難者を受け入れている地方公共団体の取組に対して十分な財政
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支援を行うこと。
提言6-2

被災者の心のケア

心身の健康や将来の不安などへのケアが必要な被災者への支援をきめ細かく行えるよう
に、被災者支援総合交付金の継続・拡充、臨床心理士等の専門家の確保及び相談や孤立防
止などの取組に対する支援の強化を行うこと。
特に、被災者の心のケアについては、住居環境の変化に伴うストレスや家庭問題、経済
問題などを背景に、相談内容が深刻化・複雑化しており、人材を安定的に確保し、中長期
的に取り組む必要があることから、引き続き被災者の心のケア支援事業費補助金所要額の
確保を図るとともに、中長期的に全額国庫による財政支援を継続すること。
さらに、臨床心理士などの専門職員を始めとした復興に携わる方々が継続的に安心して
働けるよう、「復興・創生期間」終了後の国の支援方針を早期に示すこと。
また、自主避難者を含む避難者の所在を的確に把握し、避難先を問わず必要な支援を確
実に受けられるようにすること。
提言 6-3 地域コミュニティの再生・形成に対する支援の強化
被災地では、仮設住宅から災害公営住宅への転居や住宅の高台移転が進み、新たなまち
づくりに取り組んでいるが、今後の活力ある被災地の復興のため、地域住民の交流の促進
やＮＰＯ等による多様な活動への支援など、地域コミュニティの再生・形成に係る取組へ
の支援を強化すること。
また、高齢者等が孤立しないよう、見守り体制の整備、生きがいづくり対策などのきめ
細かな取組への支援を強化すること。
提言6-4 被災地の実態に合った子育て支援の強化
安心して子供を生み育てられるよう被災地の実態に応じたきめ細かな就学支援や心のケ
ア、復興を支える人材育成のための教育・子育て環境の整備などの取組を全面的に支援す
ること。
県外へ避難している子育て家庭については、多くが精神的、経済的に厳しい状況にある
ことを踏まえ、保育料減免や就学援助などの経済的負担軽減、心のケアなどを十分に支援
すること。
提言6-5 個人の二重債務解消に向けた支援
個人の住宅ローン等に係る二重債務問題の解決を促進し、住宅再建を加速させるため、
法整備を含む新たな仕組みの構築を積極的に行うこと。
提言6-6 医療・福祉サービス提供体制の復旧・復興支援
原子力災害の影響の大きい福島県を始めとする被災地方公共団体では、人口減少、医
療・介護人材の不足、建設コストの高騰等により、医療・福祉サービス提供体制の復旧が
遅れているため、処遇改善による人材確保、施設整備などの支援を強化すること。
医療や介護の復興は長期間にわたり、安定した財源確保が必要であるため、地域医療再
生基金の設置期限の延長や基金の弾力的な運用を行うとともに、医療・介護人材の確保や
施設の再開、再開後の経営安定化等に係る十分な支援を行うこと。
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提言6-7 公的保険の減免措置等に対する財政支援
国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、保険料(税)の大幅減収や医療
費の増大などによって、被災地方公共団体の財政基盤が大きく損なわれたことから、安定
的な運営が図られるよう調整交付金の増額や国費による補填など十分な財政支援措置を講
じること。
また、避難指示等対象地域における全額免除措置に対する国の特別な財政支援を引き続
き継続すること。
提言6-8 災害救助法に基づく救助の対象範囲の拡大等
応急仮設住宅に係る維持管理や補修、集約化に際し必要となる居住環境整備に要する経
費や応急救助の終了に生じる経費など救助に要するものすべてを災害救助法の対象とする
とともに、必要な事務経費のすべてを全額国庫負担の対象とすること。
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。
応急仮設住宅の供与終了に伴う未退去案件への対応については、必要な人的支援及び財
政的支援を行うこと。
避難者の生活実態の変化に伴う応急仮設住宅の住み替えなど、被災地方公共団体のニー
ズに合わせて柔軟に対応すること。
提言6-9 東日本大震災の被害や教訓等の風化防止
東日本大震災の記憶を国民全体で共有し後世に伝え、今後起こりうる広域災害の備えに
活かすため、被害の実情や教訓、復旧・復興の過程でのノウハウ等を蓄積・整理し、防災
意識を向上させるためのテレビなどによる政府広報を強化すること。
震災遺構の保存や撤去に対する財政支援を長期的に継続すること。
被災地でのボランティア活動や学校の修学旅行を始めとする被災地ツーリズム等を促進
すること。
学校、家庭・地域、自治体等が一体となった防災教育を徹底できるよう支援し、東日本
大震災の教訓を踏まえた実践的な避難訓練及び防災訓練を充実させること。
提言6-10 被災地域の復興に向けた教育環境の整備への支援
被災地の児童生徒に対しては、それぞれの状況に応じたきめ細かな教育的支援や心のケ
アが必要であることから、復興推進に向けたスクールカウンセラー及びスクールソーシャ
ルワーカーの配置拡充等、必要な支援を継続すること。特に教職員の加配は、平成31年度
以降も継続すること。
また、地域の復興を支える人材育成のため、発達段階に応じた教育環境の整備を支援す
るとともに、幼児・児童・生徒に対する長期的な就学支援を継続して実施すること。
東日本大震災により被災した子供や原発事故により避難している子供がいじめに悩まさ
れることのないよう、国の責任において、放射線への正確な理解を促進するとともに、地
方公共団体が、いじめの未然防止、早期発見及び発見後に適切に対処できるよう支援する
こと。
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３

国難レベルの巨大災害に負けない国づくりをめざす緊急提言

南海トラフ地震・首都直下地震をはじめ、いつどこで発生するかわからない災害
に対して、「想定外」という事態を繰り返さないためには、過去の災害や復興対策
から得た教訓等を最大限生かさなければならず、平時の予防対策から復旧・復興ま
でを総合的に担う体制が求められている。
また、政府の地震調査委員会が公表した南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率
は「70～80％」に引き上がり、首都直下地震等も含め、刻一刻と国難レベルの巨大
地震の発生が迫るとともに、この７月に発生した平成３０年７月豪雨では、大規模
かつ広範囲に大きな被害がもたらされた。こうした中、巨大災害に国力を最大限投
入するための、強力な調整力を持った体制の整備が必要である。
さらに、防災関連予算は、平成７年度にピークに達し、以後、最も下がった平成
22 年度に東日本大震災が発生し、膨大な費用を要したことから、目前に迫る大規模
災害に備えた、防災・減災対策の強化が必要である。土木学会が６月に公表した南
海トラフ地震の被害想定は 1,410 兆円、首都直下地震は 778 兆円に達し、このこと
が現実のものとなった場合、まさに「国難」と呼ばれる災害であり、「国土強靭化
基本計画」を的確に見直し、対策の強化を図る必要がある。
しかも、甚大な被害をもたらした東日本大震災は、その発生から８年目を迎えて
も、全国の避難者数は依然多数に上り、復興に向けたまちづくりや住宅再建は道半
ばの状況にあることから、これからも息の長い支援を継続する必要がある。こうし
た中、東日本大震災を受けて創設された復興庁、緊急防災・減災事業債は平成 32
年度までとされており、今後を見据えた検討に着手する必要がある。
そればかりか、これからの日本は、大幅な人口減少が見込まれており、こうした
中で巨大災害により甚大な被害が及べば、被災した地域そのものが消滅する事態の
発生が危惧されるところであり、将来のあり方を見据えた国土づくり・地域づくり
が求められる。
このため、昨年決議した「岩手宣言」に掲げる取組を実現し、あらゆる災害に負
けない国を、そして連綿と続く地域を創り上げることができるよう、以下の事項に
ついて、積極的に取り組まれることを強く要請する。

１

国難レベルの巨大災害に備えるために、国の指揮命令系統を明確化し、対応調整
権限や予算措置権も含めて、災害への備えから復旧・復興までを担う「防災省（仮
称）」を創設すること。

２

大規模災害がもたらす被害の軽減や復旧・復興期間の短縮をめざし、ハード・ソ
フトの両面で事前の予防対策から復旧・復興までを見据えた自由度の高い施設整備
交付金の創設など、地方において主体的、計画的に事前復興に取り組むことができ
る新たな財政支援制度等を創設すること。
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４

巨大地震に備えた医療救護体制の抜本強化に関する緊急提言

南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震が発生すると、甚大な被害が発生し、
広い範囲で同時並行して医療需要が急増する一方、医療機関の被災等により地域の医
療の供給は急減し、さらには、道路などのインフラの被災により負傷者の後方搬送や
外部からの支援もすぐには望めない状況となるなど、被災地における医療資源の絶対
的な不足が見込まれるところである。
このような極めて厳しい状況に対応するためには、想定される諸課題を定量的に分
析し、被災地での医療資源を総動員する体制づくりを計画的に進めるとともに、被災
地外からの支援体制を抜本的に強化する必要がある。
我が国の災害時の医療救護活動には欠くことのできない存在となっている災害派遣
医療チーム（ＤＭＡＴ）を例に挙げると、現在では 1,500 チームを超えるまでに養成
が進んでいるものの、南海トラフ地震の被害想定を踏まえると、依然としてその数は
大幅に不足している。
また、医療施設の耐震化や高台移転は、患者の命を守るだけでなく、発災時の医療
救護活動や通常の医療提供体制への早期回復のためにも着実に進める必要があるもの
の、助成対象に制約があり、国の予算も十分に確保されないため、取組が進みにくい
状況にある。
さらに、医療救護活動を行う人材の育成・確保や資機材の整備など、地域の医療救
護体制を人的・物的に強化する取組についても、必要量に対する国の財政的支援が不
足しており、進捗が遅れている状況である。
以上のことから、我々知事会は、地域住民の尊い命を守り、助かった命をつなぐた
め、南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震に備えた医療救護体制の抜本強化を
図るよう、下記について強く提言する。

記
１

甚大な被害想定を踏まえて、全国的にＤＭＡＴのチーム数を増やし、災害急性期
に被災地外から大量かつ切れ目なく投入できる体制を構築するとともに、医療モジ
ュールと運営人材を迅速に配置する体制を早急に整備するなど、被災地外からの人
的・物的支援体制を国を挙げて強化すること。

２

医療機関の耐震化や高台移転、資機材の整備、救護活動にあたることができる人
材の育成・確保など、医療救護体制の充実を図る取組に対する財政的支援を一層充
実・強化すること。
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５ 平成 30 年 7 月豪雨を踏まえた抜本的な治水対策等の推進
緊急提言
台風第 7 号や梅雨前線により、西日本を中心に 11 府県で大雨特別警報が発表される
など、豪雨による河川氾濫や土砂崩壊が各地で同時多発的に発生し、多くの尊い人命と
国民の財産が奪われた。
我が国は、平成２６年広島を襲った土砂災害、平成２７年関東・東北豪雨、平成２８
年北海道・東北地方を襲った台風、昨年の九州北部豪雨など、年々、観測史上類を見な
い豪雨に見舞われ、大水害や土砂災害を被っている。
頻発・激甚化する豪雨災害等から国民の生命・財産を守り、社会経済被害を軽減する
ため、これまでも河川改修や砂防堰堤の整備などのハード対策をはじめ、住民の早期避
難に繋げる防災情報の充実などのソフト対策を着実に進めてきたところである。
しかしながら、数十年に一度と言われるような大災害が毎年のように発生し、防災上
必要となる対策が追いついていない現状等を踏まえ、これまでの災害対応や課題等を十
分に検証したうえで、既存の対策を抜本的に見直し、かつ強力に推進していかなければ
ならない。
このため、下記項目について提言する。

記

１ 治水ダムや河川改修、地下調節池・遊水池を含む流域貯留施設の整備、堆積土砂の
除去や局所対策等中小河川への支援拡充などに加え、近年の豪雨災害を踏まえた抜本
的な治水対策とともに、土砂災害の防止・軽減の基本である砂防・治山堰堤の整備等
を迅速かつ強力に推進すること。
このため、治水対策や土砂災害対策に関する特別枠を設けるなど、予算を大幅に増
額すること。
２ 住民の主体的な避難に繋がるよう、防災情報提供のあり方を総合的に見直すととも
に、ハザードマップの整備と周知、水位計や監視カメラの設置等住民目線のソフト対
策を加速するため、技術開発の推進、財政面の支援を強化すること。
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６

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７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、地震・津波対策を含めた設
備の信頼性向上、現場におけるリスク管理の徹底と各対策の重層化を
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東京電力に求めるとともに、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。
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
への流出防止対策が一定程度講じられたところであるが、引き続き予
防的・重層的な対策を講じるよう、東京電力に対する指導・監視を徹
底すること。
また、建屋への雨水流入抑制対策に取り組むなど、汚染水を増やさ
ないための対策を強化するよう東京電力を指導し、確実に結果を出す
こと。
放射性物質の飛散の可能性がある使用済燃料の取り出しに向けた原
子炉建屋の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。
また、廃炉に向けて高度な技術が必要となることから、技術力の高
い人材の計画的な確保・育成に取り組むこと。
迅速かつ正確な通報・連絡、情報公開の徹底はもとより、廃止措置
に向けた取組状況等について、国民に対して分かりやすく丁寧な説明
を行うよう、東京電力を指導・監督するとともに国も一体となって取
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。
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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。
なお、新たな規制要求を行う際には、国民及び関係地方公共団
体に分かりやすく説明すること。
原子力規制上の安全目標については、その目標設定の考え方や
意味、新規制基準との関係などを明らかにし、国民に分かりやす
く説明するとともに、継続的に検討を行うこと。
(２) 実効性のある安全規制の実施について
真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕帯の
評価を含む原子力施設の安全審査に当たっては、その審査方法を
明確にした上で、新規制基準を厳格に適用するとともに、幅広い
分野の専門家の意見やこれまでに蓄積されたデータなど科学的・
技術的知見に基づき公平・公正な結論を導き出すこと。
特に、敷地内破砕帯等の評価に当たっては、評価基準を明確に
するとともに、国として構造地質学や地震研究など幅広い分野の
専門家による体制を整備し、責任を持って速やかに評価するこ
と。また、東日本大震災等の巨大地震や大津波により大きな影響
を受けた原子力発電所については、施設の健全性を考慮した審査
を行うこと。
運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりやすく
説明するとともに、事業者が行う安全対策に対し指導・監督を強
化すること。
また、原子炉圧力容器の照射脆化の研究を始めとした高経年化
対策に関する技術情報基盤の整備や安全研究の一層の推進を図
り、最新の知見に基づく不断の検討を重ね、高経年化原子炉の安
全確保に万全を期すこと。
さらに、原子炉の廃止措置については、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、住民及び地方公共団体へ丁寧に説明すること。
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廃止措置の実施に当たっては、高速炉も含め事業者に対し厳正
な指導・監督を行い、安全確保に万全を期すとともに、検査等の
結果について住民及び地方公共団体に対し丁寧な説明を行うこ
と。また、廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制基準等の確立を早急
に進めること。
(３) 事業者に対する指導・監督の強化について
安全確保の第一義的な責任を有する事業者に対し、最低限の規
制要求事項を満たすだけでなく、事業者が行う安全性向上の評価
を含め、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行うよう一層促すとともに、徹底した情報公
開など指導・監督を強化すること。
長期間停止した原子力発電所の再稼働に当たっては、関係事業
者等も含めて安全管理体制の一層の指導監督に努めるとともに、
使用前検査において厳正な根拠確認及び立会確認を行うこと。
また、研究開発施設等においても、放射性物質の管理、取扱い
の厳格化など安全管理体制について、厳正な指導・監督を行うこ
と。
(４) 原子力規制委員会の機能の確保について
原子力規制委員会は、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、関係省庁、関係地
方公共団体、関係団体等との意思疎通を図るとともに、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、新規制基準への適合性審査について、設備運用に係るソ
フト面の規制を含め、厳正かつ迅速に行えるよう審査体制の拡
充・強化を図るとともに、既に適合性審査申請がなされている原
子力発電所について、審査の長期化は住民の不安につながること
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から、審査手順の改善等を図るとともに、安全性の確保のため施
設と地震・津波に関する審査を遅滞なく着実に実施すること。
さらに、現在進めている検査制度の見直しを含め、書面を中心
とした審査だけではなく、現場を重視した実効性ある安全規制を
進めるとともに、事故制圧・防災体制を一層強化するため、現地
の規制事務所の人員体制を抜本的に充実強化すること。

２ 国民理解に向けた取組及び地方公共団体への説明責任について
原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等につい
ては、関係地方公共団体の要望を踏まえ、原子力規制委員会の然る
べき責任のある立場の者が、具体的な手順等を明示した上で自ら主
体的に説明することに加え、その内容について分かりやすく公表
し、問合せ窓口を設置することなどにより、国民及び地方公共団体
の理解促進に努めること。
特に、新規制基準において、猶予期間が設けられた対策について
は、その理由を明確に説明すること。
原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会が責任を持
って、新規制基準への適合性審査の結果に加え、万一の事故や原子
力災害に係る国の対策の状況、さらには事業者の運営能力の確認な
ど、総合的な観点から判断するとともに、安全性を判断した理由に
ついて国民及び地方公共団体に対し、明確かつ丁寧な説明を行うこ
と。
また、原子力発電所の再稼働については、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。
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３ バックエンド対策について
(１) 使用済燃料対策について
使用済燃料対策については、電力を消費する国民全体の問題で
あるという認識に立ち、その早期解決に向け、アクションプラン
に基づき、使用済燃料対策推進協議会において責任をもって事業
者の実行を促すなど、高速炉も含め具体的な進展が図られるよう
国が主体となって着実に進めていくとともに、国民に分かりやす
く説明すること。また、核燃料サイクル施策との密接な連携な
ど、中長期的な課題への対応についても検討を進めること。
(２) 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１８
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、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」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。
特に、科学的特性マップの提示を機に、現在保管されている高
レベル放射性廃棄物の一時貯蔵管理の期限も踏まえ、地層処分に
関して丁寧な説明を行うとともに、最終処分に当たっての廃棄物
の減容化や有害度低減に係る技術開発の推進及びその情報発信な
ど、国民の理解促進に向けた取組を加速させること。
(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について
原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する
低レベル放射性廃棄物については、高レベル放射性廃棄物と同様
に早期に最終処分を行うため、国は、規制基準の整備を速やかに
行うほか、国民の理解促進に努めるなど、事業者の取組が加速さ
れるよう積極的に取り組むこと。

４ 原子力安全に関する人材の育成と研究開発の推進について
原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念が生じ
ていることから、国は、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。
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特に、試験研究炉等の研究開発施設について、人材育成や研究開
発のための基盤整備に向けた長期的な方針を具体的に示すととも
に、高経年化対策をはじめとする安全対策や放射性廃棄物の処理処
分などを含めた予算・人材の十分な確保を図ること。
また、地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要な研
究開発予算を十分に確保し、その促進を図ること。

Ⅲ

原子力防災対策について
１ 原子力防災体制の強化について
(１) 原子力災害対策指針について
原子力災害対策指針については、最新の知見や国内外の状況等
を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、改定の際には
事前に地方公共団体等に説明し、聴取した意見を適切に反映して
いくこと。
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、原子力災害対策指針の防護措置について、避難や屋内退
避の有効性などの考え方を、国民に対し、放射線による被ばくの
影響を含め、科学的根拠に基づき丁寧に分かりやすく説明するこ
と。
(２) 原子力防災体制について
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、
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

- 25 -

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

２ 具体的な原子力防災対策について
(１) 避難対策について
実効性ある避難計画の策定を支援するため、屋内退避の期間
や、屋内退避指示の解除に係る考え方、さらには、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。
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。また、原子力災害時避難円滑化モ
デル実証事業の充実及び避難路の整備に関する事業の制度化を図
り、安全かつ迅速な避難のための交通基盤整備を促進すること。
併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主体的
に関係地方公共団体や運輸事業者等と調整を行い、避難先・具体
的な避難手段の確保およびその要請の仕組みを構築すること。ま
た、広域的な交通管制についても国が責任を持って警察や道路管
理者等と調整を行うこと。さらに、避難先への迅速な人的支援
や、避難受入に必要となる資機材等の具体的な整備基準の策定、
国による大規模備蓄施設の整備など、物的支援ができる体制を構
築すること。
特に、避難行動要支援者の避難に当たっては、地域原子力防災
協議会における検討も踏まえながら、必要な車両や資機材、医療
従事者等の確保、自衛隊等による迅速な搬送体制の整備、避難先
となる病院や社会福祉施設等の確保などに係るマニュアル等を整
備するとともに、国として避難行動要支援者が迅速かつ安全に避
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難できる支援体制を確立すること。屋内退避を前提とした病院や
社会福祉施設等の放射線防護対策については、今後の進め方など
基本的な考え方を示すこと。
ＵＰＺ外の社会福祉施設等において、ＵＰＺ内施設の利用者を
避難先として受け入れる場合は、定員超過での受け入れや費用負
担の特例に係る必要な措置を講じること。
民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協
力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原
子力災害に対応する際の被ばく線量限度の法制化など、引き続き
具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確保につ
いて、関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立すること。特
に、高速道路と国直轄管理道路の管理者間の連携や体制の強化に
ついて、国土交通省が設置する冬期道路交通確保対策検討委員会
の検討結果を踏まえ、地域原子力防災協議会において、必要な検
討を行うこと。
離島・半島、山間地については、自然災害等による集落の孤立
化が想定されるため、必要とされる放射線防護施設の確保や実動
組織による確実な支援体制など、関係省庁の連携のもと、具体的
な対策を確立すること。
さらに、避難住民や避難車両等に対する避難退域時検査及び除
染について、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、その方
法や実施場所選定に係る基準、人員体制、資機材の配備、汚染水
処理などの運営方法等を整え、国の責任において災害時に確実に
機能する体制を構築すること。
また、検査及び除染に必要な資機材を各立地地域等に整備し、
国が災害時に地方公共団体を支援するための体制を整備するこ
と。
併せて、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放射線
等に関する知識の普及啓発を行うこと。
避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには放射
性物質の拡散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計
算も含めた情報提供の在り方」を検討する国の分科会において、
引き続き関係地方公共団体の意見を十分聴いた上で、具体的な検
討を進め、必要な対策を講じること。
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(２) 放射線モニタリング体制について
原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範
囲、測定地点の設定間隔等について、専門家を交えた議論の場に
おいてモニタリングに関する指針を継続的に見直すとともに、関
係地方公共団体に丁寧かつ速やかに説明すること。なお、当該モ
ニタリングについては、関係地方公共団体が事業者等との協定な
どに基づき実施していることから、国が指針等を見直す場合や測
定結果を独自に利用する場合は、事前に理由を示し、関係地方公
共団体の理解を十分得た上で進めること。
緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施
するためにも極めて重要であり、国は、事前に関係地方公共団体
の理解を得た上で、地方公共団体や事業者等における実施内容や
役割分担等を速やかに示し、緊急時モニタリング計画の策定及び
改正を支援すること。
その上で、地域の実情に応じて、被災したモニタリングステー
ションの復旧やモニタリング指針の策定・改訂等に伴う追加機材
も含めて、当該整備及び維持管理に係る必要経費については、地
方公共団体の新たな負担にならないよう交付金の総額及び限度額
の増額や、別枠を設けるなど、適切かつ柔軟な財政支援を行うこ
と。
また、平常時から緊急時までのより一体的なモニタリング体制
の整備が可能となるよう、関係交付金の統合等を図ること。
さらに、上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に複
数名配置するとともに、資機材を早急に整備するなど、災害発生
時において緊急時モニタリングセンターが確実に機能する仕組を
構築すること。
ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、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。
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また、緊急時のモニタリング結果については、国が責任をもっ
て住民に速やかに分かりやすくかつ丁寧に公表すること。
さらに、海域や空域等の広域モニタリングの実施体制等を明確
に示すとともに、海洋での放射性物質の拡散予測システムの一層
の研究開発に努めること。

３ 原子力災害医療について
原子力災害医療体制の整備に当たり、「救護所等で行うスクリー
ニング」と「避難退域時検査」の目的・役割・人員体制等を明確に
した上で、被ばく傷病者の搬送体制を含め、緊急時に国、地方公共
団体、事業者、医療機関等が連携して適切に対応できるよう、必要
な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを早急に作成すること。
原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施や原子力災
害医療派遣チームの保有など医療機関の負担増なども踏まえ、関係
医療機関等の協力が得られるよう、平常時からの体制整備につい
て、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の弾力的運用や別枠を
設けることなどを含め、必要な財政支援措置を早急に講じること。
併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長期的
な視点での人材育成等に関して、財政措置も含めた支援を強化する
こと。
また、原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指
揮命令系統の確立や被災地方公共団体へのチーム派遣の意思決定、
被災地方公共団体への個別・具体的な支援等について、被害や影響
の大きさ等に鑑み、国も責任を持って主体的に取り組むこと。
安定ヨウ素剤（乳幼児用を含む）の服用に係る原子力規制委員会
の判断根拠を示すとともに、その配布を円滑に行うため、国の責任
において、学校等の健康診断時に服用の可否を把握する体制を整え
ること。併せて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、原子力災害発生時に住民が適時・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、国において服用可否や副作用な
ど医学的な相談に対応する窓口を運営すること。
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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、医療用医薬品としての位置付けや説明会における医師の関与に
ついて見直すなど、住民や地方公共団体の負担を軽減すること。
併せて、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、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、更新対象者の状況に応じ医師問診の省略や郵
送による配布など更新手続きの簡略化について、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。
転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった薬剤について
は、配布地方公共団体の回収努力にも限界があるため、本人または
家族によって廃棄処分できるよう手続きの簡略化を図るなど、国に
おいて実効性のある方法を示すこと。
併せて、現在、製造後３年間となっている薬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。
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、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配布について、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
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品の配備、道路や港湾等のインフラやシステムの整備、防災関係マ
ニュアル等の作成、人員の増員等に係る必要経費など、地方公共団
体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策
に要する経費については、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、新
たな負担とならないようＵＰＺ内の地域はもとよりＵＰＺ外の地域
における対策に要する経費を含め適切な財政措置及び人的支援を行
うこと。
原子力発電所の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮
し、地方公共団体が必要と判断した防護対策については、ＵＰＺの
内外にかかわらず、必要な財源措置をすること。
特に、官公庁等の原子力防災関連施設や一時退避所、病院、福祉
施設等の放射線防護対策の強化や万が一行政機能を移転せざるを得
ない場合の移転先における必要な資機材整備など、適切な防災対策
が講じられるよう、予算を確保すること。また、それらの施設の維
持管理等に係る経費についてもフィルターの劣化管理など整備した
設備の維持管理基準を明確にした上で、対象範囲の拡大などを行
い、適切な財政措置を行うとともに、放射線防護対策については、
気密性の確保など放射線防護対策に係る科学的根拠を示すこと。ま
た、広域避難体制を整備するために、ＵＰＺ外における避難先の確
保や避難所としての設備の整備、運営及び備蓄品の確保に必要な予
算枠の確保を図ること。
さらには、現在、複数の原子炉の廃止措置が決定されているとこ
ろであるが、その完了には、今後、数十年の長い期間を要すること
から、防災対策等に係る財源を確保するため、電源三法交付金につ
いては、原子力発電施設の撤去完了までを見据えた制度の充実を図
ること。
また、福島第一原子力発電所事故の賠償の実施状況などを踏ま
え、原子力損害賠償制度における国の責任の在り方等を明確にする
ため、当該制度について法改正も含めた見直しをできるだけ早期に
行うこと。
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７

Ⅰ

地方税財源の確保・充実等に関する提言

地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実

我が国の景気は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、
緩やかな回復基調が続いているものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の
影響など景気の先行きに対する不透明感も見られる。また、個人消費は持ち直してい
るものの、回復の程度や勢いに、依然として地域差が見受けられる。
政府においては、平成30年６月15日に「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以
下「骨太の方針」という。）を閣議決定し、「経済再生なくして財政健全化なし」と
の基本方針を堅持するとともに、引き続き「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、
「歳入改革」の３本柱の改革を加速・拡大することとした。また、財政健全化目標に
ついては、2025年度の国・地方を合わせたプライマリー・バランスの黒字化を目指す
と同時に、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持するとし、目標
達成に向けて「人づくり革命」と「生産性革命」に最優先で取り組むとともに、経済
の好循環を地域に広げていくため、地域に雇用を確保し、新しいひとの流れを生み出
すことで、地方創生を実現することとされた。
地方財政についても、地方創生の推進や東京一極集中の是正により、個性と活力あ
る地域経済に再生し、同時に、次世代に持続可能な地方財政制度を引き渡していくた
め、2040年頃を見据えて課題をバックキャストし、必要となる取組みを実行するとと
もに、国･地方で基調を合わせた歳出改革や効率化に取り組むこととされ、具体的に
は、少子化・人口減少の中にあって、地方歳出についても、国の取組みと基調を合わ
せて歳出改革等の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の発行額の圧縮、更
には、臨時財政対策債等の債務の償還に取り組み、国・地方を合わせたプライマリー・
バランス黒字化につなげるとされたところであり、今後、地方交付税や社会保障、公
共事業などについて厳しい議論が行われることが想定される。
しかしながら、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医
療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など、
地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていくためには、その基盤と
なる地方税財政の安定が必要である。地方財政の健全化に向けた努力は、引き続き必
要だが、地方歳出の大半は、法令等で義務付けられた経費や国の補助事業であること
から、独自の削減が困難であり、これまで高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増
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嵩分については給与関係経費や投資的経費などの地方の懸命な歳出削減努力により
吸収してきたのが実情である。このような対応が限界に近づいているなか、国の制度
や法令の見直しを行わず、仮に一律に歳出削減が断行されれば、地域経済の好循環拡
大や地方創生に向けた取組みはもとより、住民の安全・安心を支える基礎的な行政サ
ービスを確保することさえ事実上不可能となるおそれがある。
今後、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域
経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など地方の増
大する役割に対応するためには、地方分権を支える基盤は地方税であるとの観点から、
地方税の充実と税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築とともに、
2019年度（平成31年度）以降の地方財政計画において、地方単独事業を含めた社会保
障関係費の増をはじめ、上記のような財政需要を的確に反映し、安定的な財政運営に
必要となる地方一般財源総額を確保・充実すべきである。

Ⅱ

地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保・充実等

地域や住民が必要とする行政サービスを担っているのは地方団体であり、地方団体
が安定的にサービスを提供できる財政基盤が確立されてはじめて、地方団体や地方に
住む人々による成長戦略や地方創生に向けたチャレンジを生み、地域経済、ひいては
日本経済の再生や一億総活躍社会が実現できるのであり、そのためにも安定的な地方
一般財源総額の確保・充実は必要不可欠である。
かつて、三位一体の改革として地方交付税総額が大幅に削減されたことが、地方財
政の危機に直結し、その後の地方の疲弊につながった。骨太の方針において示された
新たな経済・財政再生計画（以下「新経済・財政再生計画」という。）では、地方に
ついても国の取組みと基調を合わせた歳出改革や効率化に取り組むこととされてい
るが、地方においては、国と同様、社会保障関係費の自然増分に対応しなければなら
ないうえ、人口減少への対応として地方が創意工夫を凝らして行う少子化対策はもと
より、地域経済活性化・雇用対策など様々な取組みを強化しなければならない状況に
ある。近年、地方は、国を相当に上回る懸命な歳出削減に努め、社会保障関係費の増
嵩分を吸収してきたが、このような対応が限界に近づいているなか、人口減少等を理
由とした単純な地方歳出の削減は、再び地方の活力を奪い、人口減少に拍車をかけ、
日本全体の衰退を招きかねない。
（１）地方一般財源総額の確保・充実
新経済・財政再生計画では、2019～2021年度の基盤強化期間内の予算編成に関し、
「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体
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をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度
地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされた。また、
「社会保障関係費については、再生計画において、2020年度に向けてその実質的な
増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針とされてい
ること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を2021年度まで継続
する」とともに、
「消費税率引上げとあわせ行う増（これまで定められていた社会保
障の充実、
「新しい経済政策パッケージ」で示された「教育負担の軽減・子育て層支
援・介護人材の確保」及び社会保障４経費に係る公経済負担）については、別途考
慮する」こととされている。
平成30年度の地方財政計画では、地方の一般財源総額について、前年度を上回る
62.1兆円が確保されるとともに、概算要求時点で見込まれた地方交付税の減と臨時
財政対策債の増について、可能な手段を最大限活用しながら、地方交付税を16.0兆
円確保しつつ、臨時財政対策債が対前年度0.1兆円の減まで抑制されたところであり、
2019年度（平成31年度）においては、上記の新経済・財政再生計画や地方財政の状
況を踏まえつつ、アベノミクスの成果を地域の隅々まで一層行きわたらせるために
も、東日本大震災の復興財源を別枠扱いとしたうえで、社会保障関係費の財源や臨
時財政対策債の償還財源はもとより、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対
策をはじめ、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靱化のための防災・減
災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方
単独事業も含め、地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一
般財源総額を確保・充実すべきである。特に、近年の様々な自然災害の多発、大規
模化の状況を踏まえ、防災・減災対策のための事業費や、喫緊の課題である地方創
生の事業費及び財源は、重点的に確保すべきである。
加えて、社会保障関係費については、地方においても同様に不可避的に増加して
おり、国と同じくその増分について適切に地方財政計画の歳出に計上すべきである。
また、社会保障と税の一体改革の実施による引上げ分の消費税収を充てることとさ
れている社会保障の充実や消費税・地方消費税率引上げに伴う社会保障支出の増に
係る地方負担の増はもとより、社会保障支出以外の経費の消費税・地方消費税率引
上げに伴う歳出の増についても、地方の財政需要として地方財政計画に的確に反映
すべきである。
（２）地方交付税の総額確保等
地方交付税については、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供でき
るようにするとともに、地域間の財政力格差を是正するために必要不可欠なもので
あり、「地方の固有財源」であることから、その総額を確保するとともに、財源保
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障機能と財源調整機能の維持・充実を図るべきである。
また、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。
なお、新経済・財政再生計画においては、
「先進的な業務改革の取組等の拡大を図
りつつ、地方公共団体における歳出効率化効果等を改革工程表に沿って定量的に把握
する。窓口業務の委託について、地方独立行政法人の活用や標準委託仕様書等の拡
充・全国展開などの取組を強化し、その状況を踏まえ、トップランナー方式の2019
年度の導入を視野に入れて検討する。その際、業務改革は、より質の高い行政サービ
スを効率的・効果的に提供していくために行うものであることに留意する」ことや、
「業務改革の取組等の成果を、地方財政計画及び基準財政需要額の算定基礎へ適切に
反映する」こととされているが、地方の努力により行政コストを下げ、その分地方の
財源が減少することになれば、地方が自ら行政の無駄をなくし、創意工夫を行うイン
センティブが阻害されることから、地方の改革意欲を損ねることのないよう、地方団
体の行財政改革により生み出された財源は必ず地方に還元すべきである。
（３）地方の基金残高
近年、財政調整基金をはじめとする基金残高が増加していることから、各地方団
体の基金残高の増加要因を分析し、国・地方を通じた財政資金の効率的配分に向け
て、地方財政計画への反映につなげていくべきとの議論がある。新経済・財政再生
計画では、「地方自治体の基金の考え方・増減の理由・今後の方針に関し、統一的
な様式での公表を促すとともに、容易に比較できるよう検討し、一覧化を目指す」
こととされている。
地方においては、近年、財政調整基金をはじめとする基金残高が増加しているが、
このことは、地方では国を大きく上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行うなかで、
災害や将来の税収の変動、社会保障等に要する経費の増嵩に備えた財政運営の年度
間調整の取組みの現れであり、また、地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等
の広範な権限を有しておらず、赤字地方債の発行権限が限定されていることから、
大規模な災害や経済不況による税収減等不測の事態により生ずる財源不足につい
ては、歳出の削減や基金の取崩し等により収支均衡を図るほかないことを十分踏ま
えるべきである。各地方団体においては、地域の実情を踏まえて、各々の責任と判
断で財政運営を行っているが、地方交付税が法定率の引上げによる制度本来の運用
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が行われないまま毎年度財源手当がなされるなど、財政運営上の予見が困難な状況
の下、地方団体自らが基金の積立て等により年度間調整をせざるを得ないのであり、
地方の基金残高が増加していることをもって地方財政に余裕があるかのような議
論は妥当ではなく、断じて容認できない。
（４）地方財政計画における必要な歳出の計上
新経済・財政再生計画では、地方財政については、国の歳出の見直しと基調を合
わせることとされているが、地方歳出は、地方財政計画ベースではピーク時に比べ
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、これまでは歳出特別枠で実質的に確保してきたと
言える。そもそも地方が国の法令等により義務的に実施する事業や住民生活を守る
ために必要な地方単独事業の財政需要については、地方財政計画において明確に措
置すべきである。
平成30年度の地方財政計画においては、リーマンショック後の緊急対策として地
方財政計画に計上されてきた歳出特別枠の廃止に伴い、公共施設等の老朽化対策の
対象事業の拡充及び事業費の増額や社会保障関係の地方単独事業費の増に対応し
た歳出が確保されたところであり、引き続き、地方が責任をもって地域経済活性化
等の取組みを実施するため、必要な歳出を確実に計上すべきである。
一般行政経費（単独）等の枠計上経費については、内訳や積算が明らかではない
ことから、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、計上水準の必要性・適
正性について検証すべきとの議論がある。また、新経済･財政再生計画では、
「地方
財政計画の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単独事業（ソフト）につい
て、実態を定量的なデータで把握するとともに、法令との関係を含めて見える化す
る」こととされている。
近年、一般行政経費（単独）については、社会保障関係費の増嵩分があるにも関
わらず、ほぼ同額で据え置かれている現状にある。そもそも、一般行政経費（単独）
は、地方が自主性・主体性を発揮して地域の課題解決に取り組むための必要経費で
あり、地方は、国の制度に基づく全国レベルの国庫補助事業と、地方の実情に応じ
たきめ細かな地方単独事業を組み合わせて行政サービスを提供し、住民生活の安心
を確保している。今後、地方分権改革が進展し、また、地方創生の実現に向けて地
方の主体的な役割が高まるなかで、地方が自主性をもって、地方単独事業に取り組
むことができるよう、その総額を確保すべきである。
（５）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保
平成30年度の概算要求において、交付税率の引上げについて事項要求され、また、
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平成30年度の地方財政計画では、概算要求時点で見込まれた地方交付税の減と臨時
財政対策債の増について、可能な手段を最大限活用しながら、地方交付税を16.0兆
円確保しつつ、臨時財政対策債が対前年度0.1兆円の減まで抑制されたところであ
る。また、新経済・財政再生計画では、臨時財政対策債等の発行額の圧縮、更には、
臨時財政対策債等の債務の償還に取り組み、国・地方を合わせたプライマリー・バ
ランスの黒字化につなげるとされている。
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
行うべきであり、臨時財政対策債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図るべき
である。また、その償還額が累増していることを踏まえ、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。
（６）幼児教育・高等教育の無償化等への対応
骨太の方針においては、「人づくり革命の実現と拡大」として、幼稚園、保育所、
認定こども園等の幼児教育無償化の加速、保育の受け皿整備や保育士の更なる処遇
改善による待機児童問題の解消、真に支援が必要な所得が低い家庭の子供たちに対
する大学等の授業料の減免措置や給付型奨学金の拡充等による高等教育無償化など
を進め、これらによる２兆円規模の政策を実行し、子育て世代、子供たちに、大胆
に政策資源を投入することで、我が国の社会保障制度を「全世代型」の制度へと大
きく転換していくこととされている。
これらの施策には、地方が重要な役割を担う取組みが含まれていることから、国
と地方の役割分担や負担のあり方を整理するにあたっては、主な担い手である地方
と十分協議するとともに、国の責任において、必要な地方財源をしっかりと確保す
べきである。
なお、高等学校等就学支援金制度については、私立高等学校等の実質無償化を、
その財源の確保も含めて国の責任において確実に実施するとともに、所得の判断基
準のあり方や支給月数の制限、単位制高校進学者に対する支給制限などの問題に対
応すべく、制度の更なる拡充・見直しを図るべきである。
（７）大規模災害からの速やかな復旧・復興
東日本大震災からの復旧・復興は、10年間の復興期間の後期５か年である復興・
創生期間が後半に入るなか、復旧・復興事業が遅滞せずに着実に実施できるよう、
特例的な財政支援措置を継続し、国の責任において所要の財源を十分に確保すべき
である。
特に、骨太の方針では、「復興期間10年間の復興事業費の見込みとして合計で32
兆円程度を確保しているが、引き続き、各年度の事業規模の適切な管理、効率的か
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つ適正な執行を通じ、この復興事業費により確実に復興を進める」こととされてい
るが、被災自治体の声を丁寧に聞き、被災自治体の復興に支障が生じないよう適切
に対処すべきである。
また、熊本地震や鳥取県中部地震、大阪府北部を震源とする地震をはじめとした
大規模災害から早期に復旧・復興を成し遂げるためには、人的支援の強化など、被
災地の実情に即した復旧・復興支援に取り組む必要があることから、新たな補助制
度の創設、補助率の嵩上げ、地方負担分に対する十分な財政措置など、東日本大震
災も踏まえた特別の措置を講ずるべきである。
特に、平成30年７月豪雨では、西日本を中心に大雨特別警報が発表され、河川の
氾濫や土砂災害等による甚大な被害が広域的に発生しており、住民生活の安全・安
心の確保を図るため、復旧・復興に必要な人材の派遣、被災者の生活再建支援等に
係る柔軟な対応、災害復旧事業等における採択基準の柔軟な適用や財政支援など、
緊急かつ重点的な支援を講ずるべきである。
（８）国土強靱化対策の推進、多重・分散型国土軸の形成及び公共施設等の適正管理
近年、大規模な地震や津波、集中豪雨・豪雪等といった災害が頻発するなど、住
民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じている。国土強靱化に資する社会資本
整備については、老朽化対策も含め、国・地方がスピード感をもって対策に取り組
むことが不可欠である一方で、地方財政においては増嵩する社会保障関係費を捻出
するため、投資的経費を削減せざるを得ない状況が続いている。
こうした中、緊急防災・減災事業費については、地方が引き続き喫緊の課題であ
る防災・減災対策に取り組めるよう、対象事業を拡充したうえで、東日本大震災に
係る復興・創生期間である2020年度まで継続され、平成30年度は5,000億円が計上
されたところであるが、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・減災事業債につ
いては、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
めの財源を当初予算において安定的・継続的に十分確保すべきである。
特に、住宅の耐震化については、全国的な課題であることに鑑み、耐震対策の重
要性と緊急性を広く国民に対し、国により積極的かつ継続的に啓発を行うとともに、
住宅所有者の費用負担を軽減するため、十分な財政措置を講ずるなど、住宅耐震対
策の抜本的な強化を図るべきである。
なお、住民の防災意識を高めるためのハザードマップの活用や防災訓練などソフ
ト施策に対しての支援策も強化すべきである。
首都機能のバックアップを担う交流圏の形成や日本海国土軸及び太平洋新国土
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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。
さらに、平成29年度に創設された公共施設等適正管理推進事業費については、平
成30年度に対象の追加など内容が拡充されるとともに、4,800億円に増額して計上さ
れたところであるが、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設の維持管理、更新
等に係る具体的な取組みが一層本格化することなどを踏まえ、より弾力的で柔軟な
運用等を検討するとともに、引き続き、十分な財源を確保すべきである。
（９）会計年度任用職員の導入に向けた対応
行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を確保するため、一
般職の非常勤職員の任用等に関する制度を明確化し、一般職の非常勤職員である
「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、2020年４月１日に施行されること
となったが、国においては、制度の適正かつ円滑な導入に向け、地方団体において
必要となる規定の整備などに関し、さらに支援するとともに、期末手当の支給など
制度改正に伴う適正な勤務条件の確保に必要となる地方団体の財政需要の増加に
ついて、地方財政計画の歳出に確実に計上すべきである。

Ⅲ
１

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

骨太の方針では、地方創生、地域活性化の推進にあたり、「アベノミクスの成果を
全国津々浦々まで浸透させ、地域においても成長と分配の好循環を実感できるように
取り組む」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30年６月15日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」では、
地方創生のこれまでの取組みの結果を踏まえ、平成30年度は、日本全国や世界中から
学生が集まるような「キラリと光る地方大学づくり」や企業の本社機能の移転促進な
どライフステージに応じた政策メニューの充実・強化を図るとともに、ＵＩＪターン
対策等の「ひと」と「しごと」に焦点を当てた「わくわく地方生活実現政策パッケー
ジ」を策定し、地方創生を大胆に実行することに加え、今後は、企業活動が活性化し、
人や大学が集積する魅力ある拠点にしていくための方策について検討することとさ
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
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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。
また、平成30年通常国会で成立した「地域における大学の振興及び若者の雇用機会
の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」に基づき、所要の制度的対応
や新たな交付金の交付手続きを速やかに行うべきである。
（１）「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充・継続
地方創生は、地方への新しいひとの流れをつくるため、様々なライフステージに
応じた移住や交流など地方創生の充実・強化を推進する段階に入っているなかで、
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30年度地方財政計画に計上された「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）
を拡充・継続し、地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源を十分に確保すべ
きである。
（２）「地方創生推進交付金」等の拡充及び弾力的な運用
地方一般財源総額の確保・充実に加え、地方創生の取組みを深化させるための交
付金については、地方創生がライフステージに応じた政策メニューの充実・強化の
段階に入っているなかで、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、
平成30年度において1,000億円が計上された「地方創生推進交付金」については、
拡充・継続すべきである。その際、「地方創生推進交付金」の交付額上限の目安の
撤廃など、その内容や規模について地方の意見等を十分に踏まえるとともに、地方
創生の更なる深化や取組みの全国展開に向け、地方の実情を踏まえた、より弾力的
で柔軟な運用を図るべきである。
また、平成29年度補正予算で措置された「地方創生拠点整備交付金」については、
骨太の方針において「2019年10月1日における消費税率引上げに伴う需要変動に対
して機動的な対応を図る観点から、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、
臨時・特別の措置を2019・2020年度当初予算において、講ずることとする」とされ
ていることを踏まえ、地方の施設整備事業の需要に対し、円滑かつ安定的に応える
ため、当初予算に計上するとともに、地方創生関連補助金等も含め、新たな発想や
創意工夫を活かせるよう、要件の緩和など地方の実情を踏まえた弾力的な取扱いを
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
新経済・財政再生計画では、「急速な少子高齢化、働き方の変化など、経済社会の

構造が大きく変化する中、持続的な経済成長を維持・促進するとともに、経済成長を
阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点から、税体系全般にわたる見直しを進め
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る」こととされている。
一方、人口移動の面では、平成29年の東京圏への転入超過数が12万人となり、22年
連続の転入超過を記録するなど、東京一極集中の傾向が継続している。
今後、少子化等の厳しい現状を抜本的に改善し、地方創生を推進していくため、子
どもが多いほど有利になる制度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創
設など、これまでにない新たな仕組みが必要であり、所得税・個人住民税における諸
控除のあり方をはじめ、三世代同居・近居の促進など、少子化対策に資する税制につ
いて幅広く検討すべきである。その際、地方の行政サービスを支えるための自主財源
を充実・確保することを前提として、検討を進めるべきである。なお、平成29年度税
制改正における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる個人住民税の減収額につ
いては、地方財政に影響を及ぼすことがないよう、確実に全額国費で補塡すべきである。
さらに、少子化対策の抜本強化に向け、幼児教育・保育の無償化、不妊治療への支
援の拡充、無利子奨学金の充実、給付型奨学金の拡充、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全面的な廃止を
図るとともに、「地域少子化対策重点推進交付金」の拡充と運用の弾力化や、子ども・
子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の安定財源の確保など、子育て支援の
充実を図るべきである。
特に、骨太の方針においては、「最優先の課題である待機児童問題を解消し、女性
就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人
分の受け皿整備を進めるとともに、保育士の更なる処遇改善に取り組む」こととされ
ているが、その費用については、国の責任において安定財源を確保すべきである。
併せて、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
型奨学金の拡充等による教育費負担の軽減、「地域子供の未来応援交付金」の拡充と
運用の弾力化など、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、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、平成30年度税制改正では、平成29年度末まで
となっていた適用期限を２年間延長するとともに、「施設整備計画」の認定要件とな
る常時雇用する従業者数の増加要件を緩和するなど、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。
「地方拠点強化税制」については、地方団体においても、本制度を積極的に活用し、
企業の地方移転等に向けた取組みをさらに進めるとともに、国においては、引き続き、
東京一極集中の是正に向け、これまでの実績や効果なども踏まえ、より実効性のある
制度となるよう、更なる拡充を検討すべきである。
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３

「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の施策の推進
「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」においては、東京一極集中の是正に向け

て、地方において個人の希望をかなえるという質的な視点はもとより、地方における
担い手確保という量的な視点をも実現する観点から、若者等が夢や希望を抱いて地方
へ移住する動きを加速させ、女性や高齢者等の活躍、外国人材の活用等を推進するた
め、「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を策定している。同パッケージにおい
ては、具体的には、「東京圏（一定の要件を満たす地域）から東京圏以外の地域への
ＵＩＪターン」や現在職に就いていない女性や高齢者等による起業・就業（事業承継
を含む。）の促進及び人手不足に直面する地域の中小企業等の人材の確保に向けた地
方公共団体による全国規模のマッチングを支援するとともに、併せて、移住に伴う経
済負担や中小企業等の採用活動に伴う費用負担等を軽減するため、地方創生推進交付
金や雇用関係助成金を活用した必要な支援を検討する等とされている。
東京一極集中に歯止めがかかっていない現状や、特に地方の中堅・中小企業等にお
いて人手不足が深刻化し、地域経済活性化の阻害要因になっている状況にあることに
鑑みれば、東京一極集中を是正し、アベノミクスの推進による経済成長の果実を都市
から地方へ、大企業から地方の中堅・中小企業等へ波及させることが重要である。地
方が「わくわく地方生活実現政策パッケージ」に掲げられた上記の施策等に十分に取
り組めるよう、国においては積極的な財政措置等を講ずるべきである。

４

地方創生に資する大学改革に対する国の財政支援等
平成29年における東京圏への転入超過数が12万人となる中で、特に15歳から29歳が

11万人を超え、大半が若年層となっている。東京一極集中の是正のためには、従来の
取組みに加えて、地方大学の振興や地方における雇用創出、若者の就業支援等により、
地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけるとともに、地方への新しいひとの流れ
をつくることが必要である。
平成29年12月に「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」においてと
りまとめられた最終報告に沿って、平成30年通常国会で「地域における大学の振興及
び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律」が成立した
ところである。
依然として続く東京一極集中を是正するため、今後は、この法律に基づき、地域に
おける大学振興・若者雇用創出のための交付金制度の拡充・継続、東京23区内の大学
の学部等の収容定員の着実な抑制、地域における若者の雇用機会の創出等により、地
域における若者の修学及び就業の促進に取り組むべきである。
また、地方を担う多様な人材の育成や産学官連携による地域の中核的な産業振興を
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促進するため、地方団体が地方大学や産業界との間でコンソーシアムを構築し、首長
のリーダーシップのもと、地域の中核的な産業の振興と専門人材の育成に地域が一丸
となって取り組む優れたプロジェクトやそのための施設整備等に対して、平成30年度
において新設された「地方大学・地域産業創生事業」については、文部科学省計上分
（国立大学法人運営費交付金及び私立大学等改革総合支援事業のうちの25億円分）を
別枠で確保した上で確実に配分するなど、対象となる大学に対して実効性のある形で
配分するとともに、財政需要に十分対応できる額を確保すべきである。
（注：東京都は、東京23区内の大学の定員増の抑制を見直すべきとの意見を表明した。）
５

ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の運用
ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設

された「ふるさと納税制度」については、その積極的な活用により、地域に対する関
心や愛着を深め、交流人口拡大等のきっかけとして地域活性化や人口減少対策に資す
る効果もあるが、返礼品の送付については、地方団体間の競争が過熱しているほか、
一部の地方団体において制度の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの
指摘がなされている。そのため、昨年４月に総務大臣通知により寄附額に対する返礼
品の調達価格の割合（返礼割合）等を含む返礼品のあり方が示され、制度の趣旨に反
するような返礼品については、見直し要請等も行われたところである。また、本年４
月に改めて発出された総務大臣通知においても、昨年４月の総務大臣通知に沿った対
応が引き続き要請されるとともに、返礼割合の徹底や地場産品以外の送付について責
任と良識のある対応が要請されたところである。
今後、「ふるさと納税制度」を健全に発展させていくためにも、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、金銭
類似性の高いもの、資産性の高いもの、返礼割合の高いもの、地場産品以外のものを
返礼品として送付する行為は行わないようにするなど、総務大臣通知も踏まえつつ節
度ある運用とすべきである。
また、「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」については、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、引き続き、寄附を行う企業に対する代
償としての経済的利益の供与の禁止など、モラルハザードにならないようにするとと
もに、一層の活用促進を図るため、地方団体や企業の意見も踏まえ、制度のあり方や
弾力的な運用について検討すべきである。
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６

魅力あふれる地域づくりのための財源措置

（１）スポーツ・文化施策への財源措置
「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、公共施設等適正管理推進事業債
の対象施設のより弾力的で柔軟な運用等を検討すべきである。
（２）観光施策への財源措置
国においては、訪日外国人旅行者数を2020年に4,000万人、2030年に6,000万人と
し、日本人国内旅行消費額を2020年に21兆円、2030年に22兆円とする目標の達成等
により観光先進国を目指すこととしている。特に、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、政府の方針である観光立国の推進に地方としても対応
していくとともに、観光を地方創生につなげていくためには、観光客の地方への訪
問の増加を図ることが必要であり、それに伴い、地方団体が提供する様々な公共サ
ービスや国内外の観光客の受入れに向けた環境整備など新たな行政需要が発生し
ていることから、地方における観光施策の実施のため、必要かつ十分な新たな財源
を確保する必要がある。
また、平成30年度税制改正において、地方創生をはじめとする我が国が直面する
重要な政策課題に合致し、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等に
よる地域での体験・滞在の満足度の向上等に資する施策に充当する財源として創設
された国際観光旅客税については、これまでも地方が観光資源の魅力向上等に対し、
様々な取組みを行っていること等を踏まえ、その税収の一定割合を地方団体にとっ
て自由度が高く創意工夫を活かせる交付金等により地方に配分するよう検討すべ
きである。

７

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

検討してきたが、国家戦略としての地方移転は緒についたばかりである。
中央省庁の地方移転については、まち・ひと・しごと創生本部において決定した「政
府関係機関移転基本方針」、
「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」
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等に沿って速やかな移転実現を図るとともに、研究機関・研修機関等についても、平
成29年４月に公表された「地方移転に関する年次プラン」に基づき、地方移転の取組
みを着実に進めるべきである。
また、中央省庁のサテライトオフィスの検討については、「まち・ひと・しごと創
生基本方針2018」では、「地方で実施することが質の向上につながると考えられる業
務等について一部の府省庁において試行の検討、実施を進めた結果等も踏まえて、地
方で実施する必要性や効果が高いと考えられる業務について、実施を進める」ことと
されている。
これらの政府関係機関の地方移転等については、東京圏から地方への新しいひとの流
れを大きなうねりとするため、今回限りの一過性のものとせずに、地方移転を促進する
ための数値目標を設定してその実現に向けての取組みを行うなど、今後も国家戦略とし
て継続して検討し、その効果が十分得られるよう国が主体的に取り組むべきである。

Ⅳ
１

税制抜本改革の推進等
消費税・地方消費税率引上げに伴う対応等

骨太の方針においては、「今後の財政健全化の道筋を展望すれば、全世代型社会保
障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するとともに、現役
世代の不安等に対応し、個人消費の拡大を通じて経済活性化につなげるためには、2019
年10月１日に予定されている消費税率の８％から10％への引上げを実現する必要があ
る」と明記された。
今後も社会保障関係費の増加が続くと見込まれるなか、国の制度と地方単独事業そ
れぞれのセーフティネットが組み合わさることによって、今後の社会保障制度全体が
持続可能となるものであり、国・地方を通じた厳しい財政状況や急速に進む少子高齢
化という現状を鑑みれば、2019年10月１日に予定されている消費税・地方消費税率の
８％から10％への引上げを確実に行うことが必要である。
（１）社会保障に係る地方財源の確保
消費税・地方消費税率の引上げ分は、地方交付税原資分も含めるとその約３割が
地方の社会保障財源であることから、地方が必要な住民サービスを十分かつ安定的
に提供し、地方財政の運営に支障を生じないよう、地方交付税原資分も含め必要な
財政措置を確実に講ずるべきである。なお、その際、地方に負担を転嫁するような
制度改正等を行うことがあってはならない。
また、国民健康保険制度改革の実施にあたっては、国民健康保険の都道府県単位
化の前提として約束された財政支援の拡充とともに、2020年度末までに行うことと
されていた財政安定化基金の積増しが平成30年度予算で前倒しで実現され、都道府
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県単位化が実施されることとなったが、今後とも、国民健康保険制度改革の着実な
実施に向け、将来にわたり持続可能な国民健康保険制度の確立と国民の保険料負担
の平準化に向けた国の負担のあり方について、引き続き地方と協議を行うとともに、
平成28年12月22日社会保障制度改革推進本部決定により確約した財政支援につい
て、国の責任において確実に行うべきである。
（２）消費税・地方消費税率引上げに伴う需要変動の平準化
骨太の方針では、「前回2014年４月の消費税率引上げ時に耐久消費財を中心に駆
け込み需要とその反動減が生じたことを踏まえ、2019年10月１日の消費税率引上げ
に際し、税率引上げ後の自動車や住宅などの購入支援について、需要変動を平準化
するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討する」とともに、「2019年
10月１日における消費税率引上げに伴う需要変動に対して機動的な対応を図る観
点から、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、臨時・特別の措置を2019・
2020年度当初予算において講ずる」こととされている。
全国知事会においては、かねてより、消費税・地方消費税率引上げの必要性と併
せて、税率引上げに向けては我が国経済の持続的かつ力強い成長が不可欠であり、
地域経済の活性化に十分配慮した総合的かつ積極的な経済対策を講ずるべきであ
り、その際には、地域経済の主役である地方の中小企業等の生産性向上や国内外の
販路開拓等に対する支援の充実を図るべきと提言してきた。
2019・2020年度当初予算における需要変動の平準化に向けた取組みを検討するに
際しては、地方の財政運営に支障が生じないように十分留意するとともに、全国知
事会の提言も踏まえた実効性のある経済対策を国の責任において講ずるべきである。
（３）中小企業者への配慮
骨太の方針においては、消費税・地方消費税率の引上げに際して「下請け等の中
小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われないよう、転嫁拒否等
に対する監視、取締りや、事業者等に対する指導、周知徹底等に努め、万全の転嫁
対策を講じる」こととされている。
取引上不利な地位にある中小企業者等において、消費税・地方消費税の円滑かつ
適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保
のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」及び骨太の方
針に基づき、今後も引き続き、下請事業者に対する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。
（４）消費税・地方消費税率10％段階における税源の偏在是正措置の確実な実施等
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、
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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、平成28年度税制改正においては、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見
直しによる税源の偏在是正措置も延期され、2019年10月１日の税率引上げ時に施行
されることとなっているが、この偏在是正により生ずる財源については、地方財政
計画に必要な歳出を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なるようにすべきである。
なお、平成28年度税制改正において創設された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については、消費税・地方消費税率引上げの再延期に伴
い、創設時期が2019年10月１日に延期されることとなっているが、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。
（５）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。
（６）車体課税の見直しに係る措置
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
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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
得税の廃止時期及び環境性能割の導入時期についてもそれぞれ2019年10月に延期さ
れることとなったところであるが、今後、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。
また、自動車取得税の廃止までの間のエコカー減税及び自動車税におけるグリー
ン化特例の延長並びに環境性能割の導入にあたっては、地方の財政運営に支障が生
じないようにするとともに、税制のグリーン化機能を維持・強化する観点から、基
準の切替えと重点化を行うべきである。
一方、車体課税の見直しに関しては、平成29年度与党税制改正大綱（以下「平成
29年度大綱」という。）において、「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対策に万全を期す必要があり、自動車をめぐるグローバルな環
境、自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素化、自動車ユーザーの負担の軽減、
グリーン化、登録車と軽自動車との課税のバランスを図る観点から、平成31年度税
制改正までに、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」
とされているが、特に、自動車税は道路損傷負担金的性格も有するとされている都
道府県の基幹税であり、税源の乏しい地方にとって貴重な自主財源となっているこ
とや、車体課税に係る地方税収は平成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、地方財政に影響を与えるよ
うな見直しとならないよう留意すべきである。
（７）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月に軽減税率制度を導入する
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
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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2019年10月１日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、消費税・地方消費税
率引上げの再延期に伴い、平成30年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置
等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保することとされており、現時点で
は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。
（８）地方消費税の清算基準の見直し
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「小売年間販売額」と「サービス業基本調査」（平成27年度からは「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」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」を用いてきたところである。
平成30年度税制改正においては、消費の実態を踏まえ、清算基準における統計デ
ータの利用方法が見直され、統計データとしてそのまま利用することが適当でない
ものについて除外し、その結果として統計データがカバーする比率を75％から50％
に改めるとともに、統計データのカバー外の消費代替指標については、「人口」の
比率を50％とすることとされた。
地方消費税は、福祉・医療などの社会保障給付をはじめとする地方団体が提供す
る行政サービスを支える貴重な基幹税として重要な役割を果たしており、その清算
基準については、今後とも、税収の最終的な帰属地と最終消費地を一致させるとい
う制度本来の趣旨を踏まえたものとすべきである。
（９）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ている。

- 50 -

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、マイナポータルの公金決済サービスによ
り利用が増えると見込まれる電子納税への対応も含め、円滑な制度の利用と情報セ
キュリティの確保も含めた適切な運用が行えるよう、地方団体に対する財政面での
支援や制度面、運用面での協力を引き続き遺漏なく行うべきである。
２

平成30年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を是正
する新たな措置
全国知事会としては、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福

祉・医療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事
業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていく上で、地方税
は最も重要な基盤であり、地方税の充実とともに税源の偏在性が小さく税収が安定的
な地方税体系の構築を目指すべきであるとかねてより主張してきた。
これまでも地方税制においては、地方消費税の創設・充実、三位一体改革による所
得税から個人住民税への３兆円の税源移譲・個人住民税所得割の10％比例税率化や、
地方法人特別税・譲与税制度の創設が行われたほか、地方消費税率の引上げに伴う措
置として、法人住民税法人税割の一部を地方交付税原資化（地方法人特別税について
その規模を２／３に縮減）する偏在是正措置が講じられてきた。
近年の状況を見ると、東京一極集中に歯止めがかからず、人口、大企業などの大都
市への集中が継続するなかで、アベノミクスの効果等により地方税収が全体として増
加し、再び財政力格差が拡大している。また、消費税・地方消費税率10％段階におい
て地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されれば、都道府県間におけ
る財政力格差はさらに拡大すると見込まれる。
こうした状況を背景に、平成30年度与党税制改正大綱（以下「平成30年度大綱」と
いう。）においては、「近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加
する中で、地域間の財政力格差は再び拡大する傾向にある。地方交付税の不交付団体
においては、財源超過額が拡大し、その基金残高も大きく増加している。一方、交付
団体においては、臨時財政対策債の残高が累増するなど、厳しい財政運営が続いてい
る状況にある。地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊か
な地方公共団体のみが発展するのではなく、都市も地方も支えあい、連携を強めるこ
とが求められる。また、各地方においていきいきとした生活が営まれることは、都市
が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも不可欠である。このためには、
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偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要である。こ
うした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新た
な措置について、消費税率10％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人
事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成31年度税制改正において結論を得
る」とされ、骨太の方針においても、「地域間財政力格差の拡大に対しては、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。地方法人課税における税源
の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正において結論を得
る」とされたところである。
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、さらなる地方税の充実を目指すためには、地方税の
充実そのものが財政力格差拡大の要因とならないよう、税源の偏在性が小さい地方税
体系の構築は避けては通れない課題である。税源自体の偏在に歯止めがかからない以
上、新たな偏在是正措置を講じない限り、大半の地方団体において、地方税などの財
源確保には限界があり、国庫補助金等の国の財政支援に過度に依存せざるを得ない財
政構造となるが、地方分権・地方自治を進める観点からも、こうした財政構造は適切
ではない。
したがって、都市と地方が支え合う社会の構築に向けて、特に偏在が大きくなって
いる地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じることにより、偏在性が小さ
い地方税体系を構築すべきである。その際には、法人が地方団体の行政サービスの提
供を受けていること、地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等による税源涵養の
インセンティブになっている面もあることなどの地方法人課税の意義や、都市も地方
も各地域がそれぞれの役割を果たしていくことが重要であることから、大都市部及び
地方部の行財政需要や各地域の活力の維持、向上にも配慮しながら、今後の地方税及
び地方法人課税のあるべき全体像を見据えた検討が必要である。
また、そもそも、人口や大企業などの税源そのものが東京などの大都市に集中する
我が国の社会構造を抜本的に是正することが根本として重要であり、政府においては、
地方法人課税における偏在是正措置の検討にとどまらず、東京一極集中の是正に向け
た地方創生の取組みをより強力に加速化させることを強く要請する。
今回の地方法人課税の新たな偏在是正措置により生ずる財源については、都市と地
方が支え合う持続可能な社会の構築に向けて、地方財政計画に必要な歳出を計上する
など実効性のある偏在是正措置となるようにすべきである。
３

森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設
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
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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
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30年度大綱においては、森林環境税（仮称）は、2024年度から国税として、個
人住民税均等割の枠組みを活用して課税を開始することとされ、森林環境譲与税（仮
称）は、法律上使途を定め、市町村が行う森林整備等に関する費用並びに都道府県が
行う市町村による森林整備に対する支援等に関する費用に充てるものとして、新たな
森林管理システムの施行と併せ、2019年度（平成31年度）から譲与を開始することと
された。また、平成30年通常国会で成立した「森林経営管理法」においては、2019年
（平成31年）４月から市町村がその区域内の森林の経営管理を行うための計画の作成
等の事務の全部又は一部について、都道府県が市町村と協議し、その同意を得て代替
執行することができる仕組みが設けられたところである。
これまで林務行政については、広域行政として各都道府県が林業技術職員等を育
成・配置し、多くの府県が独自に森林環境税等の超過課税を実施するなど、各地域に
おいて大きな役割を果たしてきたところである。それらも踏まえ、今後は、新たな森
林管理システム下における私有林を中心とした間伐等の新たな業務に係る都道府県
と市町村の役割分担、都道府県の超過課税と国の森林環境税（仮称）の関係の整理、
市町村の事業実施体制の確保等が円滑に進むよう、林野庁を中心に必要な助言や十分
な説明を行うなど、制度の円滑な実施に向けた取組みが進められるべきである。
なお、森林環境譲与税（仮称）を財源として実施する森林整備等に係る新たな歳出
については、地方財政計画に確実に計上すべきである。
４

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

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

５

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

法人課税を成長志向型の構造に変えることとされ、平成30年度までに法人実効税率を
29.74％まで引き下げる一方で、大法人（資本金１億円超）に対する法人事業税の外
形標準課税の拡大など課税ベースの拡大等により財源が確保された。
また、平成28年度与党税制改正大綱（以下「平成28年度大綱」という。）において
は、「今後とも、国際競争条件や社会構造の変化に応じて、法人課税のあり方につい
て、必要な見直しを行う」こととされている。
今後の法人課税のあり方を検討する際には、国と地方を通じた巨額の財政赤字が生
じており、さらに、今後の人口減少・少子高齢化の進展による社会保障関係費等の増
加が避けられないなかで、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約６割が地
方団体の財源となっていることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにするこ
とを前提として議論されなければならない。
また、地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの
提供を受けていること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くそ
の負担を担うべきという観点から課税されているものである。
以上に十分留意のうえ、具体的な検討にあたっては、以下の点を踏まえるべきである。
（１）外形標準課税のあり方の検討
法人事業税の外形標準課税の拡大については、応益性の強化や税収の安定化に資
することなどから、長年、全国知事会が求めてきたものであり、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年度に大法人
に導入されている外形標準課税を８分の５まで拡大するとともに、中堅企業に対す
る負担変動の軽減措置が講じられた。
今後の法人税改革にあたっては、「外形標準課税の適用対象法人のあり方について
も、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行う」とされ
ており、今後、外形標準課税の適用対象法人のあり方等について検討を行う際には、
地域経済への影響を踏まえて、中小法人への適用については慎重に検討すべきである。
（２）法人事業税の分割基準の見直し
法人事業税の分割基準のあり方については、平成28年度大綱において大法人向け
の外形標準課税の拡大も踏まえて検討を行うこととされ、平成29年度税制改正では、
電気供給業に係る改正が行われた。
分割基準は前回の見直し（平成17年度）から10年以上経過しており、より実態に
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あったものに見直すべきである。その際、工場のロボット化・ＩＴ化の進展等の社
会経済情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政サービスとの受益関係を的確に
反映させ、税源の帰属の適正化を図るという観点から検討し、法人の納税事務負担
の軽減・簡素化を考慮した上で、より客観性のある指標とすることを基本とすべき
である。なお、近年の法人形態や取引形態など社会経済情勢や企業の事業活動の変
化等を踏まえた対応についても検討すべきである。
分割基準の見直しについては、法人事業税の応益課税の性格を踏まえたものとし、
財政調整を目的として行うべきではない。
（３）収入金額課税制度の堅持
平成30年度大綱においては、「現在、電気供給業、ガス供給業及び保険業につい
ては、収入金額による外形標準課税が行われている。今後、これらの法人の地方税
体系全体における位置づけや個々の地方公共団体の税収に与える影響等も考慮し
つつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及び資本金等の額による
外形標準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する。また、電気事業
者の法的な分社化に伴うグループ内取引については、法令上の位置付けや実務上の
観点等を踏まえ、収入金額の算定のあり方について検討を行う」とされ、今後の検
討事項に位置づけられている。
収入金額課税は、受益に応じた負担を求める課税方式として、長年にわたり外形
課税として定着し、地方税収の安定化にも大きく貢献していることから、同制度を
堅持すべきである。
６

ゴルフ場利用税の堅持
ゴルフ場利用税については、平成29年度大綱に引き続き、平成30年度大綱において

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

地方税の電子申告・電子納税の一層の推進とシステムの安全性等の確保
平成30年度税制改正において、地方の税務事務の効率性・正確性の向上、納税者の

利便性の向上、システムの安全性・安定性の担保等の観点から、共通電子納税システ
ムの導入や運営主体の地方共同法人化が決定されたところである。
2019年度（平成31年度）には、この法人化を円滑に実現するとともに、共通電子納税
システムの運用開始、地方税の電子申告システム（eLTAX）の更改などを遺漏なく実施す
ることが必要であり、国としても必要な支援や財政措置を適切に講じるべきである。

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
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。
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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。2019年度(平成31年度)の地方財政対策や税制改正等について
も、「国と地方の協議の場」の議題とするとともに、地方の実情を踏まえた政策を立
案、推進するため、社会保障や地方税財政などの特に重要なテーマについては、分科
会を設置し、地方の意見を適切に反映すべきである。
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８

地方創生第２ラウンドへの提言

人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それ
ぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたり活力ある日本社会を維持するこ
とを目的として、平成２６年にまち・ひと・しごと創生法が成立してから４年が経過
しようとしている。
これまで、全ての地方公共団体が５か年の総合戦略を策定し、国と車の両輪となっ
て施策全般にわたり地方創生の取組みを進めてきた。
こうした中、地方における訪日外国人延べ宿泊者数は平成２９年には５，０００万
人を超え、農林水産物の輸出額についても平成２５年時点と比べて約２，６００億円
増を記録している。さらに、完全失業率は全都道府県で低下し、有効求人倍率は史上
初めて全ての都道府県で１を超えるなど、雇用・所得環境の改善が続いている。
他方で、合計特殊出生率はほぼ横ばいにとどまっており、平成２９年の出生数は過
去最低の９４万人を記録し、人口減少及び少子高齢化は一段と進行している。
さらに、東京圏への転入超過は２２年連続し、転出入の均衡はおろか、このところ
逆に悪化してきている。（平成２５年：１０万人→平成２９年：１２万人）
この結果、地方においては、質・量の両面で人材の確保がかなわず、あらゆる分野
で深刻な担い手不足が生じ、今後の成長の足かせとなっている。
また、地域別に見ると、人口規模の小さい市町村ほど減少の進行が速まる傾向にあ
り、地方の中でも人口の地域間格差が拡大している。
こうした中、平成３０年７月豪雨災害が発生した。今回のように数十年に一度とい
われる大災害が毎年のように発生し、地方創生の基盤が脅かされている。
以上の状況を踏まえ、地方創生は、第２ラウンドとして、次の５か年に向けた戦略
を早急に構築しなければならない。
このように国が一貫して取組みを進めることで国民が安心し、その安心感が子ども
を産み、育てることにつながる。
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このため、政府においては、地方への人の流れの創出等による地方・東京圏の転出
入の均衡をはじめとする地方創生の実現に向け、新たな５年間のまち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定するとともに、以下の７点について、別紙のとおり総合的かつき
め細かな施策を早急に実施するよう強く求める。その際、地方が特色ある取組みを進
められるように、国家戦略特区をはじめ規制緩和を積極的に進めることも重要である。
１．移住定住・ＵＩＪターンの促進をはじめとする地方への人の流れの創出
２．外国人・女性・高齢者の就業支援等による地方で活躍する人材の育成・確保
３．若い世代が安心して子どもを産み育てられる環境整備
４．地域経済を支える産業の稼ぐ力の維持・向上
５．地方創生を支える強靭な国土づくり
６．人口減少社会における地方行政体制の検討
７．地方創生関連予算の十分な確保及び地方創生推進交付金等の自由度向上
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別

紙

速やかに実行すべき地方創生推進施策
１．移住定住・ＵＩＪターンの促進をはじめとする地方への人の流れの創出
（移住定住・ＵＩＪターンの促進）
・

東京圏の若者が地方で就業又は起業する際の移住経費等の直接給付の創設

・

ＵＩＪターン希望者が各都道府県の企業等の情報を一括して入手できるよう
にするための全国規模のマッチングを支援する仕組みの構築

・

地域の生活を支える民間事業への若手人材の派遣を行う法人の認定及び支援
制度の創設

・

中山間地域における、二地域居住の推進のための住宅の整備等に対する財政
支援

（地域の中核となる産業の振興）
・ 「地方拠点強化税制」について、これまでの実績や効果なども踏まえ、より実
効性のある制度となるよう、更なる拡充の検討
・ 集中移転期間を設定した上での、東京圏から地方に本社を移転した企業に対す
る国による移転促進交付金（仮称）制度の創設（注：神奈川県は、東京圏を東京
２３区に限るべきとの意見を表明した。）
（地方大学の振興）
・

地方大学・産業創生法の速やかかつ円滑な執行と、産学官連携による優れた
取組みを重点的に支援することとした「地方大学・地域産業創生交付金」の速
やかな執行及び来年度の拡充（注：東京都は、東京２３区内の大学の定員増の
抑制を見直すべきとの意見を表明した。）

・

地方の国立大学の運営費交付金や公立大学における地方交付税措置、私立大
学等経常費補助金の充実

・

特色ある地方大学づくりとしては、大学間の再編・統合ありきではなく、地
域で活躍する人材の育成の拠点、地域の知的基盤として、多様で質の高い高等
教育機会を確保
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（政府関係機関の移転）
・

国が主体となった「政府関係機関移転基本方針」の早急かつ円滑な完全実現
及び国が責任を持った移転に要する費用負担

・

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、今後も首都機能分散の一環としての国家戦略の実施

２．外国人・女性・高齢者の就業支援等による地方で活躍する人材の育成・確保
（外国人の活躍支援）
・

人手不足が懸念される業種（製造業、建設業、卸売・小売、サービス、農林
水産業、介護等）を広く対象とした、一定の専門性・技能を有し、即戦力とな
る外国人材の就労を目的とした新たな在留資格の創設

・

首都圏の大学等で学ぶ外国人留学生に対する地方企業の情報提供やマッチン
グ支援、地方企業の外国人インターンシップ受入支援など、外国人活用に向け
た地方の取組みに対する財政支援

・ 外国人留学生が就労する際の在留資格の変更について、中小企業についても、
大企業と同じ提出資料とするなど手続きを簡素化
・

在留外国人の生活環境整備のための省庁横断的な多文化共生に関する対応方
針の策定

・

日本語教室の設置・運営や医療通訳者の育成・配置等、地域への受け入れ環
境整備に対する財政支援の拡充

（女性・高齢者等の活躍支援）
・

女性や高齢者、外国人留学生の地方の中小企業等への就業や起業を促進する
直接給付の創設

・

地域の実情に応じた女性の活躍の推進に取り組むための「地域女性活躍推進
交付金」や仕事と家庭の両立を積極的に行う企業を支援する「両立支援等助成
金」の継続的な実施や補助率等の引き上げ、柔軟な運用等の実現

・

「生涯現役促進地域連携事業」の拡充による、多様な主体の参画による、高
齢者の就労の促進

３．若い世代が安心して子どもを産み育てられる環境整備
・ 幼児教育・保育の無償化について、地方公共団体に新たな実質的負担が生じな
いよう、国の責任における着実な推進
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・ 保育料等の無償化に伴う保育所等の教育・保育給付費の増加分について、その
負担を地方に求めないこと
・ 放課後児童クラブの利用料や病児・病後児保育利用料について、国の制度とし
て利用料無償化等を実施し、子育て世帯の経済的負担の更なる軽減
・ 潜在保育士の就職・再就職支援のための離職時登録制度の法制化や保育士等の
処遇の更なる改善
・ 真に支援が必要な子供たちに対する高等教育の無償化について、地方公共団体
との十分な協議や国による財源の確保
４．地域経済を支える産業の稼ぐ力の維持・向上
（事業承継の促進）
・

地域おこし協力隊など、地域にゆかりのある人材と後継者がいない企業とを
効果的にマッチングする仕組みの構築と、事業承継した移住者の経営準備等に
要する経費への財政支援の実施

・

個人事業者の事業承継について、事業用資産に関する相続税及び贈与税の負
担軽減措置の実施

・

中小企業の個人事業者が移住者など第三者に対して事業用資産を譲渡・賃貸
する際の税負担軽減措置の実施

（海外需要の積極的な取込み）
・ 国際観光旅客税については、日本版ＤＭＯ等の取組みも含め自由度が高く創意
工夫を活かした取組みに活用できる交付金として一定割合を地方に配分するな
ど、地方の観光振興施策の財源に充当できる仕組みの検討
・ 地域の観光産業を支える専門人材の育成・確保への財政支援
・ 2020 年度までとなっている訪日誘客支援空港の支援策の延長及び拡充
（地方における生産性革命の実現）
・ 農林水産業の生産現場におけるＩｏＴ等の先端技術の導入支援及び先端技術を
活用し高い収益を生み出す担い手の育成・確保への支援の充実
・ 建設業における生産性、賃金水準、安全性の向上等に資する「i-Construction」
について、地方の建設現場への普及・定着を促進するための財政支援の充実
・ 介護ロボット導入支援事業の更なる拡充
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・ 生産性革命の進展に伴う人材の最適配置に必要となる、資格・技能の取得やリ
カレント教育への支援及び転職促進のためのマッチングシステムの構築
・ 第４次産業革命の環境変化に伴い、地方の中小企業が、経営の合理化や業種転
換等を行う際の設備投資等に対する支援
５．地方創生を支える強靭な国土づくり
（
「地方創生回廊」の早期実現）
・ 地方創生に不可欠な基盤として、高速道路、リニア中央新幹線、整備新幹線等
の整備促進、地方空港の機能強化に加えて、新幹線の基本計画路線から整備計画
路線への早期格上げを図ることにより、国土のミッシングリンクを早期に解消し、
地方と地方をつなぎ、それぞれの地域の特色のある発展を支える「地方創生回廊」
の早期実現
・ 「地方創生回廊」の早期実現に必要な予算総額の確保と、地方負担に対する財
政措置
（災害予防・事前復興に資する国土強靭化の推進）
・ 水害等の頻発化・激甚化や南海トラフ地震や首都直下地震の発生等の備えとし
て、地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・下水道等、社会資本の防災・減
災対策や老朽化対策、広域交通ネットワークのリダンダンシーの確保
・ 特に、数十年に一度と言われるような大水害が毎年のように発生していること
に鑑み、災害予防や事前復興に関する「特別枠」を設けるなど、治水対策や土砂
災害対策予算の抜本的強化
・ 「大雨特別警報」発表時における避難等に関する発令など防災情報提供のあり
方の総合的な見直し
・ ハザードマップ整備と周知、水位計や監視カメラの設置等ソフト対策の強化に
向けた技術開発の推進、財政支援の拡充
６．人口減少社会における地方行政体制の検討
・ 人口減少・少子高齢社会においても地方公共団体が、安定して、持続可能な形
で、住民サービスを提供し続けるために求められる地方公共団体の連携や広域化
など地方行政体制のあり方の検討の実施
・ 著しい人口減少により維持が困難となっている集落に対する多様な支援の推進
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７．地方創生関連予算の十分な確保及び地方創生推進交付金等の自由度向上
（安定的な地方創生関連予算の確保）
・ これまでの地方創生の取組みの成果を踏まえ、第２ラウンドに向けた地方創生
推進交付金の拡充
・ 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充
（地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用促進）
・ 企業版ふるさと納税については、モラルハザードに陥ることなく活用促進を図
るため、充当可能事業、地域再生計画の申請条件、寄付の受領時期等の弾力的な
運用や制度のあり方について検討
（地方創生推進交付金の運用改善）
・ インターンシップ参加学生の旅費・宿泊費、地方創生の実現に資する個別企業
への給付等についても対象経費とするとともに、交付金額の上限の目安の撤廃や、
既に採択されている交付金事業の延長についても申請を認めるなど採択要件を
見直すなど、より一層の自由度の向上
・ 不採択理由を具体に示すなど採択基準の明確化
・ 間接補助事業について、年度末まで事業期間を確保することが可能となるよう
事業者への支払い時期を見直すなどの運用の改善
（地方創生拠点整備交付金の運用改善）
・ 対象分野を限定せず、地方創生に資するもの全般を対象とするとともに、既存
施設への新規設備の導入等も交付対象とすることや基金事業の対象範囲の拡大
などの見直しをした上での今年度の予算措置
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９

地方創生回廊の早期実現及び地域公共交通網の充実
特別決議

国が進める「地方創生回廊」構想は、新幹線等の幹線鉄道ネットワークや高速道路網、
国内航空ネットワークなどの高速交通網を活用し、北から南まで地方と地方を結び、全
国を一つの経済圏に統合することで、人や産業を地方に呼び込み、新たな雇用を創出す
る、まさに地方創生を推進する礎となるものである。
しかしながら、特に地方においては、高速道路のミッシングリンクや新幹線整備の遅
れ等があり、依然として地域間格差が解消されておらず、国の主体的な取組により基盤
づくりを強力に進め、地方創生回廊の早期実現を図ることが重要である。
また、地域の高齢者、学生等の交通弱者や、離島住民等における日常の移動手段とし
て不可欠な「地域公共交通網」は、地方創生回廊の効果を地域の隅々まで行き渡らせる
ために極めて重要であり、その維持・確保及び充実も喫緊の課題である。
交通政策基本法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等により、関係者の一
体的な協力のもとに施策を策定・実行する体制が構築され、地域公共交通網の維持・確
保及び充実に向けた取組が講じられつつある。しかし、地方においては急速な人口減少・
少子高齢化等により、鉄道やバス路線の廃止･減便が行われるなど、交通事業者の努力だ
けでは地域公共交通網を維持・確保することが困難となっており、
国及び地方が連携し、
速やかに取組の強化を図ることが必要である。
以上のような認識の下、社会資本の地域間格差是正の観点を踏まえ、特に下記の措置
について速やかに実行することを求める。
記
１ 「地方創生回廊」の早期実現
地方創生に不可欠な基盤の地域間格差の解消を図るため、高速道路、リニア中央新幹
線、整備新幹線等の整備促進、地方空港の機能強化及び鉄道未整備地域における鉄軌道
の新規整備に加えて、地方創生回廊中央駅構想の具体化を図るとともに、新幹線の基本
計画路線を整備計画路線へ早期に格上げすることにより、国土のミッシングリンクを早
期に解消し、地方と地方をつなぎ、それぞれの地域の特色のある発展を支える「地方創
生回廊」を早期に実現すること。
２ 地域公共交通網の維持・確保及び充実
地方創生回廊の効果を最大限に発揮させるとともに、活力ある地域社会を実現するた
め、公共交通機関の利便性向上や交通事業者の生産性向上等、地域や交通事業者が効果
的な取組を推進できるよう所要の支援を講じ、地域住民の移動手段として必要不可欠な
地域公共交通網の維持・確保及び充実を図ること。
３ 予算の確保及び地方財政措置
「地方創生回廊」の早期実現や地域公共交通網の充実に必要な予算総額の確保を図る
とともに、地方負担に対する財政措置を講ずること。
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地域経済の好循環の拡大に向けた提言

○

《地域の働く環境を整える》

《地域の経済を支える》

働き方改革と雇用の創出

中小企業・小規模事業者の
振興対策

地方の人口減少等が進行する中、労
働力不足の一層の深刻化による地域経
済の停滞が懸念

全ての人が働きやすく、いきいきと働き
続けることのできる環境の整備が必要
【提言事項】
・全ての人が働きやすい環境の整備
・農林水産業や観光関連産業等における担い
手・専門人材の育成・確保
・産業振興と一体となった良質で安定的な雇用
の創出

○

○

人口減少・少子高齢化の進行により、
地域経済の中核を担う中小企業・小規
模事業者が直面する深刻な人手不足や
後継者難は経済成長の制約要因

地域経済を支える中小企業・小規模
事業者の生産性向上が必要
【提言事項】
・中小企業・小規模事業者の生産性向上
・資金繰り対策
・中小企業・小規模事業者に対する支援策及び
支援体制の充実・強化
・専門的な人材の地方への呼び込み
・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
・商店街の活性化と空き店舗対策
・地域イノベーションの創出

《地域の基盤を整備する》

《地域の競争力を強化する》

農林水産業の振興

国際経済環境への対応

気候変動や担い手不足・高齢化など、
取り巻く状況が厳しさを増す農林水産
業の成長産業化、農山漁村の活性化が
課題

地方創生の中核となる
強い農林水産業の実現が必要
【提言事項】
・「農林水産業・地域の活力創造プラン」に即
した施策の推進
・強い農業と活力ある農村の実現
・水産業及び林業の基盤整備の推進
・安定した農林水産業経営の確立
・農林水産業における所得向上と成長産業化
・輸出の円滑化に向けた環境整備
・競争力向上による輸出促進
・主要農作物の種子生産に関する財源の確保

○

日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ１１など国際
貿易交渉の合意に伴い、関税の引き下
げなどによる国内農林水産業への影響
が懸念

いかなる国際経済環境にあっても
農林水産業の持続的な発展が必要
【提言事項】
・国際貿易交渉の合意に伴う農林水産業等へ
の影響の検証と、地域への丁寧な説明
・「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づ
く、農林漁業者の体質強化や経営安定、輸
出拡大のための予算の確保
・重要品目をはじめ、農林水産物等に対する
必要な国境措置の確保
・対日直接投資の更なる促進

人口減少の克服と地域経済の好循環の拡大
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10 地域経済の好循環の拡大に向けた提言
我が国の経済は、世界経済が緩やかな成長を続ける中で、金融財政政策や成長
戦略といったアベノミクスの取組などを通じて、景気拡大がいざなぎ景気の 57 か
月を超え、戦後２番目の長さとなるなど、企業収益は過去最高を記録するととも
に、雇用情勢が改善傾向にあり、経済の好循環が実現しつつある。
一方で、人手不足だが「賃金が上がらない」
、企業収益は改善しているが「景気
回復の実感に乏しい」といった声もあることから、経済の好循環を地域の隅々ま
で波及させることで、政府が目指す３％まで賃金上昇を図り、経済成長の実感に
つなげる必要がある。
地域を支える人材や将来を担う若者が生涯を通じて安心して働き続けることが
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。
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。
国においては、働き方改革の着実な推進や様々な社会課題を解決するＳｏｃｉ
ｅｔｙ５．０の実現を目指した取組の推進はもとより、大胆な規制改革、地域の
実情に応じてきめ細かな対応が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あふれた地域の創出に取り組むべきである。
アベノミクスの成果を地域の隅々にまで行きわたらせ、地域経済の好循環を拡
大し、地方創生の流れを加速するためには、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い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 働き方改革と雇用の創出について
（１）全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、
若者・女性・障がい者・高齢者など、全ての人が働きやすく、働き続けること
のできる環境を整備するため、子育て・介護・闘病支援の取組や障がい者・高
齢者の雇用促進のための取組への支援の充実、非正規労働者の正規雇用化、
有期契約労働者の無期転換、同一労働同一賃金の実現による非正規雇用労働
者の処遇改善、最低賃金の引上げなどの施策を更に進めるとともに、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して、長時間
労働の是正や、勤務間インターバル制度の普及、柔軟な働き方の導入促進な
どに向けた取組を一層進めること。
また、企業の収益力を高め、労働者の処遇や就業環境の改善等につなげる
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ため、その前提となる企業の生産性向上などによる経営基盤の強化に向けた
取組を支援する施策を充実させること。
（２）農林水産業や観光関連産業等における担い手・専門人材の育成･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・専門人材の
育成・確保や雇用条件の改善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え、
地域活性化雇用創造プロジェクトの継続及び海外からの需要を取り込み雇用
を創出する事業を対象とするといった拡充など、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つながる取組を行うこと。
２ 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）中小企業・小規模事業者の生産性向上
深刻な人手不足に直面している中小企業・小規模事業者に対し、人手の確
保に関する支援を図るとともに、ＡＩ・ＩｏＴ等ＩＣＴを活用した生産性向
上、経営基盤強化、新商品開発等の取組への支援や、ＩｏＴ設備等の利用を促
進する産業支援機関などへの支援を充実し、中小企業・小規模事業者の生産
性の向上を進めること。
また、中小企業・小規模事業者の情報化を推進するパートナーである、地域
のＩＣＴ企業の振興及び関連する人材の育成を更に進めること。
（２）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などにより厳
しい経営環境にある中小企業・小規模事業者の実態を踏まえ、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。
（３）中小企業・小規模事業者に対する支援策及び支援体制の充実・強化
地域における事業活動の維持・発展や経済の活力向上を図るため、資金面
の助成のほか、計画策定から試作品開発、販路開拓までの一貫した支援や、経
営者の高齢化や後継者難といった課題を抱える中小企業・小規模事業者の事
業承継の円滑化に向けた支援の一層の充実強化を図るとともに、市町村や金
融機関などと連携した女性や若者などの創業を促進すること。
特に、日本経済の待ったなしの課題である事業承継の円滑化については、
先般行われた税制の抜本拡充に加え、事業承継ネットワーク等地域が一丸と
なった取組に対する財政的支援の拡充・強化、個人事業者の事業用資産に係
る相続税及び贈与税の負担軽減を図るとともに、
「経営者保証に関するガイド
ライン」の一層の浸透、定着を図ること。
また、地域においてこれらの支援を実施する商工団体の経営指導体制も併
せて充実強化すること。
（４）専門的な人材の地方への呼び込み
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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、国として地方への環流数について具体
的なＫＰＩを設定するとともに、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。
（５）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。
（６）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。
（７）地域イノベーションの創出
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・観光・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。
３ 地域社会の基盤となる農林水産業の振興について
（１）
「農林水産業・地域の活力創造プラン」に即した施策の推進
「農林水産業・地域の活力創造プラン」に盛り込まれた「農業競争力強化プ
ログラム」に関する施策の実施に当たっては、多様な農業者が将来に向けて
意欲と希望を持って営農に取り組んでいけるよう、各地域の農業・農村の実
情を十分に踏まえること。
（２）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る農地集積・集約化及び優良農地の整備の推進や、
ＩＣＴ・ロボット技術を活用したスマート農業の推進などによる農業の生産
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や、中山間
地域等における農業・農村の維持・発展に不可欠な鳥獣被害防止総合対策や
荒廃農地解消について、国の財政的支援を充実させること。
（３）水産業及び林業の基盤整備の推進
水産物の安定供給体制の確立、漁港施設の高度衛生管理対策及び防災・減
災対策等を進める水産基盤整備や老朽化した漁船の代船建造、さらには、森
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林の多面的機能の持続的な発揮及び林業の成長産業化に資する森林整備や木
材加工流通施設整備などを計画的かつ着実に推進すること。
（４）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及び自然災害での被災に左右されな
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、新たなセーフティネットである収入保険制度の効果的かつ円滑な
実施や漁業経営セーフティネット構築事業の拡充及び資金繰り円滑化支援の
充実など、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。
（５）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、観光関連産業など他産業と
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。
（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及び空港の物流機能の充実強化をは
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の明確化や対応の促進、ＧＬＯＢＡＬ Ｇ．Ａ．Ｐ
等の国際的な認証取得の推進、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、ハラールなど海外の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、高い技術力を活かした多彩で芸術品とも言うべき高品
質な農林水産物の生産、農林水産品の生産コストの低減、加工食品の生産技術
の試験研究・開発の促進など、競争力の向上による輸出促進などを進めること。
（８）主要農作物の種子生産に関する財源の確保
主要農作物種子法については、本年４月１日付けで廃止になったが、都道
府県が今後も継続的に主要農作物の種子の生産及び普及に取り組むことがで
きるよう、その財政需要について、引き続き地方財政措置を確保すること。
４ 国際経済環境への対応について
（１）経済連携協定等への適切な対応
日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ１１など国際貿易交渉の合意に伴う、農林水産業
等への影響を継続的に検証するとともに、地域の関係者等に対して、引き続
き丁寧な説明を行うこと。
また、農林漁業者が希望を持って経営に取り組めるよう、
「総合的なＴＰＰ
等関連政策大綱」に基づき、体質強化や経営安定、輸出の拡大に向けて十分な
予算を確保するなど、万全な対策を講ずるとともに、いかなる国際貿易交渉
にあっても国内の農林水産業が再生産可能となり、持続的に発展できるよう、
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重要品目をはじめ、農林水産物等に対する必要な国境措置を確保すること。
米国が検討している輸入自動車及び自動車部品の関税が引き上げられた場
合、日本の自動車メーカーや自動車部品関連企業に多大な影響があり、地方
の経済への悪影響が懸念されることから、政府は各国とともに貿易秩序維持
に全力で取り組むこと。さらに、米国との新貿易協議（ＦＦＲ）に当たって
は、日本の産業競争力強化につながるよう、強い姿勢で交渉に臨み、詳細な協
議内容の情報を速やかに明らかにすること。
（２）対日直接投資の更なる促進
我が国の持続的な成長を実現するには、対日投資を促進させ、イノベーシ
ョンにより新たな産業を創出するとともに、地域と一体となって地域の発展
に貢献できる優れた技術や人材・資金等を世界から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、人材あっせん等の機能を担い、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として、全国各地の日本貿易振興機
構（ＪＥＴＲＯ）の機能強化を図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。
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11 中小企業の事業承継支援に係る緊急宣言
中小企業・小規模事業者（以下「中小企業」という。
）は、地域の経済や雇用、
住民生活を支える重要な存在であり、多様な技術・技能の担い手である。
しかしながら、近年、黒字であっても後継者難を理由に多くの企業が廃業してお
り、また、2025 年までに 70 歳を超える中小企業の経営者のうち約半数は後継者未
定となっている。
国の試算では、現状を放置すると、廃業の急増により 10 年間の累計で約 650 万
人の雇用、約 22 兆円のＧＤＰが失われる可能性があるとしており、
「大廃業時代」
到来のおそれがある。また、伝統工芸や地場産業の廃業による技術・ノウハウの喪
失は、地域経済の問題にとどまらず、文化も含めた国家的な損失となってしまう。
経営者の高齢化と後継者難に伴う事業承継問題は、今まさに、日本経済の「待っ
たなし」の課題となっており、価値ある企業の廃業による雇用や技術の喪失を何と
しても食い止めなくてはならない。そして、事業承継を契機に経営革新、事業転換
を図り、企業価値を高めていく必要がある。
一方で、事業承継は中小企業の私的な問題とされ、課題が顕在化しにくいが、中
小企業の廃業やそれに伴う雇用、技術の喪失は、地域存続に関わる重大な危機であ
る。地域の将来に責任を持つ我々は、
「事業承継問題の解決なくして、地域経済の
再生・持続的発展なし」との認識のもと、地域の総力を結集して、円滑な事業承継
に向けた対策を強化していかねばならない。
平成 30 年度税制改正においては事業承継税制が抜本拡充され、また、今年度中
には、独自に取り組む県を含めると全ての都道府県において事業承継ネットワーク
が組成される。まさに、平成 30 年度は事業承継支援の新たなスタートに当たる年
であり、このネットワークにより全国各地で本格的な支援が開始されることとなる。
この機会に、我々は中小企業の円滑な事業承継を実現し、地方、そして日本が今
まさに直面している危機を乗り越えるため、以下の事項に取り組むことをここに宣
言する。
１ 地域の総力を結集した取組の全国展開
事業承継は中小企業の私的な問題だけではなく、地域の存続に関わる重大な危
機である。地域の将来に責任を持つ我々はリーダーシップをフルに発揮し、地域
の実情を踏まえ、官民の政策やあらゆる知恵を総動員した取組を全国各地で展開
し、この危機を乗り越えていく。
２ 事業承継の集中支援
団塊の世代の経営者の大量引退期を迎える今後 10 年間において、中小企業の
経営者の円滑な世代交代・事業承継に向けて、我々は、承継の準備段階から承継
後の成長段階まで切れ目のない支援に集中的に取り組む。
３ 国との協力等
「地方が元気になれば、国が元気になる。地方の活力が日本の活力を生む」こ
とは自明の理であり、中小企業の事業承継問題は、まさに日本経済の危機である。
この認識のもと、我々は、国に対し、事業承継支援にかかる予算措置や個人事
業者に対する税制拡充などの早急な実施を求め、これを通じ、地方と手を携え、
この危機に本気で取り組むことを求める。
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12 成年年齢引下げに対応する
若年者への消費者教育の推進に向けた緊急提言
本年６月２０日、成年年齢を１８歳に引き下げる「民法の一部を改正する
法律」が公布され、２０２２年４月１日から施行される。
本法施行後は、１８歳、１９歳の若年者は自立した社会の一員として扱わ
れる反面、「未成年者取消権」を喪失することとなり、消費者被害を受ける
可能性が高まるおそれがある。
国の将来を担う若者は、地域の宝でもあり、若年者を消費者被害から守り、
育てることは、国と地方が一体となって取り組む施策として、一層推進する
必要があると認識している。
また、国においては、本年２月、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁
が連携し「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を
決定し、高等学校等における消費者教育の推進施策として、消費者庁作成の
教材「社会への扉」を活用した授業を２０２０年度までに全国で実施するよ
う、地方に促しているところである。
更に、本年３月に変更された、消費者教育の推進に関する基本的な方針に
おいて、国における当面の重点事項として「若年者への消費者教育」が示さ
れた。
その一方で、今年度の地方消費者行政交付金の総額は大幅に減じられたと
ころである。
これらを踏まえ、法改正による若年者の消費者被害を防止・救済するとと
もに、自主的かつ合理的に行動する自立した消費者を育成するため、次のこ
とを要請する。
記
１

２０２２年の法施行に向け、国民、特に若年者に対して、法改正に伴う
課題やその対応策について十分に周知を図ること。

２

高等学校等における実践的な消費者教育を推進するため、外部講師の活
用促進や教員等を対象とした指導者向け研修の充実を図ること。

３

「社会への扉」を活用した授業の実施等の取組及び地方の実情に応じた
若年者向け消費者教育の取組に対して、交付金の総額確保はもとより補助
率のかさ上げなど、積極的な財源支援措置を講じること。

- 73 -

- 74 -

○「政治分野における男女共同参画の推進に関す
る法律」 の成立・施行（H30年5月）
⇒ 強制力なく、実効性は不透明
○衆院の女性議員の割合は10.1％で、国際的にも
低水準 （193カ国中157位）

（３） 進まない女性の政治参画

・夫の転勤

Ｈ27
907
東京都
693
4県
214

Ｈ28
932
東京都
714
2県
218
Ｈ29
958
東京都
737
8県
221

出典：厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧

Ｈ26
888
東京都
677
7県
211

（単位：円/時間）

都市部への人口流出に拍車

同じ仕事をしても、
賃金に格差がある

○地域間格差の拡大につながっているランク制度を廃止し、全国一律の最低賃金制度の実現
○非正規雇用労働者の育児休業の取得促進など、就業環境の整備に向けた支援の拡充
○女性の就業拡大を阻む税制・社会保障制度の見直し
等

【提言 (３)】 女性の非正規雇用労働者が多い！非正規雇用労働者の正社員化の促進、待遇の改善

最上位と最下位の差

最下位

最上位

Ｈ24
850
東京都
652
2県
198

・最低賃金の地域格差の状況

★都市部と地方の最低賃金の格差は、広がる一方

★男性の非正規雇用者は約２割であるのに対し、女性は６割近くが非正規雇用

71.5％
724社
0.02％

計画策定割合
300人以下の企業
計画策定割合

0.1％

4,56８社

99.6％

16,034社

平成３０年３月

出典：厚生労働省資料

0.06％

2,788社

99.9％

15,825社

平成29年３月

★300人以下の企業での
一般事業主行動計画
策定は、0.1％程度

１

○女性活躍推進法の施行後３年の経過による同法附則に基づく規定の検討と早期見直しの実施。一般事業
主行動計画の策定の義務付けを従業員101人以上の企業への拡大＜一部新規＞会長
○男女がともに自ら望む形で活躍し、仕事と育児を両立できるための支援＜新規＞
○男女がともに、ワークモチベ－ションを持ち続けるための支援策の検討＜新規＞
○女性の管理職・役員への登用促進（キャリアアップや資格取得の長期休暇制度の導入等）＜一部新規＞
○女性の起業支援（起業から運営までのワンストップ相談支援の整備・財政面の援助等 ）＜一部新規＞等

【提言 (４)】 女性も活躍できる職場環境の整備、起業の支援

11,068社

301人以上の企業

平成28年４月

・女性活躍推進法に係る計画策定届出状況

○特定不妊治療の助成額引上げや助成回数上限の緩和、一般不妊治療への助成、不妊治療の保険適用
化、不妊治療体験者の交流・情報交換の場の設置支援、不妊治療に対する国民の理解の醸成＜新規＞
○育児休業中のスキルアップや早期の職場復帰をサポートする企業・団体への支援＜新規＞ 等

○「健康経営」に取り組む中小企業に対する奨励金の交付＜新規＞
○働き方改革やワーク･ライフ･バランスの推進、時間外労働の縮減、働きやすく活躍できる環境づくり
○治療と仕事の両立等に向けた、年次有給休暇の時間単位での取得促進する法定要件の緩和＜一部新規＞等

出典：三菱UFJﾘｻｰﾁ&
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/H28仕事
と結婚の両立支援に
関する実態把握調査

37.1%

12.9%

【提言 (２)】 妊娠・出産・子育てと仕事の両立のための制度の充実 ＜一部新規＞

出典：内閣府／仕事と生活の調和レポート2016

・仕事を続けたかったが、仕事と
育児の両立の難しさでやめた
22.5％
・解雇された、退職勧奨された
8.4％
・やりがいが感じられなくなった
（なりそうだった） 6.2％

※ 出産前有職者を
100とした場合の割合

12.9% 30.3%
・家事育児のため
・その他
自主的にやめた
21.3%

【提言 (１)】 ワーク･ライフ･バランスの推進と、従業員の健康づくりに戦略的に取り組む「健康経営」の
促進 ＜一部新規＞

従業員の創造性の向上

生産性の向上

・社会的信用の
失墜！

出典：経済産業研究所「研究プロジェクト」

企業イメージの向上

医療費の節減

・経営に悪影響！

・生産活動の
低下！

効果的な「健康経営」がが
実践できる環境整備

・特にない

・妊娠・出産前後に退職した理由

○2016年度、都道府県労働局に寄せられた
セクハラ相談件数は、約7,500件
○固定的性別役割分担意識や、性差に関する
偏見・様々な社会制度の慣行が顕在
○「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」「パタハラ」等

★出産前に働いていた女性
のうち、第１子出産後に
退職する人が約半数
（46.9％）※

・子どもの出生年別第1子出産前後の妻の就業状況

提言の概要

（４） ） 改善しないハラスメント風土

～男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・介護を共に担う幸せな社会を～

○育児と介護を同時に行う「ダブルケア問題」
が深刻化： 推計人口約２５万人
○介護や看護で離職・転職する人は、毎年
約１０万人。その８割が、女性

（２） 出産、子育てだけでなく、
「介護」を理由とした離職者の増加

★メンタルヘルス休職者比率の
上昇した企業は、それ以外の
企業と比べて、売上高利益率
の落ち込みが大きい。

・メンタルヘルス休職者比率と利益率との関係

課題解決に向けた１１の提言

○女性の非正規雇用率は、男性の２．５倍
以上 ： 女性55.5％、男性21.8％
○不十分な男性の育児参画（取得率:5.14%）
○ひとり親世帯の過半数が貧困

（１） 女性が就労し、継続する環境の
未整備

◆ 直面する重点課題

女性の活躍～ウーマノミクス～加速で地方創生・日本再生
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1:23

家事関連全体時間
うち育児の時間

2:58

2:46

2:30

3:00

3:21

出典：内閣府/Ｈ29男女共同参画白書

0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30

0:49

1:00

0:40

0:59

1:07

1:13

3:12
10.0
32.8

40%

60%
出生あり

87.1

79.7

59.2

20%
出生なし

80%

100%

出典：厚生労働省/H27第14回21世紀成年者縦断調査

６時間以上

４～６時間未満

２～４時間未満

２時間未満

家事・育児時間
なし

0%

・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

★夫の家事・育児時間が多いほど、第２子以降の
出生が増える

（181万円）

２００万円

（223万円）
(H30年3月 「こども食堂安心・安全向上委員会」調査)

◆ 子ども食堂は、全国で２，０００ヶ所を超える
地域で開設
・人口の多い首都圏に多く、地域格差が見ら
れる
・資金繰りが厳しく、食中毒や事故に備えた保
険に加入していない食堂が多い

・子ども食堂の現状と課題

出典：厚生労働省/H28国民生活基礎調査の概況

★ひとり親世帯の貧困率は約50.8％で、
過半数を占める状況が続いている。

10.1%

14.9%

9.9%

市区議会

町村議会

参画状況は、
国・地方とも、
低い状況

★女性の政治

出典：総務省「地方公共団体の議会議員及び長の
所属党派別人員調等」（H29.12.31現在）

10.1%

都道府県議会

＜地方議員＞

（出典：内閣府/女性の政治参画マップ2018）

１９３か国中、１５７位。低水準。

衆議院

・女性の政治参画の状況

26.3％
32.0％
17.0％

ｶﾅﾀﾞ

ｲｷﾞﾘｽ

韓国

・女性の再就職にあたっ
てのキャリア形成上の課
題は、配置される職場・
職種・業務内容の限定

・ハローワークにおけるマ
ザーズコーナーの設置
割合は、35.7％

H
20

17100

71500

80.8

21

16100

65700

80.2

23

18400

65900

78.3

24

19900

81200

80.3

29

24000

75000

75.8

0.0
（％）

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

出典：総務省/H29就業構造基本調査

22

20900

77700

78.8

年間約10万人
約８割が女性

女性

男性

0

50,000

167,500
100,000
150,000
200,000
出典：総務省/H24就業構造基本調査

（人）

85,400

ダブルケアを行う者の推計人口

・介護と育児のダブルケアを行う者は、
約２５万人。女性は男性の約２倍
・30代、40代がその８割を占め、男性
の９割、女性の半数は「仕事が主」
とする有業者

出典：世界経済ﾌｫｰﾗﾑ｢ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ｷﾞｬｯﾌﾟ報告書｣

２０１７年の日本の順位は、１４４か国中、１１４位。 ２００６年開始以来、過去最低。
・政治：１２３位 （２０１６年 １０３位） ⇒ 「政治分野」のみ順位下がった
・経済： １１４位 （ 〃
１１８位）
・教育： ７４位 （２０１６年 ７６位）

・ジェンダー・ギャップ指数の現状

○介護離職ゼロに向けた介護休業中の社会保険料の免除、介護休業代替要員の確保に対する支援
＜一部新規＞
○事業主及び雇用者の双方に対する介護休業・助成金等制度の周知促進＜新規＞
○介護の相談窓口設置など、従業員の介護と仕事の両立支援に取り組む企業への支援の充実＜新規＞
○「ダブルケア問題」に対応する「ダブルケア相談窓口」の設置等の両立支援策の創設＜新規＞
等

【提言 (８)】 介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援＜新規＞

0

20000

40000

60000

80000

100000

（人）
120000

・介護・看護を理由に
離職・転職した人数

○すべてのハローワークへのマザーズコーナー等の設置、地方が行う女性対象のワンストップ就労相談窓口への支援
○ハローワークにおける、個別に再就職を支援する就職支援ナビゲーターの配置の拡大
○スキルアップ研修、短時間訓練・託児サービス付き職業訓練など、再就業を支援する研修・職業訓練の拡充

【提言 (6)】 子育てしながら再就業を希望する女性が、就業できるまでのサポート制度の構築

経済成長
→ 労働力人口の増加！
→ 優秀な人材の確保！
→ 新たな財・サービス
の創出！

★女性の労働参加率が2030年までに男性と同じレベルになると、GDPは約20％上昇 ＜OECD(2015年4月）＞

1

２

○自治会長、町内会長等への女性の就任を促進する政府主導によるポジティブキャンペーンの展開＜新規＞
○「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の周知徹底と、政党やその他団体における男女の候補者数の均等（クオータ
制の導入等）や目標設定等の義務化による実効性の確保、主権者教育の推進＜新規＞
○地方議会における妊娠・出産・育児・介護と議員活動の両立を支援する環境の整備に対する支援＜新規＞
○就業している世代の地域活動への参加を促進する休暇制度の創設＜新規＞

【提言 (９)】 地域や政治分野における女性の活躍のためのポジティブアクションを展開し、男女の割合を均等に＜新規＞

の４倍以上

★日本(10.1％)

（出典：内閣府/女性の政治参画マップ2018）

30.7％

39.0％

ﾄﾞｲﾂ

ﾌﾗﾝｽ

41.4％

43.6％

ｽｳｴｰﾃﾞﾝ

ﾉﾙｳｴｰ

女性の参画率

国名

・クオータ制導入先進国の女性議員割合

○就職に有利な資格取得に向けた給付金及び資金貸付制度の充実＜新規＞
○子ども食堂など生活・学習支援を行う子どもの居場所づくりの設置・運営に向けた支援＜新規＞

【提言 (７)】 ストップ貧困！ひとり親世帯が安定的に就業し、経済的に自立できる支援を＜新規＞

母子世帯の平均年間就労収入は、父子世帯の約１／２

（360万円）

３９８万円

（380万円）

４２０万円

６．４％（8.0％）

４３．８％（47.4％）

２４３万円

８５．４％（91.3％）

（22.3万世帯）

（123.8万世帯）

８１．８％（80.6％）

１８．７万世帯

１２３．２万世帯

出典：厚生労働省/H28全国ひとり親世帯等調査結果

（母又は父自身の就労収入）

④ 平均年間就労収入

（母又は父自身の収入）

③ 平均年間収入

うち、パート・アルバイト等

② 就業状況

① 世帯数

父子世帯

母子世帯

★母子世帯の８割以上が就業し、ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等が４割を超えている。
・母子世帯・父子世帯の現状（H28年11月現在） ( ):H23調査結果

○政府主導によるイクボス、イクメンの推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、男性の家事・育児参画促進による
「第２子の壁」の突破＜一部新規＞
○育児休業の一定期間を父親に割り当てる「パパ・クオータ制」の導入＜一部新規＞
等

【提言 (５)】 「第２子の壁」突破のため、男性の家事・育児への参画を促進 ＜一部新規＞

(時間)

日本

米国

英国

フランス

ドイツ

スウェーデン

ノルウェー

日本は、先進国の中で最低レベル

（１日当たり）

・6歳未満の子どもを持つ夫の家事・育児関連時間
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0

33.5

50

70.4

45.3

47.2

100

7.5

21.8

4.6

40.8 8.2

18.9

9.0

2.4

14.4
5.4

29.7

47.4

わからな
い

平等

男性の方
が優遇さ
れている

女性の方
が優遇さ
れている

（１１，２８９件）

それ以外
５６．１％
(１６５件)
（１２９件）

セクシャル
ハラスメント
４３．９％

都道府県労働局長による
紛争解決の援助の申立受理
件数

出典：厚生労働省/H26都道府県労働局雇均室での法施行状況

それ以外
５４．６％
（１３,６０４件）

セクシャル
ハラスメント
４５．４％

労働局への男女雇用機会均等
法に関する相談件数

■ 全国の労働局への相談件数のうち、
セクシャルハラスメントに関する事案が４割超

■ 働く女性の６割超が、「仕事に影響するから」と、我慢

・セクシャルハラスメントの状況

２億円

２．５億円

２億円

３億円

３億円

４億円

１．２５億円

5/10

5/10

8/10

8/10

8/10

8/10

10/10

1,000万円

1,000万円

1,600万円

1,600万円

1,600万円

1,600万円

500万円

250万円

250万円

400万円

400万円

400万円

400万円

500万円

都道府県
市町村
交付限度額 交付限度額

※H25年度補正予算は
「地域女性活躍加速化交付金」

国庫負担
割合
取組み内容

7585万円

5億9472万円

10億1001万円

16億8394万円

一般財源

３７

農業分野における活躍推進

１２

女性の就業継続

２４

３７

女性の就業・再就業支援

女性の起業支援

４０

真の「男女共同参画社会」を実現！

Ⅳ あらゆるハラスメントを社会から払拭し、

豊かな社会づくりを実現！

Ⅱ 女性の潜在的な能力を十分に発揮し、

～ 男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・介護を共に担う幸せな社会を！ ～

個人も幸せ！
社会も幸せ！

○地域女性活躍推進交付金の国庫負担割合を１０/１０に復元し、十分な財源を確保
地方の実情に即し継続事業についても交付対象とするなど、柔軟で使いやすい運用（手続きの簡素化、
市町村への直接交付等）
○地域の実情に合わせた独自施策の展開を継続的に可能とする「女性活躍応援基金（仮称）」の創設

３

2億 813万円

8億1074万円

5億4795万円

16億5322万円

4億6337万円

女性の就業に関する活躍の支援：約３７億円

２１

１０

３９

女性の登用・キャリア向上・職域
拡大

Ⅱ

男性の家事・育児・介護への
参画促進

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

ワーク・ライフ・バランスの推進に
向けた環境の整備

２２

都道府
県数

ワーク・ライフ・バランスの推進：約３４億円

長時間労働を是正するための
働き方の見直し

Ⅰ

・都道府県における一般財源による取組状況

【提言 (11)】 重くなる地方の負担！ 女性活躍の推進に、政府と地方が一体となって、
本気で取り組むための十分な財源の確保を！

・都道府県は、約７１億円を
投入！
国の交付金は、２億円！

H30年度当初

Ｈ29年度当初

2次補正

Ｈ28年度補正

Ｈ27年度補正

Ｈ26年度補正

Ｈ25年度補正

予算額

★国庫負担割合・交付限度額とも、減少。

・女性活躍推進交付金の予算額の推移

女性の活躍促進～ウーマノミクス～加速で地方創生・日本再生

Ⅲ 女性の政治参画を拡大し、男女の
意見が均等に反映された社会を実現！

Ⅰ 働きやすい、柔軟で多様な働き方を
推進し、出産・子育て・介護と仕事の
両立を実現！

以上の提言により、叶える４つの実現！！

○固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消に向けた教育・広報・啓発などポジティブキャンペーン
の展開、定期的なハラスメントに関する全国調査の実施と状況分析＜新規＞
○真の男女共同参画社会を実現するため、社会制度・慣行の見直しや、あらゆるハラスメントの法整備も含めた
防止策の実施＜新規＞
○男女共同参画に関する正確な統計調査の実施と、都道府県別データの把握・公表＜新規＞

【提言 (10)】 女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進＜新規＞

出典：内閣府/H28男女共同参画社会に関する世論調査

（％）

地域活動の場

11.8

3.2

5.7

66.4

73.4

56.6

43.5

16.0

2.3

3.2

4.7

6.7

社会通念・慣習・…

法律・制度上

政治の場

学校教育の場

職場

家庭生活

★｢政治の場」等で、男性の方が「優遇」と感じている。

・女性の政治参画の状況

〜

〜

〜男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・
介護を共に担う幸せな社会を〜

平成３０年７月
全 国 知 事 会
（全国知事会

男女共同参画プロジェクトチーム）

はじめに

女性の活躍〜

〜で、地方を創生し日本を再生する！！

○ 人口減少による労働力不足が深刻化しており、日本の経済成長を阻害する要因となっています！
我が国の生産年齢人口は、この１０年で約７００万人減少し、労働力不足による経済全体の縮小や地域活力の
低下など、このままでは日本社会の活力が失われてしまいます。

○ 女性も能力を発揮し、いきいきと活躍するためには、就業機会や賃金・処遇など労働環境の改善が
必要不可欠です！
政府と地方のこれまでの取組みにより、子育て世代の女性の就業率は年々上昇しているものの、第１子出産後
に離職する女性がいまだ５割近くおり、就業を継続し活躍するためには、多様で柔軟な働き方を可能とする職場
環境の整備や態勢が不十分です。

○ 働き方の見直しと意識改革を強力に進めていかなければなりません！
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、家庭や地域生活等と両立できる社会を実現するために
は、働き方の見直しと男女共同参画に関する意識改革をしっかり進めていく必要があります。

○ 政府と地方が一体となって、本気で取り組むことが重要です！
女性も活躍できる社会づくりを強力に前進させるために、予算をしっかり確保し、政府と地方が一体となって
実効性のある施策に取り組むことが、地方を創生、日本の再生につながります。

全国知事会

男女共同参画プロジェクトチーム・リーダー
山形県知事

吉村

美栄子
11
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Ⅰ

直面する重点課題

（1） 女性が就労し、継続する環境の未整備
○少子高齢化による生産年齢人口の減少
○女性が活躍できる職場環境が十分に整っていない
○女性の非正規雇用比率は、男性の2.5倍以上
：女性55.5％、男性21.8％（H29年労働力調査）
○正社員と非正社員の賃金格差は、いまだ3割以上の開きが存在
○不十分な、男性の育児参画（男性の育児休業取得率 5.14％）（H29年度雇用均等基本調査）
○ひとり親世帯の過半数が貧困

出典：総務省

（２） 出産、子育てだけでなく、「介護」 を理由とした離職者の増加

800
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408万人

400

256万人

0
2000

2004
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2016

出典：厚生労働省/介護保険事業状況報告

％
50

国会議員に占める女性割合の推移国
ｽｳｴｰﾃﾞﾝ

40

ﾄﾞｲツ

30
韓国

20

日本
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0
年

（H29年12月31日現在））

1975 1990 2000 2010 2017 出典：ＩＰＵ資料
相談件数

（４） 改善しないハラスメント風土
○2016年度、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談件数は、約7,500件
○固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や様々な社会制度の慣行が
顕在
○「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」「パタハラ」等

Ⅱ

467万人

200

（H24年就業構造基本調査）

○選挙で男女の候補者をできるだけ均等にする「政治分野における男女共同参
画推進法」が成立、施行（H30年5月23日） → 強制力なく、実効性は不透明
○衆院の女性議員の割合は10.1％で、国際的にも低水準（193か国中157位）。
都道府県議会で10.1％、市区町村議会は13.1％ （内閣府/女性の政治参画マップ2018、総務省/地方
公共団体の議会議員及び長の所属党派別人員調等

620万人

560万人

○要介護・要支援者は、年々増加 （H27年度：約620万人）
○晩婚化・晩産化による、育児と介護を同時に行う「ダブルケア問題」が深刻化
：推計人口 約25万人（H28年4月 内閣府調査）
○介護や看護で離職・転職する人は、毎年約10万人。その８割が、女性

（３） 進まない女性の政治参画

要介護・要支援者数の推移国会

性差別
妊娠等不利益取扱い
妊娠等ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
セクハラ
母性健康管理
その他
％

7,526

0

40
40

20

出典：厚生労働省/H28年度都道府県労働局雇均室
での法施行状況

提言テーマ

女性の活躍 ~ ウーマノミクス ~ 加速で地方創生・日本再生
〜男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・介護を共に担う社会を〜

≪課題解決に向けた11の提言≫
提言（１）

ワーク・ライフ・バランスの推進と、従業員の健康づくりに戦略的に取り組む「健康経営」
の促進 ＜一部新規＞

提言（２）

妊娠・出産・子育てと仕事の両立のための制度の充実 ＜一部新規＞

提言（３）

女性の非正規雇用労働者が多い！非正規雇用労働者の正社員化の促進、待遇の改善

提言（４）

女性も活躍できる職場環境の整備、起業の支援

提言（５）

「第２子の壁」突破のため、男性の家事・育児への参画を促進 ＜一部新規＞

提言（６）

子育てしながら再就業を希望する女性が、就業できるまでのサポート制度の構築

提言（７）

ストップ貧困！ひとり親世帯が安定的に就業し、経済的に自立できる支援を ＜新規＞

提言（８）

介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援 ＜新規＞

提言（９）

地域や政治分野における女性の活躍のためのポジティブアクションを展開し、
男女の割合を均等に ＜新規＞

提言（１0） 女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進 ＜新規＞
提言（11） 重くなる地方の負担！女性活躍の推進に、政府と地方が一体となって、本気で取り組む
ための十分な財源の確保を！
２３
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２

【提言(１)】ワーク･ライフ･バランスの推進と、従業員の健康づくり
に戦略的に取り組む「健康経営」の促進＜ 一部新規 ＞
① 「健康経営」に取り組む中小企業に対する奨励金の交付

新規

② 長時間労働の是正をはじめとした働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進、時間外労働の縮減、働きやす
く活躍できる環境づくり
③ フレックスタイムや短時間勤務、在宅勤務をはじめとしたテレワークなど、多様で柔軟な働き方の仕組みを導入
した企業やＩＴ利活用の促進をはじめとした中小企業等の生産性向上に対する支援の拡充 一部新規
④ 勤務間インターバル制度の義務化
⑤ 年次有給休暇の法定日数の計画的な取得の徹底
⑥ 治療と仕事の両立や地域活動などへの参加拡大に向けた、年次有給休暇の時間単位での取得を促進する法定要件
の緩和、導入促進のための奨励金の交付 一部新規
■ メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、それ以外
の企業と比べて、売上高利益率の落ち込みが大きい。

・

休職者比率 利益率

長時間労働 状況

労働人口の
大幅な減少

★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。

関係

時間

2500

効果的な「健康経営」が
実践できる環境整備

企業イメージの向上

出典：経済産業研究所「研究プロジェクト」

・生産活動の
低下！
・経営に
悪影響！
・社会的信用の
失墜！

生
産
性
の
向
上

2036

2000

従業員の
「健康づくり」
従
業
員
の
創
造
性
の
向
上

35

29.8
2021

2040
25.3
1816

1910
1500

1150

1172

医
療
費
の
節
減

パートタイム労
働者比率

25

1741

1721

1084

1033 15

1000 14.4

％

30.8
2026 30

時間

20

全体
一般労働者の
総実労働時間

10
500

パートタイム労
働者の総実労
働時間

5
0

0

Ｈ6 8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29

出典：厚生労働省/H29毎月勤労統計調査

４

【提言(２)】妊娠・出産・子育てと仕事の両立のための制度の充実
＜ 一部新規 ＞
① 保育施設整備や保育士等の人材確保・病児病後児保育・放課後児童対策を含む子育て支援サービスの充実、子
育て世代の経済的負担の軽減、地域少子化対策重点推進交付金の拡充と弾力的な運用、少子化対策を社会全体で
取組み、将来にわたり持続可能とする制度の検討 一部新規
② 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、不妊治療の
保険適用化及びがん患者の治療前精子・卵子の保存や不育症の治療に係る助成の検討、不妊治療を実施しやすい
職場環境の整備（治療日数に応じた休暇制度の創設等）、不妊治療体験者の交流・情報交換の場の設置支援、不
妊治療に対する国民の理解の醸成 新規
③ 妊娠・出産・育児等を理由とする不利益取扱い・ハラスメントの防止と指導監督の強化、育児・介護休業法に
おける育児支援制度の更なる周知徹底
④ 子の看護休暇制度の拡充、当該休暇に係る賃金減少分に対する支援制度の創設
⑤ 所定労働時間の短縮措置の就学前の子までの拡大、当該所定労働時間の短縮措置に係る賃金減少分に対する支援
制度の創設
⑥ 育児休業中のスキルアップや早期の職場復帰をサポートする企業・団体への支援

新規

⑦ 育児時間の取得時間の拡大、当該育児時間の取得に係る賃金減少分に対する支援制度の創設
⑧ 中小企業における仕事と育児・家庭との両立支援の促進を図るための支援の拡充
仕事 不妊治療 両立状況

仕事 不妊治療 両立 難

感

理由

通院回数が多い

10%

12%
＜内訳＞

35%

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

・両立して
いる

69

精神面で負担が大きい

不妊治療
人

制度 導入

休暇制度がある

48

費用等の助成制度

67
51

仕事の日程調整が難しい等
病院への移動が負担

・両立していても、
「難しさを感じて いる」
と回答

（ｎ：１４１）

その他

（ｎ：３７７）

0

10

20

30

40

50

5
16

306

特化した制度はない

36

体調・体力面の負担

10

勤務時間等の柔軟性

41

53%

社

15

通院・休息時間の制度

90%

企業

60

70

80

0

100

200

300

出典：厚生労働省／Ｈ２９『仕事と不妊治療の両立支援について』企業・労働者アンケート
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400

５

子

出生年別第１子出産前後 妻 就業状況

・共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移
★平成９年 境 共働 世帯数
専業主婦世帯数を 逆転
1,200
1,114

★出産前 働

女性
のうち、第１子出産後に
退職する人が約半数
（46.9％）※

1,129
1,114

男性雇用者と無業の妻から成る世帯

1,100

雇用者の共働き世帯

1,000

949

900
921

就業継続（53.1％）※

800

※ 出産前有職者を

687

700

100とした場合の割合

664

出典：内閣府／仕事と生活の調和レポート2016

★第１子出産後 就業 継続
女性
離職
人
46.9％。

妊娠 出産前後 退職

600

614

53.1％へ増加。

出典：内閣府／Ｈ２９少子化対策白書

理由

女性 生涯所得 違
大卒女性 生涯所得
（退職金を含む）

・特にない

12.9%

30.3%
・家事育児のため自主的に
やめた

・その他

21.3%
12.9%

・仕事を続けたかったが、仕事と育
児の両立の難しさでやめた 22.5％
・解雇された、退職勧奨された 8.4%
・やりがいが感じられなくなった（なり
そうだった） 6.2％

【提言(３)】

・夫の転勤

37.1%

逸失額

就業を継続した場合

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

１億７，７０９万円

９，９３６万円

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

４，９１３万円

２億２，７３２万円

出典：内閣府/Ｈ17国民生活白書

税収減
ＧＤＰにも影響が！
出典：三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/H28仕事と結婚の
両立支援に関する実態把握調査

６

女性の非正規雇用労働者が多い！
非正規雇用労働者の正社員化の促進、待遇の改善

① 小規模事業者に対するキャリアアップ助成金の拡充など、非正規雇用労働者の正社員化の促進、待遇の改善
② 地域間格差の拡大につながっているランク制度を廃止し、全国一律の最低賃金制度を実現。最低賃金の引上げ、
これによって影響を受ける中小・小規模事業者への支援の強化
③ 非正規雇用労働者の育児休業の取得促進など、就業環境の整備に向けた支援の拡充
④ 女性の就業拡大を阻む税制・社会保障制度の見直し
最低賃金 地域格差 状況

・非正規雇用者の状況
★男性の非正規雇用者は約２割であるのに対し、
女性 ６割近 非正規雇用

★都市部 地方 最低賃金 格差

広

Ｈ24

Ｈ27

Ｈ26

一方（単位：円／時間）
Ｈ28

Ｈ29

850
東京都

888
東京都

907
東京都

932
東京都

958
東京都

加重平均

749

780

798

823

848

最下位

652
２県

677
７県

693
４県

714
２県

737
８県

最上位と
最下位の差

198

211

214

218

221

最上位

出典：厚生労働省/地域別最低賃金の全国一覧

同じ仕事をしても、賃金に格差がある
都市部への人口流出に拍車

男女間 賃金格差 推移（男性＝100）
80

万人

75
70

70.9

65

出典：総務省/Ｈ29労働力調査

非正規雇用割合は、
男女
増加傾向

60

63.9

66.5

73.4

女性の賃金は、
男性の73％に留まる

66.9

55
50

平成10
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平成14

平成19

平成24

平成29

出典：厚生労働省/Ｈ29賃金
構造基本統計調査

７

【提言(４)】女性も活躍できる職場環境の整備、起業の支援
① 女性活躍推進法の施行後３年の経過による同法附則に基づく規定の検討と早期見直しの実施。特に、一般事業主
行動計画の策定の義務付けを従業員101人以上の企業への拡大、企業における情報公表項目の拡大 一部新規
② 固定的性別役割分担意識に基づく、男性を中心とした労働慣行の改善のための経営者等の意識改革の推進、男女が
ともに自ら望む形で活躍し、仕事と育児を両立できるための支援 新規
③ 男女共同参画社会の形成に向けた国民の理解の一層の向上、クオータ制の導入等、企業における女性の登用の
社会政策としての積極的な推進
新 規
④ 男女がともに、ワークモチベーションを持ち続けるための支援策の検討（家事代行を支援する企業への奨励金等）
新規

⑤ 女性の管理職・役員への登用促進や、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（キャリア
アップや資格取得のための長期休暇制度の導入等） 一部新規
⑥ 女性の起業のための支援（起業から運営までのワンストップ相談支援の整備・低利融資等の財政面の援助等） 新規
★300人以下 企業

一般事業主行動計画策定
0.1％程度 過

・企業の業績と女性役員の比率
15.0%

13.9%

13.7%

・女性活躍推進法に係る計画策定届出状況
平成28年４月

平成29年３月

平成３０年３月

301人以上の企業

11,068

15,825

16,034

計画策定割合

71.5％

99.9％

99.6％

300人以下の企業

724

2,788

4,568

★女性役員の
活躍推進が進
んでいる企業
ほど、
利益率が良い

9.7%

9.1%

10.0%

7.7%
4.7%

5.0%

0.0%
株式資本利益率

売上高利益率

投下資本利益率

第１四分位企業グループ：女性役員比率の高い、上位１/４企業グループ（１３２社）

計画策定割合

0.02％

0.06％

0.1％

第４四分位企業グループ：女性役員比率の低い、下位１/４企業グループ（１２９社）

【提言(５)】

７８

出典：Ｈ24女性の活躍による経済活性化を推進する関係
閣僚会議資料（Ｃａｔａｌｙｓｔ（米国ＮＰＯ）調査 ）

出典：厚生労働省資料

「第２子の壁」突破のため、
男性の家事・育児への参画を促進＜ 一部新規 ＞

① 政府主導によるイクボス（仕事と生活の調和推進リーダー）、イクメンの推進、ワーク・ライフ・バランスの推
進、男性の家事･育児参画促進による「第２子の壁」の突破 一部新規
② パタニティハラスメントの防止強化、男性が育児休業を取得した場合の代替職員の確保
③ 労働基準法による育児時間取得の男性への適用拡大
④ ★日本の男性（夫）の１日当たりの家事・育児参加時間
育児休業の一定期間を父親に割り当てる「パパ・クオータ制」の導入、配偶者出産休暇など有給の休暇制度の創設
★夫 家事 育児時間 多
第２子以降 生
は、先進国の中でも最低レベル（他の国の1/3）

傾向にある

★ 夫の家事・育児時間が多いほど、

・6歳未満の子どもを持つ夫の家事・育児関連時間（１日当たり）
ノルウェー

0:00

0:30

0:49
1:00

1:30

家事・育児時間なし

日本は、
先進国の中で
最低レベル

2:58
3:00

1:20
1:23

0%

2:00
2:30
3:00
3:30 (時間)
出典：内閣府/Ｈ29男女共同参画白書

出典：内閣府/Ｈ29男女共同参画白書

・行動の類別総平均時間（週当たり）
買い物
育児
介護・看護
家事

6
6
2

17
24

男

144

19
100

２時間未満

２〜４時間未満

４〜６時間未満

女

80

20%

30%

40%

50%

60%

70%

出生なし

80%

90% 100%

10.0
32.8
59.2

単位：分

34

0
20
40
60
※調査対象：10歳以上の男女

10%

うち育児の時間

2:46

1:00

米国
日本

家事関連全体時間

2:30

0:40

英国

出生あり

3:00

0:59

フランス

・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

3:21

1:07

ドイツ

第２子以降の出生が増える

3:12

1:13

スウェーデン

一部新規

120

140

６時間以上

★家事・育児の負担は、
依然
女性 偏

160

出典：総務省/Ｈ28社会生活基本調査
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79.7
87.1

出典：厚生労働省/H27第14回21世紀成年者縦断調査

９

【提言(６)】

子育てしながら再就業を希望する女性が、
就業できるまでのサポート制度の構築

① すべてのハローワークへのマザーズコーナー等の設置、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
② ハローワークにおける、個別に再就職を支援する就職支援ナビゲーターの配置の拡大
③ 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
・ハローワークにおけるマザーズコーナーの設置状況
★結婚 出産 子育

理由 離職

女性 再就職 支援

全国のハローワーク設置数

マザーズコーナー設置箇所

（出張所、分室含む）

（マザーズハローワーク含む）

５４４所

仕組

充実 必要

★子
女性 再就職
配置される職場・職種・業務内容の限定

設置割合

１９４箇所

形成上 課題

配属される職場が
限定されがち

３５．７％

22.9

職種が限定されがち

21.7

出典：厚生労働/H29公共職業安定所の主な取組と実績
業務内容が限定されがち

女性 年齢別労働力率 現状

21.2

採用された女性社員自身、
キャリアプランが不明確

★女性 労働参加率 2030年
男性
同じレベルになると、GDPは約20％上昇 ＜ OECD(2015年4月）＞

9.5

能力発揮のためのキャリ
アプランが不十分

経済成長
→ 労働力人口の増加！
→ 優秀な人材の確保！
→ 新たな財・サービスの創出！

5.7

採用後の等級・資格や処遇の
決め方の基準が未設定

4

採用後の教育訓練が不十分

3.3

両立支援制度について、他の
社員と比較して利用しにくい

%

2.2
0

10

20

30

出典：Ｈ27厚生労働省調査研究事業・企業調査

10
出典：内閣府/H30男女共同参画白書

【提言(７)】 ストップ貧困！ひとり親世帯が安定的に就業し、
経済的に自立できる支援を ＜ 新 規 ＞
① 就職に有利な資格取得に向けた給付金及び資金貸付制度の充実

新規

② 子ども食堂など生活・学習支援を行う子どもの居場所づくりの設置・運営に向けた支援

親世帯 貧困率 年次推移（H28年11月現在）

母子世帯 父子世帯 現状（H28年11月現在）
★母子世帯 ８割以上 就業 H23年
正規 職員 従業員 割合
増加しているものの、パート・アルバイト等が４割を超えている。

★
親世帯 貧困率 50.8％で、過半数を占める状況が
続いている。
（単位：％）

( )：H23年度調査結果

① 世帯数
② 就業状況
就業者のうち、正規の職
員・従業員
うち、自営業
うち、パート・
アルバイト等
③ 平均年間収入
（母又は父自身の収入）
④ 平均年間就労収入
（母又は父自身の就労収入）

新規

母子世帯

父子世帯

１２３．２万世帯
（123.8万世帯）

１８．７万世帯
（22.3万世帯）

８１．８％（80.6％）

８５．４％（91.3％）

４４．２％（39.4％）

６８．２％（67.2％）

３．４％（2.6％）

１８．２％（15.6％）

４３．８％（47.4％）

６．４％（8.0％）

２４３万円（223万円）

４２０万円（380万円）

子どもがいる現役世帯

H21

H24

H27

１４．６

１５．１

１２．９

大人が一人

５０．８

５４．６

５０．８

大人が二人以上

１２．７

１２．４

１０．７

出典：厚生労働省/H28国民生活基礎調査の概況

・子ども食堂の現状と課題

◆ 子ども食堂は、全国で２，０００ヶ所を超える地域で
開設
・人口の多い首都圏に多く、地域格差が見られる、
・資金繰りが厳しく、食中毒や事故に備えた保険に
加入していない食堂が多い、
という課題が明らかに。
（H30年3月 「こども食堂安心・安全向上委員会」調査）

２００万円（181万円）

出典：厚生労働省/H28全国ひとり親世帯等調査結果

３９８万円（360万円）

母子世帯の平均年間就労
収入は、父子世帯の
約１／２
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◆ 「子ども食堂」は、
地域の子どもの見守りや居場所の提供のほか、
共食の機会、食育等の機能を有している。

11

【提言(８)】介護離職ゼロ！を目指した、介護と仕事の両立支援
＜新規＞
① 介護離職ゼロに向けた介護休業の取得回数制限の緩和、取得可能日数の拡大、介護休業中の社会保険料の免除、
介護休業代替要員の確保に対する支援 一部新規
② 介護休暇の取得による賃金減少分に対する支援制度の創設、男性の介護への参画を促進する企業への支援拡充
③ 事業主及び雇用者の双方に対する介護休業・助成金等制度の周知促進

新規

④ 介護に関する相談窓口の設置など、従業員の介護と仕事の両立支援に取り組む企業への支援の充実

新規

⑤ 育児と介護を同時に担う「ダブルケア問題」に対応する「ダブルケア相談窓口」の設置など、ダブルケア問題を
抱えている者への仕事との両立支援策等の創設
新規
★介護 看護 理由

離職 転職者

年間約10万人

◆介護・看護を理由に離職・転職した人数

年間約10万人
約８割が女性

（人）

120000

80.8

80.2

78.8

75.8

85,400

女性

167,500
0

70.0

80000

50,000

100,000

150,000

71500

40.0

65900

40000

＜行政に期待する支援策＞

30.0

（主なもの）
①保育施設の量的充実

17100

20900

16100

Ｈ 19年 10月 20年 10月
〜20年9月 〜 21年9月

21年10月
〜22年9月

18400

19900

22年 10月
〜 23年 9月

23年10月
〜24年 9月

24000
28年10月
〜 29年９月

＜勤め先に期待する支援策＞
男性
22.8%

女性
22.6%

10.0

②子育て・介護費用の負担軽減 19.2%

26.4%

0.0

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%

19.2%

26.4%

1.1%

5.4%

20.0

20000

200,000 （人）

・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

50.0

75000

81200

77700
65700

・30代、40代がその８割を占め､
男性の９割、女性の半数は
「仕事が主」とする有業者

出典：総務省/H24就業構造基本調査

60.0

60000

・ダブルケアを行う者は、約25
万人。女性は男性の約２倍

80.0

100000

0

男性

（％）

90.0

80.3

78.3

ダブルケアを行う者の推計人口

（男性より女性に多いもの）
子育て・介護費用の負担軽減
（再掲）
子育て・介護に関する手続きの
簡素化

出典：総務省/H29就業構造基本調査

（男性より女性に多いもの）
休暇・休業を取得しやすい職場環境の整備

3.5%

制度を利用する際の上司や同僚の理解

2.1%

4.5%

テレワークや在宅勤務等の導入

3.7%

6.1%

柔軟な労働時間制（フレックスタイム制等）

6.8%

8.6%

出典：内閣府/H27㈱NTTデータ経営研究所委託調査

8.6%

12

＜新規＞

【提言(９)】地域や政治分野における女性の活躍のための
ポジティブアクションを展開し､男女の割合を均等に
① 自治会長、町内会長等への女性の就任を促進する政府主導によるポジティブキャンペーンの展開

新規

② 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の周知徹底と、政党やその他団体における男女の候補者数
新規
の均等（クオータ制の導入等）や目標設定等の義務化による実効性の確保、主権者教育の推進
③ 地方議会における妊娠・出産・育児・介護と議員活動の両立を支援する環境の整備に対する支援
④ 就業している世代の地域活動への参加を促進する休暇制度の創設

新規

・ジェンダー・ギャップ指数の現状

女性 政治参画 状況

衆議院

新規

２０１７年の日本の順位は、１４４か国中、１１４位。２００６年開始以来、過去最低。
（2016年は111位）
政治：１２３位 （２０１６年 １０３位）
「政治分野」のみ順位下がった
経済： １１４位 （ 〃
１１８位）
教育： ７４位 （２０１６年 ７６位）
健康：
１位 （ 〃
４０位） 出典：世界経済ﾌｫｰﾗﾑ｢ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ｷﾞｬｯﾌﾟ報告書｣

10.1%

１９３か国中、１５７位。低水準
（出典：内閣府/女性の政治参画マップ2018）

＜地方議員＞

制導入先進国 女性議員割合

都道府県議会

10.1%

市区議会

14.9%

町村議会

9.9%

出典：総務省「地方公共団体の議会議員及び長の
所属党派別人員調等」（H29.12.31現在）

女性の
参画率

クオータ制の種類

ｽｳｴｰﾃﾞﾝ

43.6％

政党による自発的クオータ制

ﾉﾙｳｴｰ

41.4％

政党による自発的クオータ制

ﾌﾗﾝｽ

39.0％

法律等による候補者クオータ制

ﾄﾞｲﾂ

30.7％

政党による自発的クオータ制

ｶﾅﾀﾞ

26.3％

政党による自発的クオータ制

ｲｷﾞﾘｽ

32.0％

政党による自発的クオータ制

韓国

17.0％

法律等による候補者クオータ制

国名

★日本

(10.1％)

の４倍

以上

女性の政治参画状況は、国・地方とも、低い状況
女性の参画を拡大し、多様な民意を社会に反映

自治会長及 PTA会長 占

女性 割合 推移
１２．5

（出典：内閣府/女性の政治参画マップ2018（H29年1月））
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１２．８

１０.０

★

３.８

10年
低水準で変わらず
４.９5.2 ５.２

出典:内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性
に関する施策の推進状況」・「女性の政策・方針決定参画状況調べ」

13

【提言(10)】 女性と男性が、互いに人権を尊重する取組みの促進
＜新規＞
① 固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見の解消に向けた教育･広報･啓発などポジティブキャンペーンの
展開、定期的なハラスメントに関する全国調査の実施と状況分析
新規
② 真の男女共同参画社会を実現するため、社会制度･慣行の見直しや、あらゆるハラスメントの法整備も含めた
防止策の実施
新規
③ 男女共同参画に関する正確な統計調査の実施と、都道府県別データの把握･公表

◆ 国民の男女の地位の平等感

◆ セクシャルハラスメントの状況
（単位：％）
2.4

家庭生活 6.7

43.5

47.4

女性の方が優
遇されている

4.7

職場

56.6

29.7

9.0

16.0

66.4

14.4

2.3

73.4

労働局への男女雇用機会
均等法に関する相談件数

18.9

平等

・企業別セクハラ防止対策の取組みの
有無別企業割合

都道府県労働局長による
紛争解決の援助の申立受理
件数

10〜29人

41.8

30〜99人
セクシャル
それ以外
ハラスメント
５４．６％
４５．４％
（１３,６０４件） （１１，２８９件）

5.4

政治の場

■全国の労働局への相談件数のうち、
セクシャルハラスメントに関する事案が４割超

男性の方が優
遇されている

3.2

学校教育の場

新規

それ以外
５６．１％
(１６５件)

セクシャル
ハラスメント
４３．９％
（１２９件）

53.4
72.4

27.6

100〜299人

94.1

5.9

300〜999人

96.7

3.3

1,000〜4999人

99.5

0.5

5,000人以上

100

5.7

法律・制度上

45.3

40.8

8.2

3.2

社会通念・慣習・し
きたり

4.6

70.4

わからない

21.8

出典：厚生労働省/H26都道府県労働局雇均室での
法施行状況

規模計

地域活動の場

11.8

33.5

0

47.2

7.5

50

100

出典：内閣府/H28男女共同参画社会に関する世論調査

【提言(11)】

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

★国庫負担割合 交付限度額

減少

（※Ｈ25年度補正予算は「地域女性活躍加速化交付金」）

国庫負担 都道府県
市町村
割合
交付限度額 交付限度額

Ｈ25年度補正

１.25億円

10/10

500万円

500万円

Ｈ26年度補正

4億円

8/10

1,600万円

400万円

Ｈ27年度補正

3億円

8/10

1,600万円

400万円

Ⅰ

60%

80%

100%

取り組んでいない

出典：厚生労働省/ H28雇用均等
基本調査
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Ｈ28年度補正

3億円

8/10

1,600万円

400万円

2次補正

2億円

8/10

1,600万円

400万円

Ｈ29年度当初

2.5億円

5/10

1,000万円

250万円

5/10

都道府県は、
７１億円を投入！
国の交付金は、
２億円！

1,000万円

膨れ上がる！
都道府県の
一般財源

ワーク・ライフ・バランスの推進
取組み内容

都道府県数

一般財源

長時間労働を是正するための働き方の見直し

２２

16億8394万円

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた環境
の整備

３９

10億1001万円

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

１０

5億9472万円

男性の家事・育児・介護への参画促進

２１

7585万円

合計：

約３４億円！

女性の就業に関する活躍の支援
取組み内容

新規事業優先のた
め、継続的な事業
展開ができない！

40%

・都道府県における一般財源による取組状況

Ⅱ

2億円

20%

取り組んでいる

② 地域の実情に合わせた独自施策の展開を継続的に可能とする「女性
活躍応援基金（仮称）」の創設

女性活躍推進交付金 予算額 推移

H30年度当初

0%

41.8

重くなる地方の負担！女性活躍の推進に、政府と地方が
一体となって、本気で取り組むための十分な財源の確保を！

① 地域女性活躍推進交付金の国庫負担割合を
10/10に復元し、十分な財源を確保
地方の実情に即し継続事業についても交付対象と
するなど、当該交付金の柔軟で使いやすい運用
（手続きの簡素化、市町村への直接交付等）

予算額

■セクシャルハラスメント
防止対策は、雇用機
会均等法上事業主の
義務!! にも拘わらず、
約４割が「取り組んで
いない」

58.2

都道府県数

一般財源

女性の登用・キャリア向上・職域拡大

４０

4億6337万円

女性の就業・再就業支援

３７

16億5322万円

女性の就業継続

１２

5億4795万円

女性の起業支援

２４

8億1074万円

農業分野における活躍推進

３７

2億 813万円

都道府県
は、約11億
円も増加！
(H28：約60億円)
合計：

約３７億円！

250万円

手続きの事務量
が多い！

（Ｈ30全国知事会男女共同参画PT調べ）

15
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以上の提言により、 叶える４つの実現！！
Ⅰ 働きやすい、柔軟で多様な
働き方を推進し、
出産・子育て・介護と仕事の
両立を実現！

Ⅱ 女性の潜在的な能力を
十分に発揮し、
豊かな社会づくりを実現！
Ⅳ あらゆるハラスメントを
社会から払拭し、
真の「男女共同参画社会」
を実現！

Ⅲ 女性の政治参画を拡大し、
男女の意見が均等に反映
された社会を実現！

個人も幸せ！
社会も幸せ！

女性の活躍 〜ウーマノミクス 〜 加速で地方創生･日本再生
〜男女の格差をなくし、仕事と家事・育児・介護を共に担う幸せな社会を！〜
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16

～ 結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶えるための総合的な支援策の充実と
厳しい環境にある子どもや保護者等への支援策の抜本強化 など ～

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）

2.60

2.20

1.9人

1.40

1.7人

2.6人が、2030年に
1.7人にまで減少
する状況は変えら
れない！

（20～64歳）

2020年

2030年

50年後

「肩車型」

2030年以降の状況
を好転させるには、
合計特殊出生率2.07を目指し
まずは希望出生率1.8の
早期実現を目指す！

1.5
1.4

合計特殊出生率2.07の場合
1.60の場合
1.35の場合

1.00
2010年

（65歳以上）

現在 ほぼ「騎馬戦型」

2.6人

1.80

【高齢世代と現役世代の比率変化（イメージ）】

2040年

高齢者1人を支える人数

1.4

1.5人

1.3

1.3人

1.2

1.2人

経済の安定成長阻害

2060年

国内市場の縮小と
労働力人口の不足

2050年

（注）国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口」（平成24年1月）をもとに推計
（1.35の場合：中位推計、1.60の場合：高位推計、2.07の場合：中位推計をもとに高知県で独自推計）

2.6人

高齢者1人を支える人数

１人

○人口減少が社会にもたらす深刻な影響
社会保障制度の崩壊
高齢者の急増による
負担増大と供給不足

小規模自治体の消滅
都市への人口流出
により格差が拡大

少子化による人口減少問題の克服に向けて、国と地方が総力を挙げて取り組まなければならない
子育ての時間的・空間的・経済的制約を解消し、希望をかなえる
子育てにあらゆる資源を活かし、負担感を軽減する
全世代型社会保障制度への転換を見据え、「支える側」を強くする
以上の視点や出生率を回復させた諸外国の例も参考にしつつ、より包括的な対策の強化が必要
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１

少子化の克服に向けて

少子化対策の抜本強化

１．これまでの歩み

全国知事会による少子化非常事態宣言（平成26年７月）やこれまでの政策提言により、少子化対策が国家的課題として国の
施策に位置付けられ、地域少子化対策重点推進交付金が国の当初予算に計上されるなど、国と地方が総力を挙げて少子化対策の
抜本強化に取り組んできた。
しかしながら、さらなる対策の強化が求められる状況。

２．少子化の現状
○平成2９年の全国の出生数は２年連続で過去最小となり、合計特殊出生率も低下
○少子化の要因である未婚化、晩婚化は引き続き進行
○晩婚化などの影響により、安定していた完結出生児数までも低下
（歳）
32

2.13

第1子出産年齢

30

29.9

合計特殊出生率
2
28.0

28

26

（人）

2.5

1.75

1.54
25.9
25.2

24.2

29.4

27.0

26.4

25.6

28.8

男性の4人に1人、
女性の7人に1人が
50歳時点でも未婚

27.0

1990年

1.43

1.39

1.36

2000年

3.50
2.83

3.0

2.65
2.20

2.19

2.23

2.23
2.19 2.21 2.21

2010年

理想1人
予定0人

理想２人
予定1人

理想３人
予定２人

欲しいけれどできないから

74.0%

34.8%

9.8%

高年齢で生むのは嫌だから

39.0%

42.4%

38.1%

健康上の理由から

24.7%

17.5%

14.7%

子育て・教育にお金がかかりすぎる

15.6%

43.8%

69.8%

これ以上の育児負担に耐えられない

9.1%

14.1%

21.0%

2.09
1.96

1.5

1.94

1.0

2017年

1940 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2005 2010 2015

（厚生労働省：人口動態統計調査）

◆理想の子どもの数を実現できない要因
「理想」と「予定」に乖離がある理由

２を下回り
低下傾向に
転じる

3.60

3.5

2.0

1
1980年

4.0

2.5

1.5

24
1970年

完結出生児数

4.27

4.5

30.7

女性初婚年齢

（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

理想の子どもの数 2.32人
→予定する子どもの数 2.01人

○広義の視点で少子化対策に
取り組むべき
○ライフステージの各段階におい
て、
希望が叶えられるよう、
様々な不安感や負担感の軽減を
図るべき

晩産化の影響を除くと
経済・育児の負担が
理由の大半を占める

（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

少子化対策の抜本強化に向けた「５つの重点施策」
人口減少の負のスパイラルをプラスのスパイラルに転換
A

地域地域に、産業振興による安定した
雇用を創出する

Ｄ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望を叶える

結

婚

【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

Ｃ

出生率 高 地域 若者 定着 増加

特

妊娠・出産

◆ ライフプランの形成促進

◆ 結婚を応援する経済的支援策の充実・

◆ 不妊治療への支援の拡充

強化

地方

流出 防止 移住 促進
人 流

子育て

【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

【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

◆ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充

移住促進や
まちづくりなど
『少子化克服戦略会議提言』
にかかる施策の
早期実現を

Ｂ若者

新

２

◆ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充
◆ 子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減
◆ 子育て中も就業が可能となる多様な保育

◆ 小児・周産期医療の充実

サービスの拡充

【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
◆ 完全実施に向けた１兆円超の財源確保

◆ 様々な課題の改善方策等の検討

【重点施策５】
働き方改革実行計画に沿った対策の着実な実行
◆ 結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえられる処遇の改善と職場環境の整備
◆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気運の醸成

官民協働による、社会全体で結婚から子育てまでを応援する気運の醸成
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３

これまでの全国知事会からの提言経緯（主なもの）
出会い・結婚
提
言
等
項
目

妊娠・出産
◆不妊治療への支援の拡充
（H25 ）

◆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恒久化（H27）
◆結婚や家庭の良さの啓発（Ｈ25

）

◆地域少子化対策強化交付金の創設
（H25補正）

◆初回不妊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）

◆地域少子化対策重点推進交付金の当初予算化
（H28当初 ）

施
策
の
強
化

子育て

◆結婚応援フォーラムの開催（H28）

○直ちに取り組むべき
施策を速やかに実施
○優良事例の全国展開が
進む など

今後に向けて
もう一段の対策強
化

不妊治療への
支援が拡充

◆段階的な幼児教育・保育の無償化（H25 ）
◆大学等に進学する者に対する給付型奨学金の創設（Ｈ27 ）
◆ファミリー・サポート・センター事業の補助要件緩和（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の充実（Ｈ27）
◆待機児童の解消（Ｈ26 ）
◆段階的な幼児教育・保育の無償化
【市町村民税非課税世帯】第２子無償化（H29当初）
【年収約360万円未満世帯】ひとり親世帯の第２子無償化（H28当初）、
第１子・２子軽減（H30当初）など
※「新しい経済政策パッケージ」…３歳から５歳までのすべての子供たちの保育所等の費用
を無償化。０歳 ２歳児についても当面住民税非課税世帯を対象として無償化。
◆給付型奨学金の創設（H29一部先行実施、H30本格実施）
◆ファミリー・サポート・センター事業の人数要件が「100人相当以上」から
「50人以上」に緩和（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）
n
◆待機児童の解消等
企業主導型保育事業の創設（H28当初）、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（Ｈ27 ）、保育士の処遇改善の拡充（H29当初）など

段階的な幼児教育・保育の無償
化、高齢者からの所有資産の移転
促進等の施策が充実 など

強化に取り組む

子育て負担の軽減に取り組む
完結出生児数の現状に鑑みる時、以下の視点が重要
①子育ての時間的・空間的・経済的制約を解消し、希望をかなえる
②子育てにあらゆる資源を活かし、負担感を軽減する

地域の実情や多様な生き方に応じた
未婚化・晩婚化対策の強化を

「ポイント」
①全ての子育て世帯が子育てにかかる負担の軽減を享受できる仕組みの構築を
②子育ての負担感をシェアし、キャリアへの不安を解消する仕組みの構築を

４

【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
○未婚化・晩婚化・晩産化の進行
32

30

28

24

1.75

25.2

24.2

25.9

（1年以内に結婚するとした場合に何が障害となるか）
(%)

結婚の障害

男

女

結婚資金

43.3

41.9

結婚のための住居

21.2

15.3

職業や仕事上の問題

14.5

19.9

2
29.4

28.8

27.0
1.54

2.5

29.9

28.0

26.4

25.6

・未婚女性の89.3%、未婚男性の85.7%が
「いずれは結婚したい」と希望
30.7

女性初婚年齢
第1子出産年齢
合計特殊出生率

2.13

26

○結婚への障害は「結婚資金」が最多

・男性の４人に１人、女性の７人に１人
が50歳時点でも未婚

27.0
1.36

1.5
1.43

1.39

1
1970年

1980年

1990年

2000年

2010年

2017年

（国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）

（厚生労働省：人口動態統計調査）

○結婚できない理由は「適当な相手にめぐり会わない」が圧倒的
①適当な
相手にめぐり
会わない
②結婚資金が
足りない
③異性とうまく
付き合えない

30.4

18-24歳

24.4

18-24歳

25-34歳

18-24歳

29.1

25-34歳
18-24歳

51.2

45.3 25-34歳

25-34歳

12.8
14.3

25-34歳
18-24歳
男性

25-34歳

(%)

37.3

18-24歳

女性

（国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）

○この５０年で結婚のきっかけには大きな変化
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

(%)

13
69

41

62
88
33

6

恋愛結婚

②運用の弾力化を
○結婚支援センターの運営など複数年度にわたる取組を対象
とし、必要な財源を確保

・奨学金返済の負担が経済的・心理的な重荷となって
結婚を躊躇することのないよう、従業員の奨学金返還を
支援する企業への助成など、返済を支援する取組の拡充
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の
延長

50

その他・不詳

○自治体と連携した企業・団体等の自主的な取組に対する
支援の充実

・結婚新生活支援事業の拡充など、結婚を応援する経済的負担
軽減の取組に対する支援

17.8
15.8

『少子化克服戦略会議提言』を
①当初予算規模の大幅拡充と
実現する十分な財源の確保を
補助率の引き上げを
○多様な生き方を尊重し、地域の実情に応じた自治体の取組
への支援をさらに継続・強化すべき

(２) 結婚を応援する経済的支援策の充実・強化を

19.9
7.6

(1) 地域少子化対策重点推進交付金の拡充を

見合い結婚

・結婚する若者の住宅確保への支援、多世代同居や近居型の
住まいづくりへの支援
・若者の雇用の安定に向けた就職支援・職場定着支援、
非正規職員の正規職員への転換や待遇改善施策の充実
（※重点施策５）
時間的・空間的
・経済的制約の解消

（国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）
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５

【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
○特定不妊治療の助成件数は年々増加
（内閣府:少子化社会対策白書）

134,943

(1) ライフプランの形成促進を
（地域少子化対策重点推進交付金の拡充を＜再掲＞）

160,368

152,320

148,659

(件)

112,642

11年間で
9倍以上に
増加！
17,657

H16

60,536

25,987

31,048

H17

H18

72,029

・諸外国の例を参考にした、国レベルでの妊娠・出産に関する正しい

96,458

84,395

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

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

(2) 不妊治療等への支援の拡充を

○不妊治療と仕事の両立
・不妊治療をしたことがあると答えた人のうち、
不妊治療と仕事の両立ができずに退職した方は16％
・不妊治療と仕事を両立している人のうち、両立が難しいと感じた人は87%

・不妊治療の治療日数に応じた休暇制度や
時間単位年次有給休暇制度の企業への導入促進

回答者数

両立のために会社や組織に希望する制度
不妊治療のための休暇制度

７３

柔軟な勤務を可能とする制度

５７

有給休暇を時間単位で取得できる制度

５４

有給休暇など現状ある制度をとりやすい環境作り

５１

特に希望することはない

７５

・特定不妊治療の助成額引上げや助成回数上限の緩和

両立が
困難な状況！

（例えば第2子以降)、一般不妊治療への助成、不妊治療の保険適用化
及びがん患者の治療前精子・卵子の保存や不育症の治療に係る助成の
検討

（厚生労働省:H29年度 不妊治療と仕事の両立に係る
諸問題についての総合的調査研究事業調査結果
報告書

○分娩取扱医師数の動向（2012年と2006年との比較）

時間的・経済的
制約の解消

(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と、制度の柔軟な

医師の増減の
地域偏在が顕著！

活用による人材確保と環境整備
・離島等遠隔地からの妊婦健診及び分娩の際に要する交通費負担等への
補助制度の創設
・大学や地域の研修施設への人的･財政的支援による医師確保対策
の強化

（日本産婦人科医会：25年5月記者懇談会資料）

６
【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

教育費

公立

2,573

幼稚園

70

145

小学校

193

917

中学校

144

398

高等学校

135

312

605

801

内

1,147

訳

（学費・住居等）

（施策例）
・男性の家事・育児への参画促進
・地域の子育て支援サービスの情報をインターネットで
一元的に「見える化」する取組
・子連れコワーキングスペースの整備
・その他子育てにやさしい社会づくりに向けた機運の醸成

経済的要因（7割）に加え育児負担や仕事の問題が増加
理想２人
予定1人

「 理想」と「予定」に乖離がある理由

理想３人予
定２人

子育て・教育にお金がかかりすぎる

43.8%

69.8%

高年齢で生むのは嫌だから

42.4%

38.1%

欲しいけれどできないから

34.8%

9.8%

これ以上の育児負担に耐えられない

14.1%

21.0%

11.8%

18.7%

仕事に差し支える

（国立社会保障・人口問題研究所：H27出生動向基本調査）

(人)
○
14,000

保育所入所待機児童数 （厚生労働省公表）
H28.10.1時点

10,000

6,000

4,263 4,411
3,664

4,000
2,000

3,922
3,300

※表記している待機児童数は、
H29.10.1時点の数字

3,960

2,333
1,500
853850
681
30342
128257
12

1,280

1,167
1,0841,048
452 394

835900
694 962
388159116185
331217377334208 110371570 178

21 0 0 29 0 46 29

沖縄

宮崎

熊本

佐賀

高知

香川

山口

岡山

鳥取

奈良

大阪

滋賀

愛知

岐阜

山梨

石川

新潟

東京

埼玉

栃木

福島

秋田

岩手

北海道

0

平成28年10月1日 47,738人
平成29年10月1日 55,433人
7,695人の増

H29.10.1時点

8,000

○ 待機児童の解消と幼児教育・保育の質の確保とともに、
必要な安定財源を国の責任で確保した上で、無償化の早期実現
別紙①
○ 保育等を利用していない家庭への支援
○ 放課後児童クラブにおける待機児童の解消と利用料の無償化
○ 病児保育利用料の無償化に向けた財政支援の実施
○ 給付型奨学金の大幅な拡充や無利子奨学金の基準の緩和
○ 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すべて廃止
○ 子育て世帯への低廉で良質な住まいの提供
経済的制約
○ 企業における子育て世帯に対する手当の拡充への支援
の解消
○ 特定扶養控除の対象拡大・増額
○ 結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長
○ 多子世帯に有利な税制・保険・年金制度等の検討

(3) 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

12,469

12,000

『少子化克服戦略会議
提言』を実現する
十分な財源の確保を

(2) 子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減を

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H28子どもの学習費調査」 ／ 大学 ：日本学生支援機構「H28学生生活調査」

育児の負担感

＜再掲＞

○当初予算規模の大幅拡充と運用の弾力化
○国と地方が連携して重点的に取り組むべき施策に対する補助率を引き上げ

私立

合 計

大学

(1) 地域少子化対策重点推進交付金の拡充を

○ とりわけ負担の大きい子どもの教育費用 (H28:万円)

経済的負担

○ 待機児童の解消に向けた保育士等の確保や保育所整備対策の抜本強化と加速化
「子育て安心プラン」の実行に要する財源の確保、保育士等の処遇改善、研修支援
の充実、資格試験の機会拡充、潜在保育士の就職支援の強化、保育士修学資金貸付事
業等の当初予算化、土地利用に関する税制優遇措置の創設 など
○ 病児保育事業などの保育サービスの拡大
病児保育事業に係る人材確保と専門的スキル向上への支援、
時間的・空間的
制約の解消
安定的運営に必要な基本分単価の増額、広域連携によるサービス
の提供と利便性の向上
放課後児童支援員等の処遇改善など放課後児童ｸﾗﾌﾞへの支援の充実、
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業の一層の拡充に向けた要件緩和

７
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別紙①

幼児教育・保育の無償化を含めた経済的負担の軽減

●政府においては、幼児教育・保育の無償化を一気に加速するとされており大いに評価。確実な実施を期待。
●一方、家庭で保育を行う世帯を含め全ての子育て世帯が負担軽減を享受する仕組みの構築が必要。
幼児教育の
無償化

現状と課題

『経済財政運営と改革の基本方針2018』
【対象】認可、認可外（保育の必要性の認定が必要）を問わず、
・３歳から５歳までの全ての子供
・０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供
【実施時期】2019年10月からの全面的な実施を目指す

◆より多くの子育て世帯が負担軽減を享受できるしくみを
就学前

就学後

０～２歳児

３～５歳児

小１～小３
放課後児童クラ
ブ利用（30%）

保育等利用
（35%）

無償化

小４～小６
放課後児童クラブ利用（6%）

提言 幼児教育・保育の無償化を含めた子育て世帯の負担軽減

保育等利用
（97%）

無償化

認可外保育施設
家庭保育等
（65%）

１

待機児童の解消と保育料の無償化の早期実現

２

家庭で保育を行う世帯への対策も必要
家庭での保育を行う家庭へのバウチャー券の配布等の支援を実施

保育の無償化だ
けでは不十分
認可外、家庭等

（3%）
（注）文部科学省「H29年度学校基本調査」／厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（H29.4）」
無償化、
厚生労働省「Ｈ29年放課後児童健全育成事業の実施状況」／内閣府「認定こども園に関する
バウチャー制度等 状況について（H29.4.1） をもとに高知県で独自推計

・利用登録している児童の数は
100万人を突破

17.9%
１年生
２年生
３年生
４～６年生

21.8%
33.1万人

３

さらには、切れ目なく子育て家庭を応援するため小学生への対策も必要
放課後児童クラブにおける待機児童の解消と利用料の無償化
◆0～5歳

32.0%
37.4万人

ベビーシッター、一時預かり等の利用

※所得制限については検討

学年別登録児童数

25.6万人

（対象者）保育料の無償化の対象とならない0 5歳の子どものいる家庭
（使途）

◆放課後児童クラブの登録児童数

21.0万人

その際、負担軽減と幼児教育・保育の質の確保、量的充実とともに、
国の責任において、必要な地方財源をしっかりと確保することが必要

多くの児童が利用して
いる現状を踏まえ、教
育と同様に無償化を

28.2%

◆6～11歳

認可・認可外保育所等

左記以外

無償化

バウチャー制度等

放課後児童クラブの無償化

※所得制限については財源も含めて検討が必要

（厚生労働省：
H29年放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（H29.5.1現在））

８

【少子化対策・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の改善方策などの継続的な検討
（例） ３歳未満の在宅育児家庭の子どもに対する支援、保育所等に対する監査指導体制の強化など保育の質の確保に必要な財政措置の充実

など

【少子化対策・重点施策５】働き方改革実行計画に沿った対策の着実な実行
育児の担い手の減少
80.0

74.2 75.9 76.9 79.6

71.2
69.6 69.5
69.1 69.3 70.0

70.0

(1)若者の労働環境の改善を

○児童のいる世帯の状況

(%) 90.0

60.0

○若者の雇用の安定に向けた就職支援・職場定着支援
○非正規職員の正規職員への転換や待遇改善策の充実

80.5

核家族世帯
三世代世帯
その他の世帯

50.0
40.0

27.0 26.9 27.2 26.9 26.4 24.7
22.5

30.0
20.0
10.0

3.4

0.0

3.6

3.7

3.7

3.6

4.1

3.3

20.0 18.8
16.3
4.2 4.2

4.1

(2) 仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直しを

14.7
4.8

（厚生労働省：
H28年国民生活基礎調査）

1986年 1989年 1992年 1995年 1998年 2001年 2004年 2007年 2010年 2013年 2016年

非正規雇用の増加
(%)

60

49.7

50
40
30

28.2

49.0

26.8

○25 44歳の非正規雇用割合
53.3

0

53.7

40.7

41.4

12.9

14.0

15.3

6.9

8.1

9.2

2005年

2010年

2017年

52.5

若い世代でも
非正規雇用が
増加

38.9

32.0

男25～34歳

20
10

54.5

3.2
3.3
1990年

労働時間

年齢

2.9
2.4
1995年

男35～44歳

5.7
3.8
2000年

女25～34歳
女35～44歳
（総務省：労働力調査）

○週60時間以上の男性就業者の割合（2017年）
割合

年齢

割合

２０歳代

10.0%

50歳代

12.4%

３０歳代

15.0%

60歳以上

6.5%

４０歳代

15.4%

全体

12.0%

30代、40代は
他の年代に比べ
高い水準！

（総務省：労働力調査）

時間的・空間的
・経済的制約
の解消

○ 男性の育児参画を促進する仕組みの導入と仕事と子育てを両立できる
職場環境づくり
・時間単位年次有給休暇制度の企業への導入促進や育児休業制度の拡充等
育児休業の分割制度の導入、日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討、
短時間勤務に伴う収入減に対する支援など
別紙②
・長時間労働の是正
・イクボス（仕事と生活の調和推進リーダー）の取組の推進
・男性の家事・育児参画促進の取組強化
・配偶者の出産直後の休暇を含む休暇制度の充実と制度を利用しやすい職場
風土の醸成
・職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策の
推進
○キャリア形成に対する支援の拡充
・希望に応じて確実に復職・再就職できる仕組みの構築の検討
別紙③
・育児休業中の従業員のスキルアップや早期の職場復帰を
サポートする企業・団体への支援
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の拡充、テレワークなど柔軟
な働き方が可能となる環境整備など
・リカレント教育の受講支援及び就労支援のための情報発信
・育休中も勤務を継続しているとみなす昇給制度等を導入した企業への
支援の検討

９
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別紙② 子育ての負担感をシェアする 男性の育児参画の促進
●子育ての負担が女性に偏っている現状を変え、男性が進んで育児に参画できる環境づくりが必要。
提言 男性の育児参画を促進する仕組みの導入

◆育児の負担軽減には夫の家事・育児参画が欠かせない
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
0%

家事・育児時間なし

10%

20%

30%

40%

10.0

50%

60%

出生あり

70%

80%

90% 100%

出生なし

32.8

２時間未満

ゼロと2 4時間
では5倍以上の差

59.2

２～４時間未

87.1

６時間以上

（厚生労働省：H27第14回21世紀成年者縦断調査）

◆日本の男性の育児休業取得率は依然として低水準

２

制度の見直しにより、休業取得のハードルを下げる
育児休業の分割など、弾力的な育児休業制度の導入

日本

5.1%

1.44

スウェーデン

88.3%

1.85

ノルウェー

90.0%

1.72

制度の見直しにより、休業取得にインセンティブを与える
北欧では、「パパ・クオータ制」の導入により、男性の育児休業
取得率アップを実現
我が国においても、日本版「パパ・クオータ制」の導入を検討
すべき
例えば……支給割合の引き上げを行うなど、男性の育休取得を促進
休業期間の延長と給付金支給割合の引上げを選択制に

育児休業
合計特殊
取得率（男） 出生率(2016)

国名

現行制度により、育児のための休暇取得を後押し
時間単位年次有給休暇制度の企業への導入促進

３

79.7

４～６時間未

１

現行

取得を希望しな
がら取得できな
い現状

育児休業
取得者

（厚生労働省:H29年度雇用均等基本調査／独立行政法人労働政策研究・研修機構2017年3月
「ヨーロッパ育児・介護休業制度」／世界銀行:Data Indicators）

期間

・育児休業取得期間 男性は５日未満が最も多く、１カ月未満が８割
・一方で子どものいる男性の３割が育児休業の取得を希望

父母どちらか一方

子が１歳に達する日まで
※保育所に入れない場合など
→１年6カ月（H29.10～２年）

賃金月額の６７％
育児休業
休業開始から6カ月経過後は
給付金
５０％

（内閣府:H27年度調査 少子化社会に関する国際意識調査報告書）

両親とも育児休業を取得
（パパママ育休プラス）

改善例
両親とも育児休業を取得
うち父親が３０日以上
（日本版パパ・クオータ制）

１歳２ヶ月まで延長可能

２歳児まで

※１人が取得できる期間 １年間
（女性は出生日以後の産休期間含む）

同左（各自）

賃金月額の６７％＋α
（父の取得期間に応じて漸増）

男性は
育休期間
「５日未満」が
56.9%
まずは１月を目標

待機児童の
９割近くが
０～２歳児である
との観点から

父親の短時間勤務の促進として一定期間の短時間勤務を条件に
父の短時間勤務に伴う収入減に対する支援

◆育児休業を取得しなかった理由
男性正社員
業務が繁忙で職場の人手が不足していた

38.5%

職場が育休を取得しづらい雰囲気だった

33.7%

自分にしかできない仕事や担当している仕
事があった

22.1%

収入を減らしたくなかった

16.0%

企業等が上記に該当する従業員の代替要員を確保する場合の支援として
「両立支援等助成金」の拡充

育児休業を利用
しやすい制度と
職場の環境づく
りを

・対象 中小企業のみ⇒すべての企業
・助成金（１人当たり） 47.5万円⇒額の引き上げ

※財源については、公費の負担率の引き上げに加え、雇用保険料の
引き上げなど社会全体で分かち合うことも必要

（厚生労働省:H29年度 仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業
労働者調査結果）

１0

別紙③ キャリアへの不安を解消する 女性の復職・再就職・キャリアへの支援の拡充
●出産や子育てを理由に離職したとしても、希望すれば確実に復職、再就職できる予見可能性のある仕組みの構築を検討する必要。
●また、「キャリア形成にとってマイナスになるのではないか」との不安を解消し、出産や子育てと仕事の両立に対する安心感を高めることが必要。
◆第一子出産前後の妻の就業状況

（2010年

就業継続 38.3%

28.3
0

10
就業

無職又は退職 57.5%

10.0
20

提言

14年）

33.9

30

（育休利用）

40

50

■育児のために離職した女性の復職や再就職に向けた支援の拡充

23.6
60

70

80

4.2
90

○希望に応じて確実に復職、再就職できる予見可能性のある仕組み
の構築の検討

100

就業継続（育休なし）
出産退職
妊娠前から無職
不詳
（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

◆無職の妻の就業希望
子どもを産み終え
た無職の妻の86%
が就業を希望
ニーズに応じた
働き方ができる
環境整備が必要

希望する従業上の地位

割合

正規の職員

７．７

パート・アルバイト、派遣・嘱託・契約社員

８７．５

自営業主・家族従事者・内職

４．３

不詳

０．５

…検討の方向性
①潜在的な就労希望の掘り起こし、就労支援、求人開拓、就労後も
含めた相談対応とキャリア形成支援までのワンストップ窓口の強
化
②①により蓄積した相談事例に基づくニーズ分析と、企業との分析
結果の共有による、就労のニーズに即した柔軟な働き方の実現

■育児休業期間中の女性のスキルアップ（資格の取得等）や
早期の職場復帰をサポートする企業・団体等への支援

（国立社会保障・人口問題研究所：H27第15回出生動向基本調査）

◆キャリア継続
○子どもを育てながら仕事を継続するに当たっ
て、
不安を感じることはあるか（若手社員）

女性のキャリア形成に対する支援の拡充

（％）

0

男性

20

40

25.4

60

40.9
58.5

女性

ある
具体的な
不安として

80

24.6
34.3

まあある

○「両立支援等助成金」へのメニューの追加
100

9.1
6.7

出産と育児がキャリ
ア形成にプラスとな
る働き方が必要

0.4
女性社員の方が
男性社員よりも
不安が大きい

○「今後のキャリアについて不安」と回答
⇒男性16.6% に対して
（公益財団法人21世紀職業財団「若手女性社員の育成と
女性30.6％

・育児休業期間中の女性の通信制講座（大学）・ｅラーニング受講料
等を支援する企業・団体等への助成の新設
・テレワークなど柔軟な働き方を選択できる環境（ネット等）整備を
行う企業・団体等への助成の拡充

○「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の拡充
・残業や夜勤等においてベビーシッターを利用した際に支援を行う
企業・団体等への助成の拡充
・育児休業期間中の講座等受講時のベビーシッター利用への支援

１１

マネジメントに関する調査研究」（2015.12月））
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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
子どもの貧困率

子どもたちの厳しい状況
経済的な面では

%

16.0

●17歳以下の子どもの貧困率は13.9％
約7人に１人の子どもが貧困の状態
●子どもがいる現役世帯のうち
大人が一人の世帯の貧困率は50.8％

経済的な要因のみならず
●家庭の教育力の低下
●地域の見守り機能の低下

15.3
相対的貧困率

14.0

12.0

13.2
12.0 12.9

13.5

12.8

14.9

15.7

16.3
15.6

13.4
12.2

14.2
13.7

13.9

子どもの貧困率

122,575

10.5倍

120,000

103,286

・児童虐待

80,000

・不登校

60,000

・中退
・居場所がない
など

H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27
出典：

140,000

100,000

・少年非行

12年ぶりに改善した
ものの依然として高水準
H6

児童虐待相談対応件数の推移

・学力の未定着
・進学の断念

16.1

10.0
S60 S63 H3

子ども一人一人が様々な厳しさに

・いじめ
14.4

13.8

10.9

など

14.6

15.7

16.0

88,931
73,802
59,919 66,701
34,472

40,000

42,664

23,738

20,000

11,631

0

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（厚生労働省）

出典：福祉行政報告例（厚生労働省）

子どもの貧困問題は社会にとっても大きな損失
●子どもの貧困の放置による社会的損失 ４兆円
（15歳の1学年のみの試算）日本財団H27.12月ﾚﾎﾟｰﾄ

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、夢と希望を持って、安心して育つことのできる環境整備が急務
◆ 子どもたち一人一人の将来のために、貧困の世代間連鎖を解消することは国全体で取り組むべき喫緊の課題
◆ 取組の成果は、社会全体に様々な面で大きなプラスの効果をもたらす
◆ 社会全体で厳しい環境にある子どもたちに目を向け、子どもたちの健やかな成長を見守ることが必要

12

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の充実
■学齢期を重ねるに従って、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の充実
重点
施策
１

１ 保護者等への支援策の抜本強化

２ 子どもたちへの支援策の抜本強化

自立支援等による好循環の創出

学ぶ意欲を支える学習支援等

（1）保護者の子育て力の向上
①就学前の子どもの保護者への個別支援の充実
②親支援・親育ての促進
（2）母子保健から児童福祉への切れ目のない連携と
児童相談所の体制強化による児童虐待の防止
①児童虐待の早期発見・早期対応
②子どもや家庭を見守り育む地域づくりの推進
③児童相談所の体制強化
④児童相談所間・自治体間の円滑な情報共有の迅速化
⑤関係機関の連携強化
（3）住まい・就労・生活への支援
①ひとり親家庭への支援策のさらなる拡充
②母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金のさらなる充実
重点
施策
３

重点
施策
２

（1）乳幼児期の教育・保育の充実
①保育士・幼稚園教員の処遇改善や研修機会の充実
（2）学校をプラットホームとした支援策の充実・強化
①教職員定数の拡充
②教育相談体制の強化
③放課後等における学習の場の充実
④地域と学校との連携・協働の強化
（3）子どもの居場所の確保・充実
（4）進学に向けた支援
①低所得家庭に対する教育費負担軽減施策の確実な実施
（5）「新しい社会的養育ビジョン」の理念の実現
①社会的養育の充実
②児童養護施設等の自立相談支援体制の強化

都道府県の子どもの貧困対策計画等への支援
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13

子どもの貧困対策の抜本強化
妊娠 ～ 乳幼児期

小学校

中学校

高等学校等

○児童養護施設等における家庭的養育の推進

子育て力向上への支援

保育料の軽減・無料化

加配保育士の配置拡充等

保育サービスの充実

○ 「健康日本２１」 の推進

教職員定数の拡充

学力の向上＝

○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（放課後子供教室・児童クラブの設置拡充・利用料無償化等への支援）
○特に厳しい環境にある子ども達の学び場づくり

子どもの
居場所の確保・充実

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

見守り体制の充実＝

○ 「子ども食堂」への支援

教育相談体制の強化

地域子育て支援センター、多機能型保育事業所 等
連

携

○生活困窮者への住居確保給付金

地 域 の
見守り体制

○ひとり親家庭等の公営住宅入居の優遇措置

リスクアセスメント

主任児童
委員等

児童虐待担当課
（市区町村子ども家
庭総合支援拠点）
コーディネーター
の配置等

妊婦健診
乳幼児健診

非行防止対策

就労への支援

母子保健
担当課

児童
相談所

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

地域学校協働本部

連携

活動に関わる地域住民
（ボランティア）

協働

予防対策

入口対策

立直り対策

○万引き・深夜徘徊防
止
○効果的な普及啓発

○地域若者サポートス
テーションや少年サ
ポートセンター等によ
る立直り支援

○学校･警察連絡制度
の効果的な活用
○民生児童委員等によ
る見守り活動の実施

○ファミリー・サポート・センター事業の普及推進
○ひとり親等の資格取得・就労支援策の充実・強化
○生活困窮者等の就労訓練事業所の確保と就労支援

学
校

いじめ防止対策

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
の配置拡充

住まいへの支援

子育て家庭をつなぐ

地域との連携協働

地域と学校との連携・協働の強化

○地域学校協働本部（学校支援地域本部）の活動への支援

地域連携による交流の場の提供と日常的な見守り

乳児家庭
全戸訪問

○ 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
○ 小中学校等における生徒指導強化

学びの場づくり＝ 放課後等における学習の場の充実

地域ぐるみの子育て支援の推進

産前･
産後ケア

・
・・・
・・
・・
・・

健康的な体づくり＝

教育・保育の質の向上

保健師等

○児童養護施設等の自立相談支援体制の強化

学 校 を プ ラ ッ ト ホ ー ム と し た 支 援 策 の 充 実・強 化
早期からの健康的な生活習慣づくり

就学前教育の充実

子育て世代
包括支援センター

「大人の貧困」
と
「子どもの貧困」
の連鎖を断つ！

へ の 支 援 策 の 抜 本 強 化
○里親委託や養子縁組の推進

社会的養育の充実

進学に向けた支援

○教育費負担の軽減
・給付型奨学金の拡充
・私立学校の授業料の無償化 など

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

就労等に向けた支援

○地域若者サポートステーション等

子どもたちの命の安全・安心の確保

児童虐待防止対策
児童相談所の取り組みのさらなる充実・強化

要保護児童対策地域協議会等の機能強化

による就労支援や学び直しへの支援
民生児童委員等、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

14

今回の提案項目

【子どもの貧困対策・重点施策１】保護者等への支援策の抜本強化
子育て家庭の現状・児童虐待の現状

保護者の子育て力の向上

①子育てに対し悩みや不安を抱えている保護者が約４割
②H26年度の児童虐待対応件数は15年前の7.6倍 複雑・困難なケースも増加
③H25年度の心中以外の児童虐待死亡事例のうち、3歳未満の乳幼児の割合は66.6％
H17年度から18.4ﾎﾟｲﾝﾄ増加
悩みや不安は
まったくない
7%

■子育てについての悩みや不安
悩みや不安は
あまりない
55.9%

（千人）

122,575件

10.5倍

出典：家庭教育の活性化支援等に
関する特別調査研究
（平成20年度 文部科学省）

■心中以外の児童虐待死亡事例の子どもの

■児童相談所における児童虐待相談対応件数と
児童福祉司数
15 （万件）
150,000
児童福祉司数

①就学前の子どもの保護者への個別支援の充実

悩みや不安が
ある
37.2%

児童虐待相談対応件数

◆乳幼児期における語彙数や幼児期に身につけた非認知的能力が、その後
の学力や生活に大きな影響を与えるという研究成果
◆人間形成の基礎が培われる乳幼児期における保護者への支援の大幅な拡
充が必要

100,000
10

年齢別割合の推移

90

1010,000
80

71.2

3歳未満計

70

88,000
60
50

48.2

0歳

66,000
40

50,0005

11,631件

3,030人

44,211件 2,428人
33,408件 1,813人
2.5倍
1,230人

30

44,000
20
10

0
(％)

0

Ｈ16

Ｈ21

２歳

22,000

0

Ｈ11

１歳

Ｈ28

出典：福祉行政報告例、家庭福祉課調べ（厚生労働省）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
（ H17,18：1/1～12/31 H19：1/1～H20.3.31 H21～ 年度 ）

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）

ひとり親家庭の現状
① 子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率は、子どもがいる現役世帯全体の貧困率の
約４倍
②母子世帯の平均所得は児童のいる世帯全体の４割以下

80.0
60.0
40.0
20.0

50.1
11.7

58.2
13.0

■児童のいる世帯全体と母子世帯の平均所得

54.6
15.1

50.8
12.9

0.0
1991年

2000年

2012年

2015年

子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯
子どもがいる現役世帯全体
※現役世帯とは、世帯主が18歳以上65歳未満の世帯

平均所得（単位：
万円）

貧困率（
％）

■子どもがいる現役世帯の貧困率
（全体と大人が一人の世帯）

800.0

710.6

400.0
200.0

707.8

725.8
673.2

600.0
248.6

252.8

243.4

270.3

0.0
1991年

2000年

児童のいる世帯全体

2012年

2015年

母子世帯

＜出典＞国民生活基礎調査

・保育所において保育だけでなく、子どもとの関わり方についての助言など、親への支援も行う
保育士等の配置に要する財政支援の強化
・子どもの状況を適正かつ円滑に小学校に引き継ぐなど、生活面で課題を有する家庭と関係支援
機関とをコーディネートする人材を保育所等において確保する仕組みの導入

②親支援・親育ての促進

・乳幼児期の親育てプログラムの開発・普及や家庭の教育力の向上への支援
・乳児院などを活用し、親子が共に生活をしながら養育と親育てを行うことができる制度の構築

母子保健から児童福祉への切れ目のない連携と児童相談所の体制強化による
児童虐待の防止

◆児童虐待の相談ケースは増加の一途
⇒さらなる児童相談所の体制強化が必要
◆特に児童虐待により死亡した子どもの約7割が
０歳 ２歳までの乳幼児であり、その対策の強化が必要
◆警察をはじめとする関係機関との連携強化が必要

別紙①

住まい・就労・生活への支援

◆経済的に厳しい環境にある家庭に対して、手厚い経済的支援や保護者の
安定した就労への支援が必要

① ひとり親家庭への支援策のさらなる拡充

・高等学校卒業程度認定試験や自立支援教育訓練のための講座期間中の生活支援策の創設、高等
職業訓練促進給付金の支給額の増額、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の継続実施
など資格取得及び技能習得支援策の拡充
・児童扶養手当額の増額及び所得制限の引き上げや、多子加算額の支給額逓減措置の撤廃
・医療費助成制度の創設
・医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止
・養育費確保に向けた公的な支援制度の検討
・民間アパート等を活用した母子保護に対する補助制度の創設

② 母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金のさらなる充実

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

15
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別紙①-1 母子保健から児童福祉への切れ目のない連携と児童相談所の体制強化による児童虐待の防止
＜現状＞

■心中以外の児童虐待死亡事例の子どもの年齢別割合 【H27年度】

■児童虐待認定件数の推移 【H11～H28年度】
1,200

（人）

年間 出生数

児童 虐 待認 定件数

児童 相談所 児童福祉 司数

122,575件

1,100
1,000

9歳
1.9%

1,300,000

5歳 3.8%

4歳 1.9%

900
800

2歳 5.8%

600

1,000,000

500
400

900,000

0

3,030人

1,230人

800,000

1歳
7.7%

0歳 57.7%

0日児の死亡 (※1)
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)

妊婦健診未受診の
児童の死亡 (※2)

18.4%

22.4%

18.3%

(このうち望まない妊娠
の割合は 74.2% )
(※1) 平成15年7月～2７年度累計

700,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

※グラフの児童虐待認定件数、児童相談所児童福祉司数は
H11年度を100とした時の割合で表記（左軸）
■被虐待者の年齢別割合 【H28年度】

出典
年間出生数：人口動態統計（厚生労働省）
児童虐待認定件数：福祉行政報告例（厚生労働省）
児童福祉司数：厚生労働省子ども家庭局調べ

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）

300
20011,631件

３歳未満
71.2％

3歳 9.6%

1,100,000

700

100

7歳 14歳
3.8% 3.8%

6歳1.9%
1,200,000

不明
1.9%,

(※2) 平成17年1月～2７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

＜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と
さらなる児童相談所の体制強化
①母子保健施策を中心とした児童虐待の予防及び早期発見
②児童相談所をはじめとする児童虐待に関係する機関の体制のさらなる強化
③関係機関間での連携のさらなる強化
④地域で子どもや家庭を見守る体制の構築

出典：児童虐待相談対応件数
（福祉行政報告例（厚生労働省））

16

別紙①-2 母子保健から児童福祉への切れ目のない連携と児童相談所の体制強化による児童虐待の防止
地域における子どもの見守り連携体制のイメージ
主に0歳

連携
子育て家庭を
つなげる

子どもや家庭を見守り育む地域づくりの推進

保健と福祉の連携強化

継続ケース

子育て世代
包括支援センター
（母子保健担当課）

・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

児童相談所の体制強化
継続的な支援と
フォローアップ

子育て世代包括支援センター
（母子保健担当課）

情報共有

保健師等の専門職の配置
（母子保健
）

○妊娠届出時の面接等による対象者
の全数把握
○母子保健事業による適時・適切な
アセスメントの実施

産前･産後
ケア

乳児家庭
全戸訪問

リスク
ケース

虐待対応担当課

要保護児童対策
地域協議会

市区町村子ども家庭
総合支援拠点

・個別ケース検討会議等

児童虐待防止対策
コーディネーター
の配置

民生委員 児童委員等
地域
見
守 り 体 制 の 構 築

＋

情報共有

妊婦健診
乳幼児健診

児童相談所
ハイリスク
ケース

児童虐待の早期発見・早期対応

・妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供する「子育て世代包括
支援センター」の全国展開に向けて、設置を促進するための専門的な人材
及び必要な財源の確保
・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や「市区町村
子ども家庭総合支援拠点」の整備促進に向けた、市町村における体制の充
実と人材育成、財政支援等の強化

多機能型保育事業所

○すべての子育て家庭に紹介し、
利用 促
○特
子育
孤立 心配
家庭 子育
不安
家庭等
を確実につなげる

けた緊急総合対策」の確実な実施を!!

◆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

2歳の子どものいる家庭を対象とした地域連携による
「交流の場の提供と日常的な見守り」

地域子育て支援センター

＜提言＞ 地方財源の確保を含め「児童虐待防止対策の強化に向

◆「児童相談所強化プラン」を基盤としたさらなる体制強化に向け
た支援及び専門的知識・技術等を要する複雑・困難なケースの増
加への対応

・職員の専門性の向上に向けた支援や複雑・困難化する児童相談の現状に対
応するため、児童福祉司の配置基準の見直しや児童心理司の配置基準の法
定化による児童相談所の体制強化に向けた地方交付税措置を含む財政支援
の拡充
・一時保護所における処遇困難児の増加に十分対応できる職員の配置基準の
見直しと地方交付税措置の拡充
・法律に関する専門的な知識・経験が必要な業務に、迅速・的確に対応する
ため、弁護士の配置等への国庫補助金の補助対象経費等の拡充

児童相談所間・自治体間の円滑な情報共有の迅速化

◆速やかに援助体制を確保し、切れ目のない相談・支援体制の確保

・管外の児童相談所へのケース移管や情報提供等を行う際に、切れ目のない
相談・支援体制を確保するための全国統一のルールづくりや、国による全
国の児童相談所間の情報共有システムの構築

関係機関の連携強化
個別ケース支援を
通じた措置を含む
見守り体制

強化

◆要保護児童等を早期に把握し、迅速かつ的確に支援を開始するた
めの警察等の連携体制の構築

・困難な児童虐待事案対応時の警察官同行をはじめ確実な情報共有の仕組み
づくりなど、警察との密接な連携体制の構築
・児童相談所が児童虐待の防止等に関する調査をより的確に実施するため、
様々な機関等に対して、関係資料等の提供を要求できるようにするととも
に、要求を受けた当該機関等に応諾義務を課すための法の改正
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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

乳幼児期の教育・保育の充実
〇保育士・幼稚園教員の処遇改善や研修機会の充実

①家庭の経済状況が子どもたちの学力に大きく影響
②小学校における暴力行為発生率が過去最多、不登校児童生徒数も近年増加

■SES別

平日の学習時間と教科の平均正答率＜小学校・国語A＞ ■学校内外における暴力行為発生率の推移

家庭 社会経済的背景(SES) 子

85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0

・保育士・幼稚園教員の処遇改善
・保育士等の専門性を高めるため、独自カリキュラムの作成など質の向
上への取組に対する支援の充実

学力

間

強 相関

(1,000人あたりの暴力行為発生件数)

(件)

11.3

10.7
■
■
■
■
■
■

学校をプラットホームとした支援策の充実・強化

15.0

3時間以上
10.0
2時間 3時間
1時間 2時間
30分 1時間 5.0
30分より少ない
全くしない

10.1

9.5

◆貧困の世代間連鎖を断ち切るためには教育の力が重要

① 教職員定数の拡充

8.8

中学校

・少人数・習熟度別指導など個に応じたきめ細かな学習指導の充実や、
小中学校等における生徒指導の強化などに向けた教職員定数のさら
なる拡充

小学校

1.6

1.7

25年度

26年度

1.2

3.5

2.6

0.0
24年度

27年度

28年度

② 教育相談体制の強化

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充・
待遇改善のための十分な財源及び人材の確保

■不登校児童生徒数の推移
Lowest SES

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

120,000
97,033

95,442

91,446

100,000

98,408

103,235

③ 放課後等における学習の場の充実

・放課後等における学習支援の充実に必要な財源の確保
・放課後児童クラブ利用料の無償化
・生活困窮世帯等の子どもたちに対する学習支援について、国庫補助
の事業費上限の撤廃、補助率の引き上げなど財政支援の強化

80,000

・家庭の社会経済的背景（SES） 保護者に対する調査結果から、家庭所得、父親学
歴、母親学歴の三つの変数を合成した指標。当該指標を四等分し、Highest SES、
Upper middle SES、Lower middle SES、Lowest SES に分割して分析

60,000

中学校

40,000

30,448

小学校

20,000

25,864

24,175

21,243

27,583

④ 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等の充実に必要な財源の確保

子どもの居場所の確保・充実

0
24年度

25年度

26年度

27年度

28年度

出典：児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(文部科学省)

・家庭、学校に次ぐ第三の居場所となる「子ども食堂」
などへの財政面も含めた包括的な支援
・子ども食堂への全国レベルでの食材供給の仕組みの構築

教育費や子どもたちの進路の現状
○公私間で教育費に格差

■両親年収別の高校卒業後の進路
(％)

80.0

45.1

公立高校

0.0

62.4

60.0

104.0

私立高校

50.0

100.0

40.0

31.4

20.0

30.1

0.0

150.0
(万円)

43.9

49.4

54.8

10.1
21.4

４年制大学
進学
就職など

6.8

政府においては、所得が低い家庭の子どもたちへの、高等教育の無償化
を実現するとしており大いに評価。確実な実施を期待。
（例)住民税非課税世帯（年収270万円未満）:国立大学の場合 授業料及び入学金免除など

◆子どもたちの自立に向けた進学支援が必要
〇低所得家庭に対する教育費負担軽減施策の確実な実施

・高等学校等就学支援金に係る低所得者に対する加算支給額の拡充に
よる私立学校の授業料実質無償化
・単位制高校進学者に対する支給制限、支給月数の制限の解消など
・高等学校等就学支援金の拡充
・高校生等奨学給付金のさらなる充実

15.7

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

1000万円

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

※高等学校等就学支援金制度等による支援措置後の総額

「高校生の進路追跡調査第1次報告書」（2007）

出典：平成28年度「子供の学習費調査」（文部科学省）

別紙②

進学に向けた支援

○家庭の経済状況が子どもたちの進学に大きく影響

■子ども一人当たりの年間学習費総額
（高等学校）

子どもの居場所の確保・充実

18

子ども食堂への支援

子ども食堂の意義

地域での子ども食堂への支援の状況

厳しい環境にある子ども・保護者に必要な対策

出典：国及び地方公共団体による「子
どもの居場所づくり」を支援する施策調
べについて
(H29.5.26 内閣府)

★子ども食堂の開設および運営にかかる経費等のへ助成

●経済的貧困への対応
●様々な学びへの支援
●「地域」と「子ども、保護者」のつながり、厳しい環境に
ある家庭の孤立の防止

11都府県

★企業から無償提供された食品を、生活困窮世帯の子どもに対する
学習支援事業等に参加する子どもに提供し、県は、学習支援事業
実施団体へ事業立ち上げ経費を補助

◆子ども食堂は、

１県

★食の提供を行う取組

⇒欠食対策、保護者の負担軽減（食事の準備）
食育の推進、共食の機会の提供

課

★地域住民・団体の自主的、主体的な取組

⇒地域での子どもの見守り、困った時の支援
地域住民による積極的な学習支援

・イニシャルコスト等の負担が大きい
・スタッフ、運営費、食材の確保が困難

⇒自己肯定感の醸成、学校以外での社会性の習得
多様な人材による学習支援、地域での子どもたちの見守り
保護者の負担軽減（悩みごとの相談）

⇒持続可能な活動となるような支援が必要

提言

地域の子どもの見守り

「地域」と
「子ども・保護者」
のつながり

子ども
食堂
食育の推進

自己肯定感の醸成、
社会性の習得

題

○草の根で支援を行うNPO等は、運営基盤がぜい弱

★地域の大人たちや年代の異なる子どもたちが交流できる場

共食の機会の提供

別紙②

保護者の負担軽減
（悩みごとの相談）

1. 家庭、学校に次ぐ第三の居場所となる「子ども
食堂」などへの財政面も含めた包括的な支援
※自治体と連携した「子ども食堂」の取組を
子供の未来応援交付金の対象に

2. 子ども食堂への全国レベルでの食材供給の仕組
みの構築

欠食対策

様々な

経済的貧困

学びへの支援

への対応

保護者の負担軽減
（食事の準備）

官民の連携・協働により、すべての子どもたちが未来に夢
と希望を抱き、安心して暮らせる社会へ

19
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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
里親等委託率と新生児等の新規措置先の現状
■里親等委託率の推移
(%)

「新しい社会的養育ビジョン」の理念の実現

■新生児等の新規措置の措置先（平成27年度）

（措置児童数に占める里親＋ファミリーホーム措置児童の割合）

20
15

14.8

13.5

10

15.6

17.5

16.5

18.3

0歳
（1ヵ月未満）

0歳
（1ヵ月以上）

1歳以上
2歳未満

合 計

乳児院

503人

866人

466人

1,835人

里 親

76人

180人

142人

398人

5
0

23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 27年度末 28年度末
出典：家庭福祉課調べ（厚生労働省）

出典：福祉行政報告例、家庭福祉課調べ（厚生労働省）

児童養護施設の子どもたちの進学の現状（H29 ※ひとり親家庭H28)
中学校卒業後の進学率

高等学校卒業後の進学率

100.0
99.0

80.0
99.0%
98.1%

98.0
97.0

58.5%

40.0

96.3%

27.1%

96.0

94.0

0.0
全国（全体）

児童養護施設

ひとり親家庭

・家庭養育優先原則に基づく里親養育支援体制の整備の強化
・里親制度や養子縁組に関する普及啓発と財政支援の拡充
・包括的な民間委託や児童相談所直営による取組など、地方の実情に応
じて柔軟に対応できるようフォスタリング機関の取組を支援
・民法の改正など特別養子縁組の推進
例えば
特別養子縁組の要件の緩和や父母の同意が得られない場合に児童
相談所が特別養子縁組の申立を可能にする等の民法の改正 など

②児童養護施設等の自立支援体制の強化

・児童の自立支援を専門に担当する常勤職員を最低基準として配置する
ための財政支援の拡充

20.0

95.0

①社会的養育の充実

・児童養護施設等の小規模・地域分散化、職員の専門性の向上や配置基
準の強化を含む高機能化及び家庭養育支援への機能転換などの社会的
養育を充実するために必要な財政支援の拡充

73.0%

60.0

◆特に厳しい環境にある子どもたちにとって社会的養育の
充実が必要

全国（全体）

ひとり親家庭

児童養護施設

出典：全国（全体）：文部科学省・学校基本調査、児童養護施設：厚労省家庭福祉課調べ、ひとり親家庭：厚生労働省・全国ひとり親世帯等調査

・児童養護施設等を退所し、大学等に進学する者に対する給付型の奨学
金の拡充

【子どもの貧困対策・重点施策３】都道府県の子どもの貧困対策計画等への支援
国主体の子どもの貧困の実態調査の実施と情報提供
○ 貧困の世代間連鎖の解消に向け、より効果的な施策につなげるため、国において、都道府県別の「相対的貧困率」や「子どもの貧困率」等について統一
的な基準で調査するとともに、その結果や算出方法を自治体に情報提供すること

地方が取り組む子どもの貧困対策への継続的な財政支援
○ 平成30年度予算で当初予算化された「地域子供の未来応援交付金」について、地域での取組をより効果あるものとしていくために当初予算規模の拡大を
図るとともに、対象事業を拡大し、地域の実情に応じてより使い勝手の良い交付金となるよう運用の弾力化を図ること
別紙③

20

別紙③

地域子供の未来応援交付金の拡充

交付金の活用状況

平成28年度は65自治体で活用（都道府県12、市区町村53）
平成30年度までの３年間で254自治体が活用（都道府県29、市区町村225）

地域子供の未来応援交付金を活用した取組事例
実態調査・資源量の把握

大阪府

H28

・13市町と連携し、府全体の小５、中２及び保護者
の生活環境等の実態を把握するための実態調査実
施（13市町の実施にあわせて、府が他の30市町村を対
象に調査を実施することにより全43市町村をカバー）

・「家計・収入・就業に関すること」「食事に関す
ること」など５分野について主な課題や今後の取
組の方向性を整理

府は約2,700世帯に実施
（府域全体で約50,000世帯に実施）
生活実態調査実施団体
H28 61自治体 H29 113自治体

岩手県 H30
・子どもの生活実態調査
県内全ての小５・中２の児童・生徒とその保護
者対象
約42,200人
・就学援助制度利用世帯等調査
生活困窮世帯を対象に生活実態と支援ニーズを
調査
約10,200人
・支援ニーズ調査
県内全ての小１ 中３の保護者を対象に子育て
全般にかかる支援ニーズを調査し、個別支援に
つなげる
約91,800人

連携体制の整備

山口県 H30

京都府 H28

・モデル地区において、子ども食堂など子どもの居
場所づくりに取り組む団体に対し食材を円滑かつ
安定的に提供できる体制を整備
・関係者による推進協議会を設置し、効果的な実施
方法を検討

子どもの居場所づくりを実施する団体と
食材をマッチング
【フードバンク（NPO）に委託】

・「学校経営・組織体制」「発達障害・不登校」
「幼児教育」の３つの専門家チームを学校に派遣
・各中学校区に社会福祉の専門家を配置し、幼稚
園、
保育所、民生児童委員、福祉関係者や自治会等と
の連携により、子どもの学習と生活を支援

４中学校区でモデル的に実施
高知県 H29

長野県 H30
・学習支援、食事提供、悩み相談など家庭機能を補
完する子どもの居場所「信州こどもカフェ」を推
進
・地域の多種な主体による支援ネットワーク「地域
プラットフォーム」の中心的役割を担うコーディ
ネーターを育成する研修会を開催

研修会参加者数

延べ500人以上を予定

延べ144,200人を調査

・「子ども食堂」の取組を県内に広げていくための
コーディネーターを高知県社会福祉協議会に２名
配置
・運営手引書の作成・配付、開設準備講座の開催
・子どもの居場所づくりネットワーク会議の開催

子ども食堂の開設箇所
20箇所 ⇒ 52箇所

21
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15

健 康 立 国 宣 言

我が国は、世界が未だ経験したことのない人口減少・超高齢社会に突入し、総人
口に占める生産年齢人口（15 歳から 64 歳）の割合は、2040 年頃には世界の主要
国の中で最低水準になると予測されている。
しかし、健康寿命の延伸を図ることにより、多くの高齢者が生涯にわたって健
やかで充実した生活を送り、74 歳まで実質的な生産年齢として活躍できる社会を
実現できれば、その割合は最高水準に匹敵することとなる。
また、高齢化の進展に伴って、2018 年度に 49.9 兆円であった医療・介護給付費
は、2025 年度に 63 兆円程度、2040 年度に 93 兆円程度にまで増大すると見込まれ
ているが、医療費の約 1/3 は生活習慣病が占めており、その発症、重症化を防ぐ
ことができれば、生活の質（QOL）が向上し、結果として医療費の削減につなが
ることとなる。
社会保障制度の持続可能性そのものが課題となる中、生活の質（QOL）の向上
を図りつつ社会保障に係る負担を軽減し、併せて、社会保障制度を「支える力」
を強くする施策を強力に推進する必要がある。
先に述べたように、健康寿命の延伸を図ることができれば、生活の質（QOL）
の向上にあわせて医療・介護給付費の適正化につながるとともに、多くの高齢者
の生活の充実を通じて、「共に社会を支える力」を強化することもできる。
加えて、働きながら子育てしやすい環境づくりなどを進める働き方改革や、若
者の就労支援、多様な人材の活躍促進などを通じて、暮らしの充実を図り、また、
子育てなどの一人ひとりの希望を実現すれば、少子化対策に資するとともに、
「支
える力」を強くすることにもつながる。
このように、健康寿命の延伸や暮らしの充実を通じて、持続可能な社会保障制
度の構築、ひいては、人口減少時代を迎えた我が国の活力の維持を図ることがで
きる。
地方では、既に、インセンティブを活用した健康づくりの取組や、運動習慣・
食生活の改善、特定健診の受診率の向上のための取組、禁煙・受動喫煙防止対策
など、様々な取組を実施しており、生活習慣病の発症・重症化予防に効果を挙げ
ている事例がある。また、地域包括ケアシステムの構築に向けた予防・健康・医
療・介護等の各分野間の連携の強化につながっている事例や、子ども・子育て支
援に効果を挙げている事例もある。
このたび、全国知事会としては、これらの地方の先進・優良事例をお互いに共
有し、幅広く横展開する取組を開始することとした。これにより、人々の生活の
質の向上を図りつつ、社会保障制度の持続可能性を高めるとともに、社会に活力
をもたらす「健康立国」の実現に向けて、地方は「地方の責任」をしっかりと果た
すことを、ここに宣言する。
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「健康立国」実現に向けたアクションプラン
全国知事会
少子化による現役世代の減少が進む一方、高齢化が進行し 2025 年に
は団塊の世代が全て後期高齢者となる。こうした中、医療・介護費の増
大が懸念されており、社会保障制度の持続可能性そのものが課題となっ
ている。
持続可能な社会保障制度の構築のためには、国と地方がそれぞれの適
切な役割分担の下、互いに協力しながら取組を進めていかなければなら
ない。
今般、全国知事会では、人々の生活の質（QOL）の向上を図りつつ、
社会保障の持続可能性を高めるとともに、社会に活力をもたらす「健康
立国」の実現に向けて、平成 30 年 7 月 26 日に「健康立国宣言」を高ら
かに宣言した。
この宣言に基づく取組を着実かつ早期に実行していくため、ここに、
アクションプランを策定する。
１．

地方においては、それぞれが地域の実情を踏まえ、工夫を凝らし
つつ、生活の質（QOL）の向上を図りながら社会保障に係る負担の
適正化を図る取組とともに、働きながら子育てしやすい環境づくり
などの働き方改革や若者の就労支援など「支える力」を強くするた
めの取組が行われている。こうした各都道府県の先進・優良事例を
お互いに学び、全国的に横展開することにより、地方は「地方の責
任」をしっかり果たしていく。

２．

まずは、社会保障常任委員会から各都道府県に照会を行い、その
上で同委員会及び同委員会関連のプロジェクトチーム（男女共同参
画プロジェクトチーム、次世代育成支援対策プロジェクトチーム、
高齢者認知症対策・介護人材確保プロジェクトチーム）において、
各分野における各都道府県の先進・優良事例とその成果等について
秋を目途にとりまとめる。

３．

とりまとめた先進・優良事例については、全都道府県で取組を共
有する。
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あわせて、先進・優良事例を類似の取組ごとにカテゴリー化し、各
カテゴリーごとにそれを参考として取り組もうとする都道府県を募
り、参加した都道府県がお互いにアドバイスなどを行いながら取組
自体の深化を図る。その際、必要に応じて、KPI の設定を行うととも
に、横展開する上での課題やその解消手段の検討を行い、可能な団体
から取組をスタートさせる。こうした一連の流れを繰り返すことに
より、質を高めつつ、一層の横展開を図る。
４．

また、全国知事会に設置される「持続可能な社会保障制度の構築
に向けた会議」
（別添）においても、有識者から先進・優良事例の制
度設計や全国展開する上でのアドバイス等を伺い、事業効果や広が
りの効果をさらに高める。

５．

これらの議論・検討結果に基づき、横展開を図るに当たっての課
題・障壁のうち、国の制度により生じているものについては、国に
規制緩和等の是正を求める。また、横展開を通じて、全国的に浸透
しつつある取組については、国による恒久的な制度化や財政的な支
援など、国に対して大胆な施策の実行を要請する。

６．

「持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議」における議論な
どを通じ、全国知事会として、平成 30 年秋までに中間とりまとめ
を、31 年春に最終とりまとめを行い、国に対し提言をしていくこと
としているが、その際、上記の議論・検討結果を踏まえた視点を盛
り込んでいくこととする。
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取り組み事例

■健康づくり
〔重症化予防〕
・県、医師会、糖尿病対策推進会議の三者連携による糖尿病重症化予防
（埼玉県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔ライフステージに応じた未病改善の取組〕
・口腔機能の改善のためのオーラルフレイル対策（神奈川県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔一般住民を対象としたインセンティブを活用した取組〕
・健康パスポート事業（高知県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

■地域包括ケアシステム
〔多様な福祉サービスの提供〕
・富山型デイサービス（富山県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

・わかやま在宅医療推進安心ネットワーク（和歌山県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔効果的な介護予防等の取組〕
・地域ケア会議の充実等（大分県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか
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■地域医療構想
〔地域医療構想実現に向けた取組〕
・病床機能報告 急性期の報告の「奈良方式」（奈良県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔療養病床転換支援〕
・防災対策の観点を加えた療養病床転換支援（高知県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

■次世代育成
〔経済的負担の軽減〕
・おうちで子育てサポート事業（鳥取県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔仕事と子育ての両立支援〕
・男性の育児参画を促すための機運醸成（三重県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか

〔子育ての不安の解消（子育ての担い手や支え手の増加に向けた支援）〕
・子育て応援 BOOK 発行（岡山県）
＜類似の取組＞○○県、○○県、・・・ほか
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（別添）
持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議の設置について

１．設置の必要性
少子化による現役世代の減少が進む一方、高齢化が進行し 2025 年には団塊
の世代が全て後期高齢者となる。こうした中、医療・介護費の増大が懸念され
ており、社会保障制度の持続可能性そのものが課題となっている。
このため、生活の質（QOL）の向上を図りながら社会保障に係る負担の適正
化の取組を進めるとともに、働きながら子育てしやすい環境づくりなどの働き
方改革や若者の就労支援など「支える側」を強くするための取組を強化してい
くことを明確に打ち出していくことが重要である。
今後予定されている消費税率の引き上げを踏まえ、全世代型に向けた制度設
計の議論も本格化していることから、全国知事会長のもとに関係常任委員長等
からなる会議を立ち上げ、社会保障制度等に造詣の深い有識者を招き幅広い検
討を行い、「健康立国宣言」で提言している優良事例や先進事例の横展開も含
め、国民的議論を喚起しながら包括的に提言をとりまとめる。
２．会議の構成
（１）会長及び関係委員長等をもって構成する。
・知事会長
・常任委員長（地方税財政、社会保障）
・ＰＴリーダー（男女共同参画、次世代育成支援対策、高齢者認知症対策・
介護人材確保）
（２）上記構成員以外の知事の出席を広く募る。また、事務局席にて全都道府
県の職員並びに全国市長会及び全国町村会の職員も傍聴。
３．想定テーマ
〇地域包括ケアシステムの推進を通じ、生活の質（QOL）の向上を図りながら
社会保障に係る負担の適正化を図る取組
〇「支える側」を強くする社会保障制度の構築に向けた施策、国と地方の役
割分担、財源のあり方
〇人口減少に対応した社会保障サービス提供のかたちと人材確保
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など

４．会議の進め方
①テーマに応じ、順次、以下の専門分野から有識者を招へいし、プレゼン
テーション及び意見交換を実施する。
＜テーマ案＞
・社会保障総論
・地方税財政
・地域の医療・介護
・仕事と家庭の両立（雇用対策含む）
・子どもの貧困対策
・少子化対策
②会議における検討を踏まえ、適宜、提言をとりまとめる。
５．政策立案に向けた工程表
・７月の全国知事会議において設置を報告
・以降、順次会議を開催し、10 月までに中間とりまとめを行い、
「国と地方の
協議の場」において提言を実施
・その後も検討を継続し、来年春に最終とりまとめを行い、国への提言を実
施
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医
療

2018年度

39.2( 7.0%)
2025年度

48.5( 7.5%)

医療・介護給付費の状況
兆円
（対GDP比）
63.1( 9.8%)
49.9( 8.8%)
14.6( 2.3%)
介
10.7( 1.9%)
護

2040年度

69.2( 8.8%)

93.8(11.9%)
24.6( 3.1%)

生産年齢人口割合（15～64歳）

先進・優良事例をお互いに学び、全国で横展開

「健康立国宣言」（全国知事会、H30.7.27)

地方では、地域の実情を踏まえ、工夫をこらした取組を実践

（働きながら子育てしやすい環境づくりなどの働き方改革、若者の就労支援 等）

②「支える力」を強くする取組

（健康寿命の延伸、地域包括ケアシステムの構築 等）

①生活の質（QOL）の向上を図りながら社会保障負担を適正化

持続可能な社会保障制度の構築

社会保障制度の持続可能性そのものが課題に！

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

■懸念される医療・介護
給付費の増大

（出典）埼玉県資料より作成

■少子化による現役
世代の減少。2025年
には団塊の世代が全
て後期高齢者に。
生産年齢人口の割合
は、2040年頃には世
界の主要国の中で最
低水準に。

現状・課題

①健康立国宣言

5

４

３

6

説明

国に対し提言

人々の生活の質（QOL)の向上を図りつつ、
社会保障制度の持続可能性を高めるとともに
社会に活力をもたらす「健康立国」を実現

中間とりまとめ（H30年秋まで）、最終とりまとめ（H31年春）

7

「持続可能な社会保障制度の構築に向けた会議」（H30.7設置）

助言

・全国的に浸透しつつある
取組について、国による
恒久的な制度化や財政的
支援を求める。

可能な団体より取組を開始。

相互アドバイスにより取組自体を深化。KPIを設定。
横展開する際の課題とその解消法を検討。

類似の取組ごとにカテゴリー化。
各カテゴリーごとに参加都道府県を募集。

全国で共有し、横展開。

各都道府県の先進・優良事例をとりまとめ（今秋めど）。

・横展開を図るにあたっての
課題・障壁のうち、国の
制度に由来するものは、
規制緩和等を国に求める。

PDCA
サイクル
を展開

２

１

社会保障常任委員会・関連PTによる検討

今後の進め方

②アクションプラン

健康立国宣言 及び 同アクションプラン

16

持続可能な社会保障制度の構築に向けた特別決議

全国知事会では、
「健康立国宣言」及びその実現に向けたアクションプランを
とりまとめました。アクションプランでは、人々の生活の質（QOL）の向上を図
りながら社会保障に係る負担の適正化を図る取組とともに、働きながら子育て
しやすい環境づくりなどの働き方改革や若者の就労支援など「支える力」を強く
するための取組を、全国的に横展開することにより、
「地方の責任」をしっかり
果たしていくことを改めて確認したところです。
このように、地方が「地方の責任」を果たしていく一方、
「健康立国」の実現
に向けては、国民・地方・国が総力を挙げて取り組むべきものであることから、
国もその役割を果たすことが求められるところです。特に、予防・健康づくりの
推進、地域包括ケアシステムの構築、次世代を担う人づくりに向けた対策の充実
強化については、持続可能な社会保障制度の基盤となるものであることから、速
やかに下記に掲げる所要の方策の実行を求めます。
記
１．予防・健康づくりの推進
各都道府県においては、すべての住民が共に支え合い、健康で幸せに暮らせる
社会を目指し、ライフステージに応じた予防・健康づくりの取組を推進している
ところです。国においては、地方独自の取組について全国展開をすることにより
効果が期待できる取組について、財政的な支援を含め、必要な支援を行うよう、
特に、次の２点について強く求めます。
（1）今般、都道府県が国民健康保険の保険者となったことに伴い、住民の健康
増進等のために国保レセプトデータ情報等を活用できるよう、法的に位置づ
けること。
（2）2020 年の保健医療プラットフォームの本格稼働に当たっては、データを有
効活用する人材育成等に係る支援を行うこと。
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２．地域包括ケアシステムの構築
各都道府県においては、地域の実情に応じて、医療・介護・福祉の各分野を有
機的に結びつける地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいるところです。
国においては、地方独自の取組について全国展開をすることにより効果が期待
できる取組や社会保障負担軽減の高い効果が期待できる取組について、財政的
な支援を含め、必要な支援を行うよう、特に、次の４点について強く求めます。
（1）地域の医療・介護提供体制を維持・強化するにあたり、地域の実情に応じ
て自主性を反映した事業執行を可能にし長期的視点に立った継続的な取組
を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金については、所要の財
源を確保するとともに、柔軟に活用できるよう見直すこと。
（2）介護療養型医療施設等から介護医療院等への転換事例を公表し転換後の姿
を明確にすることにより転換を促進するとともに、入所者の生活の質（ＱＯ
Ｌ）を向上させるため、転換時の施設改修等に係る支援を充実させること。
（3）介護従事者の参入を促進し、将来の展望を持って、業務に従事できるよう
にするため、介護従事者全体の処遇改善に確実につながることが担保され
る恒久的な制度を構築すること。
（4）地域医療を担う人材の確保に向けて、特に医師不足が顕著な地域について
は抜本的な対策を講じること。また、医療人材の偏在解消等地域医療確保に
向けた施策を強力に推進すること。なお、改正医療法において、都道府県に
よる「医師確保計画」の策定等が盛り込まれているが、制度の施行に当たっ
ては、都道府県と十分に協議すること。
３．次世代を担う人づくりに向けた対策の充実強化
各都道府県においては、地域の実情に応じて、少子化対策や子どもの貧困対策、
さらに子どもの教育の質向上等を通じた子どもの貧困連鎖防止対策に取り組ん
でいるところです。国においては、地方独自の取組について全国展開をすること
により効果が期待できる取組について、財政的な支援を含め、必要な支援を行う
よう、特に、次の２点について強く求めます。
（1）次世代を担う人づくりに向けて、地域少子化対策重点推進交付金及び地域
子供の未来応援交付金による財政支援を充実強化すること。
（2）子ども・子育て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源を確保する
こと。
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17

認知症施策の抜本強化に向けた提言

2025 年の認知症高齢者 700 万人時代を見据え、国においては、昨年 6 月に介護保険法を
改正し、認知症施策の総合的な推進等に関する制度上の根拠を明確化するとともに、7 月に
は認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の数値目標を更新する等、取組を進めてい
る。
一方、認知症の人に関わる交通事故、行方不明、虐待、詐欺等の事件事故は後を絶たず、
国・地方を挙げて認知症の人や家族の視点に立った取組を早急に進めていかなければ、家庭
の崩壊や社会的損失の増大をも招きかねない。
ついては、認知症施策の抜本強化に向け、以下の事項を提言する。
１

認知症に対する理解促進と地域で認知症の人を支える体制の構築

（１）認知症に対する国民の理解促進
・国民が認知症や軽度認知障害を正しく理解するための啓発や不安・偏見解消のための
前向きなメッセージを、メディアにより発信強化すること。
・認知症予防、早期発見・早期対応の重要性や社会全体での支援の必要性について、国
民の理解促進を図るとともに、認知症の人にやさしい地域づくりに向けて、産業界の
参画を求めること。
・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。
・地域包括ケアシステムの中核となる地域包括支援センターの機能強化のための支援を
充実すること。
・小学校区単位など、より小さな地域での見守りやＧＰＳ等先端技術の活用も含め、行
方不明者捜索体制構築のための環境を整備すること。
２

認知症の人への生活支援

（１）認知症の人と家族の思いの施策への反映
・認知症の人や家族の視点を重視する認知症総合戦略推進事業が開始されたが、この事
業をより推進し、認知症の人と家族に寄り添った施策を展開すること。
（２）認知症の人による事故に起因する損害への賠償制度
・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。
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・道路交通法改正により、後期高齢運転者に受検が義務付けられた認知機能検査等にお
いて必要となる認知症の診断の増加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るとともに、円滑な利用促進に向け、関係省庁間の連携を
更に強化すること。
・本人や後見人を支援するための中核機関の整備や市町村長が成年後見の申立てを行
うにあたっての体制整備等について、必要な財政措置を講じるなど支援の充実を図
ること。
（５）高齢者虐待防止対策の強化
・高齢者虐待に対して適切に対応できるよう、研修の充実等の支援を図ること。
（６）若年性認知症になっても本人の力を最大限に活かせる環境整備
・若年性認知症や軽度認知障害の人の生活や就労の実態を早急に把握すること。
・若年性認知症の人が社会参加できる環境を整備すること。
・認知症の状態に応じ、就労が継続できるよう、事業主に対する理解を促進するとと
もに、雇用制度及び経済的支援策を整備すること。
・若年性認知症の人の特性に応じた、介護保険サービスの研究とその導入を促進する
こと。
・地域両立支援推進チームや若年性認知症支援コーディネーターの効果的な設置・運
営に関する情報提供を行うこと。
３

認知症の人を介護する家族への支援

（１）ダブルケアラー・ヤングケアラーへの支援
・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
供するための体制整備を図ること。
・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。
・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。
・災害救助法に基づく救助の種類として「福祉」を位置付けるとともに、災害時に介護
等を担う専門職等で構成する災害派遣福祉チームを制度化し、全国的な派遣調整シス
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テムの構築や、チームの体制整備に支障を来すことのないよう十分な財政措置を講じ
ること。
（２）認知症疾患医療センターの充実
・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。
・認知症疾患医療センターの専門性を高めるための支援を行うこと。
（３）認知症の症状に応じた適切な医療サービスのための人材育成
・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。
・かかりつけ医、薬剤師などの医療従事者が研修を受講し、地域で認知症の人が暮らし
続けることができるために実施する取組を、診療報酬で評価すること。
・認知症サポート医研修の受講について、利便性を高めること。
（４）認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員の充実
・認知症初期集中支援チーム員や認知症地域支援推進員の質を確保するため、これまで
の研修に加え、フォローアップ研修を実施すること。
・認知症予防や早期発見・早期対応に向けた取組等について、地域包括支援センターと
ともに、機能的な活動ができるよう十分な財政支援を行うこと。
（５）認知症ケアに携わる介護従事者の介護技術の向上等
・介護従事者が適切なケアを行うため、介護技術等に関する情報提供や研修内容の充実
を図るとともに、質の高い介護職員の確保のため、認知症介護指導者養成研修の受講
について利便性を高めること。
・メディア等の利用や発表の場の提供を通じ、医療や介護の実践ケア事例について積極
的に情報を発信すること。
（６）医学生等に対する認知症教育の強化
・医学生や看護学生等の認知症に対する理解を深めるため、専門的教育の充実を図ると
ともに、実習など認知症高齢者等と関わる機会を取り入れ、認知症教育を強化するこ
と。
５ 国による認知症に関する研究・技術開発の促進
（１）認知症予防・治療に関する研究開発の加速と治療方法の標準化
・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。
・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。
・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。
・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
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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。
・行方不明の認知症の人を発見するために有効なＧＰＳ等の機器については、介護保険
給付対象とするよう早急に検討すること。
・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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18

介護人材確保対策の抜本強化に向けた提言

2025 年に向けた介護人材確保対策として、国・地方が様々な対策を講じているところで
あるが、介護関連職種の有効求人倍率はますます上昇を続けており、依然として事態は改
善されていない。
介護人材の参入促進はもとより、定着を図るための施策をこれまで以上に強力に推進し
なければ、自宅や施設等で適切な介護サービスを受けることができない要介護者を増加さ
せるだけでなく、介護保険制度の崩壊にもつながりかねない。
ついては、介護人材確保対策の抜本強化に向け、以下の事項を提言する。
１ 多様な人材確保と人材育成
（１）介護への理解とイメージアップ
・介護職は、超高齢社会を支える重要な職業であるにも関わらず、「重労働で低賃金」
というイメージが定着し、新たな人材の参入を妨げる要因の一つとなっている。そ
のため、広く国民に対し、介護の仕事に関する正しい理解とイメージアップを図る
とともに、潜在的な介護有資格者呼び戻しを図るための施策を強力に推進すること。
・新中学校学習指導要領技術・家庭科において「介護」に関する内容の充実が図られ
たところであるが、教育の場において、介護の仕事の役割と重要性が正しく理解さ
れるよう、小・中・高等学校（特別支援学校も含む。）において高齢者と接する機会
を設けたり、福祉施設等を見学するなどの体験授業を組み入れ、若年のうちから意
識啓発を図るなど、文部科学省との連携を更に強化すること。
・若年世代からの介護職参入を促進するため、介護福祉士養成施設を卒業して介護福
祉士等の資格を取得する場合には、科目免除をする等のインセンティブを検討する
こと。
（２）多様な人材の参入促進
①外国人介護人材の受入れ
・日本での生活に慣れ、就労に制限がない定住外国人等が介護分野へ参入しやすくな
るよう、外国人就労・定着支援研修（介護コース）の実施地域を増やすなど、施策
の充実に努めること。
・介護分野への技能実習生の受入れが円滑に進むよう、監理団体及び実習実施者等の
実態や課題を随時把握・検証し、その結果を公表すること。
・外国人介護人材の受入は、各制度の趣旨に沿って進めることとされているが、各制
度における受入の課題や好事例の紹介などについて、適切に情報提供を行うこと。
・外国人が介護福祉士国家試験を受験するに当たり、受験時間の延長や英語等多言語
による受験を可能とするなど、資格を取得する際の配慮を行うこと。
・「経済財政運営と改革の基本方針 2018」において新たな在留資格創設の方針が示さ
れているが、創設に当たっては、
「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中
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間まとめ」
（H27.2.4)において挙げられた「検討に当たっての基本的な視点」及び技
能実習制度における課題等を踏まえ、十分な議論を行った上で制度設計を行うとと
もに、国の責任において受入環境の整備を行うこと。
②若年、障害者及び元気高齢者等の参入促進
・介護分野で中核的な役割を担う介護福祉士を目指す若者の参入を促進するため、介
護福祉士修学資金貸与に当たり、連帯保証人の確保が難しい学生を対象とした機関
保証制度を創設するとともに、返還債務免除要件を緩和すること。
・介護現場の補助的業務を行う新たな担い手として期待できる障害者や元気高齢者等
が参入しやすくなるよう、先進事例の紹介など、更に取組を促進すること。
・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
・認定介護福祉士を法的に位置付けるとともに、介護職の専門性と役割分担を明確に
し、専門性の高い人材配置に係る介護報酬上の評価を行うこと。
・介護実践力の指導やマネジメントなど、介護職の中核を担う認定介護福祉士を早期
に養成するため、各都道府県における認定介護福祉士養成研修実施機関の設置を促
進し、実施機関ごとに格差のない研修実現のための体制を整備すること。
（４）社会福祉法人等の運営基盤の整備
・処遇改善や人材育成等を目的として、複数法人が連携等による体制強化を図ること
が可能となるような制度を構築すること。
２

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

３ 労働環境の整備と業務負担軽減
（１）労働環境の整備
・人材確保等支援助成金や両立支援等助成金等を広く効果的に活用するため、労働局
（介護労働安定センターを含む。）と福祉人材センターの連携など、事業者に対す
る周知及び相談・援助体制の強化を図ること。
・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。
（２）業務負担軽減と効率化
・地域介護・福祉空間整備推進交付金を活用した介護ロボット等導入支援特別事業に
ついては、十分な財源を確保した上で改めて実施すること。
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・地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット導入支援事業について、平成 30
年度から補助上限額の見直し及び対象機器の拡充が行われたところであるが、更な
る拡充等を図ること。
・介護現場のニーズが十分反映され、有効に活用される介護ロボットが早期に介護現
場に導入されるよう、研究機関や民間企業等による介護ロボットの技術の向上や技
術開発の更なる加速化を図ること。
・介護現場における業務効率化による負担軽減を図るためのＩＣＴ導入が早期に実現
されるよう、事務の標準化等の体制整備を加速化するとともに、ＩＣＴ導入を促進
するための助成制度を創設すること。
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
・地域医療介護総合確保基金は、地域における医療及び介護の総合的な確保のため、
消費税増収分を原資とし、地域ごとの様々な実情に応じ、創意工夫を活かせる柔軟
な仕組みを目指すという制度改革の趣旨のもと設置されたものである。
こうした趣旨を踏まえ、地域の実情に応じて自主性を反映した事業執行を可能とす
るため、個別事業の実施要件の緩和や区分間流用など、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。
・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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スポーツ・文化・観光振興施策についての提言
―ポイント―

１

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

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

②大会における多様な日本文化のアピール
和文化や各地の神話、アイヌ文化などの伝統芸能、地域の祭り、歴史的文化財等を大
会開会式等に採用すること。

③大会における全国の農林水産物の使用、訪日外国人旅行者の全国各地への誘導
④東日本大震災や熊本地震等からの復興と今後の発展に資する大会の開催

２

スポーツ・文化を生かしたまちづくりの推進

①トップアスリート・アーティストの育成等
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
こと。

②地方におけるスポーツ・文化振興の基盤施設に対する支援の一層の充実
③スポーツ・文化による地域活性化
スポーツコミッション等の官民連携による分野横断的な取組、文化財の保存・継承や
観光資源としての活用をさらに推進すること。

３

観光立国の実現に向けて－観光の基幹産業化－

①高速交通網の整備等による「地方創生回廊」の完備と受入環境の充実
②ＤＭＯが財源を確保し、観光地経営を推進できる制度の構築
③国際観光旅客税の地方への配分
税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる交付金等によ
り地方に配分すること。

④地域の実情に応じたＩＲ区域制度の運用、効果的な依存症対策等の実施
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19

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。
近年の訪日外国人旅行者の伸びはめざましく、昨年は 2,800 万人を超え、2020 年に４
千万人を目指す政府目標の達成に向けて好調に推移している。国においても、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その後を
見据えた、地域のスポーツ・文化芸術資源を活用したまちづくり、文化財保護制度の見直
し、国際観光旅客税を活用した観光客受入環境の整備などの施策が次々と打ち出されてお
り、こうした対応を評価するとともに、地方においても、2020 年に向けて取組を更に加速
させていきたい。
一方で、本格的な人口減少社会を迎え、地方は、少子高齢化の進行や若者の流出など、
厳しい現実に直面している。また、東日本大震災や熊本地震からの復興の取組が続いてい
る中にあっては、それぞれが持つ「宝」を磨き、スポーツ・文化・観光の「人と人、心と
心を結ぶ力」を最大限に生かしながら、互いの連携のもと、世界の活力を取り込み、個性
と魅力にあふれた地域をつくり、未来を切り拓いていかねばならない。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のみならず、今後数年の内に、
ラグビーワールドカップ 2019TM、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西など大規模な国際
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。
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１ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催効果の全国への波及

(1)地方が国際大会に貢献するための取組支援
地方における選手強化の取組、事前キャンプの誘致、指導者やボランティア等を含め
た人材育成、障害者スポーツの推進などに対して支援を行うとともに、大会後もそのレ
ガシー（遺産）が国内全域に広がるよう、継続的な支援を講じること。
また、「希望の道を、つなごう。／Hope Lights Our Way」のコンセプトの下、全国で
展開される聖火リレーについては、セレブレーション、文化プログラム等と合わせて、
各地の魅力や特色を国内外に発信できる場となるよう、地方の取組に対する十分な支援
措置を講じること。
(2)文化プログラムの成功に向けた取組支援
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムに向けては、宝く
じ収益金の活用や地域の文化芸術活動への支援充実等が図られている。
その実施に当たっては、今後も地域の核となる文化施設の活性化を図るとともに、国
際的な芸術祭の開催や若者を中心とした新たな文化創造、障害者の芸術文化の振興、地
域に根差した特有の文化の振興、国民文化祭の新たな展開など、地方における文化芸術
活動への支援の充実・強化を図ること。
また、文化プログラムへの取組を一過性のイベントとしないよう、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」や生
け花・盆栽、地域の祭り、神楽やアイヌ古式舞踊などの伝統芸能をはじめとする国指定
重要無形民俗文化財など、日本の伝統文化を発信する場を創設すること。
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
大震災や熊本地震等からの復興を世界にアピールする観点から、開会式セレモニー等に
採用すること。
また、選手村をはじめとするオリンピック関連施設に、国産材によるＣＬＴや製材品
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、広く全国の農林水産物が使用されるよう、ＧＡ
Ｐ等の取得促進に向けた各地の取組を継続的に支援すること。
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(4)「ラグビーワールドカップ 2019TM」及び「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」な
どの開催等に対する支援
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 2019TM」及び「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」、そ
の他の各種国際競技大会等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・実施できるよう、地方公共団体への積
極的な情報提供や支援を行うこと。
また、開催に向けて、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、国内外での気運醸成や、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等の開催を、外国人観光客の全国各
地への誘導と周遊・滞在の促進、地域経済活性化に寄与する好機と捉え、大会開催及び
その前後の期間を対象とし、低廉な陸・海・空の周遊フリーパスを創設するなど、「訪
日外国人旅行者を全国各地へと誘導する施策」について積極的に講じること。
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２

スポーツ・文化を生かしたまちづくりの推進

(1)トップアスリート・アーティストの育成・強化
世界レベルのアスリートやアーティストの育成・強化については、競技や分野の特性
を踏まえ、官民の適切な役割分担のもと、必要な施設整備も含めて国が前面に立って行
うこと。その際、選手・芸術家の育成環境については、地域の資源を生かす視点から検
討するとともに、選手・芸術家の目線に立ち、心身を癒やしながらトレーニングや芸術
活動に集中できる環境となるよう十分考慮すること。
また、次世代を牽引する人材の発掘・育成のために地方が実施する各種取組への支援
を強化すること。
(2)基盤施設整備に対する支援の充実
公立スポーツ・文化施設の長寿命化やユニバーサルデザイン化等について、地方財政
措置の充実が図られているところであるが、地域のスポーツ・文化振興の中核となる基
盤施設整備については、公共施設等適正管理推進事業債の期限延長を含め、財政支援制
度を一層充実させるとともに、既存制度の弾力的な運用を図ること。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会で整備された競技用具の国体
等における活用について配慮すること。
(3)スポーツを生かしたまちづくりの推進
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、一層の高齢化の進行
を見据えた生涯スポーツを通じた健康増進などに対する支援をさらに充実・強化するこ
と。
また、食事やトレーニングメニューの提供、医療的ケア等を一体的に行うアスリート
ファーストの視点からのスポーツキャンプ地づくりのほか、通季・通年型スポーツアク
ティビティの創出など、地域スポーツコミッション等の官民が連携して行う分野横断的
な取組に対し、関係省庁が連携して支援すること。
さらに、地域の特性を活かし、スポーツを「する」だけでなく、「みる」、「ささえ
る」という観点から、誰もが参加できる取組に対する支援を強化すること。
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(4)文化を生かしたまちづくりの推進
地域の伝統芸能、歴史的・文化的景観や古民家、建造当時の技法による復元建造物な
ど、有形無形の文化財等の地域資源を活用したコミュニティ再生や観光・産業の振興、
国際的な芸術祭の開催など、官民連携による地方の文化芸術活動の取組への支援と合わ
せて、文化芸術人材の育成や雇用機会確保のための支援を更に充実・強化すること。
特に、文化財保護制度の見直しの趣旨に鑑み、地域における文化財の保存・継承・活
用が総合的かつ一体的に図られるよう、人材・財政の両面から一層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、子どもたちへの教育における文化芸術活動の充実・強化を図ること。
(5)スポーツ・文化の成長産業化
スポーツ産業を我が国の基幹産業に成長させ、地域経済の活性化を図るため、収益性
の高いスタジアム・アリーナの整備やスポーツ経営人材の育成、大学・社会人スポーツ
の活性化、ＩＣＴ・食や健康・観光等の地域産業との融合を図る先駆的な取組などへの
支援を強化すること。
また、文化芸術資源を活用し、観光や産業、まちづくり、国際交流等の様々な関連分
野との連携・統合強化を図り、地域経済の活性化につなげていくこと。
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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や多言語コールセンターの設置、バ
リアフリー化の促進、平時は観光客用、災害時には避難者支援用となる無料公衆無線Ｌ
ＡＮの整備促進や規格の統一、宿泊施設・文化施設等を含む観光施設のキャッシュレス
対応化、免税店の拡大、災害時の情報伝達など緊急時の対応、人材育成などの環境整備
への支援を行うこと。
さらに、すべての旅行者が全国各地を快適に観光できるよう、新幹線や高速道路など
の高速交通網の整備促進と活用による「地方創生回廊」の完備、地方空港等の機能強化、
訪日クルーズ旅客の受入環境の充実、交通系ＩＣカードのさらなる利用拡大やエリアを
またぐ広域利用の実現、鉄道駅・バス停等への無料公衆無線ＬＡＮの整備などの利便性
向上、公共交通の利用促進や二次交通の維持・充実につながる地方ローカル線イベント
列車の通年運行やバスロケーションシステムの整備等に対する支援を強化すること。
(2)魅力あるコンテンツの充実と情報発信等による戦略的な観光の推進
マーケティングやプロモーション等を一体的に実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・確
立への支援に加え、地域再生エリアマネジメント負担金制度が創設される中、ＤＭＯに
ついても、法的な制度も含めて、自主的かつ安定的な財源を確保しながら継続的に観光
地経営を推進できる制度の構築を図ること。
その際、地域資源は豊富である一方、人材・資本面に乏しい農山漁村地域に対する支
援に当たっては、地方創生の観点から十分に配慮すること。
また、魅力ある観光コンテンツの充実に向けて、滞在型・着地型観光の推進はもとよ
り、農林水産業や食料品製造業など幅広い産業との連携による地域の特色ある「食」の
提供や日本文化の体験などの多彩な観光商品づくりを積極的に支援するとともに、これ
らの地方の取組を海外に向けて情報発信すること。
特に、東日本大震災から復興途上の東北地方や、熊本地震の影響を受けた九州地方へ
の訪日外国人を増加させる政府主導のプロモーションなど、海外に対する情報発信を強
化すること。
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(3)観光の基幹産業化に向けた地方の取組への支援
観光産業の国際競争力を一層高めるとともに、増加する訪日外国人旅行者に対応する
ため、宿泊需要の地方分散、観光人材の育成やＭＩＣＥ誘致の推進等に努めること。
併せて、住宅宿泊事業法に関する附帯決議を踏まえた同法の適切な運用に努めるとと
もに、宿泊者等の安全確保を前提として、古民家などの多様な宿泊ニーズや地域の実情
に応じた関係規制の在り方の検討等にも努めること。
また、観光は成長戦略と地方創生の大きな柱であり、地方が積極的に観光施策を実施
するための必要かつ十分な新たな財源を確保すること。
特に、平成３１年１月７日から導入される「国際観光旅客税」については、政府目標
では、地方部での外国人延べ宿泊者数を 2030 年までに 2015 年の５倍超とするとされて
いること、また、ＤＭＯ等の取組も含め、これまでも地方は、観光資源の魅力向上等に
対し、様々な取組を行っていること等を踏まえ、国際観光旅客税の税収の一定割合を地
方団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる交付金等により地方に配分すること。
さらに、歴史・文化的な魅力の高い文化財、国立・国定公園や農山漁村等の景観、温
泉資源など、地方が持つ多様な観光資源を生かした広域観光周遊ルートの形成、サイク
ルツーリズムや農泊等の各種ツーリズムなど新たな観光開発等を積極的に支援するこ
と。
(4)特定複合観光施設について
特定複合観光施設区域整備法案が定める特定複合観光施設（ＩＲ）区域制度について、
国による基本方針の作成や区域整備計画の認定、ＩＲ事業者の監督等所要の制度を規定
するに当たっては、都道府県等に対する適切な情報提供と十分な事前協議を行うととも
に、各地域の実情についても考慮したものとすること。
また、区域整備計画の認定に当たっては、選定における基準の明確化やプロセスの透
明性の確保に努めること。
さらに、施行に当たっては、ＩＲ区域制度の趣旨が社会全体に正しく浸透するよう努
めるとともに、カジノ事業に関しては、犯罪防止や青少年の健全育成、依存症対策等に
ついて、国として効果等を客観的に検証しながら最大限の施策を講じること。
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20

参議院選挙における合区の解消に関する決議

参議院は、創設時から一貫して「都道府県」単位で代表を選出し、地方の声を
国政に届けるという重要な役割を果たしてきた。
そのような中、平成２８年７月に実施された参議院における憲政史上初の「合
区選挙」では、投票率の著しい低下など、様々な弊害が顕在化し、特に、自らを
代表する議員を選出できなかった県民からは、大きな失望の声が上がっており、
国民の参政権にも大きく影響を及ぼす事態となった。

次期参議院選挙を来年に控え、７月１８日に成立した改正公職選挙法により、
「各都道府県の代表が選出されない事態を回避する」という緊急避難措置が講じ
られたが、合区の解消には至っていない。

我々は、これまでも、合区による選挙が二度と行われることのないよう、地方
六団体合同による「合区の早期解消促進大会」を開催するなど、地方の切実な思
いを、国に対して繰り返し、訴えかけてきたところであり、引き続き、憲法改正
等の抜本的な対応による「合区の確実な解消」を強く求めるものである。
なお、一部反対意見（大阪府）及び賛同できない旨の意見（愛知県）があった
ことを申し添える。
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21

地方分権改革の推進について

人口減少社会の到来、超高齢化の進行など社会経済が大きく変化する中、地
方公共団体が担う役割や事務は増大すると予想される。国と地方の役割分担の
下、地方公共団体は国と共に我が国の再生に向けて責任を共有し、地方創生を
含む諸課題に対して自らの判断と責任において取り組む覚悟である。そのため
には、まずは地方公共団体に期待される役割を果たせるよう、自らのプライド
を胸に、自らの足で立つ「自立自尊」の地方自治の姿を実現する必要がある。
特に、憲法において、地方自治の基本原則を表す「地方自治の本旨」を明
確化し、地方は住民に身近な公共的事務について、国民主権の原則の下、住
民から直接授権された固有の権能を有するとの観点から、国・地方の本来の
在り方を確立することが、我が国の民主主義の発展の鍵となる。
また、住民、企業、ＮＰＯ、ボランティア等々地域のあらゆる力を結集す
ることはもとより、国と地方、広域自治体と基礎自治体の基本的な役割分担
を踏まえた上で、緊急性、必要性、事務の性質などを勘案しつつ、前例にと
らわれずに他の地方公共団体や国とも大胆かつ柔軟に連携していくなど、多
様な自治の在り方を模索していくことが求められる。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。

１ 地域間格差を是正するための地方分権改革の一層の推進
（１）国と地方の役割分担の見直しを踏まえた地方税財源の充実・確保
・ 国・地方の本来の在り方を踏まえ、国は外交、防衛など国際社会における
国家としての存立にかかわる事務など、本来国が果たすべき役割を重点的に
担う一方、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねていくという
基本的な改革の方向性を徹底すること。
・ 国と地方の税収割合が概ね６対４であるのに対し、国と地方の歳出割合は
概ね４対６となっているのが現状である。国と地方の税源の配分を役割分担
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に見合うように見直し、この乖離を縮小していくことが必要である。来年１
０月に消費税・地方消費税率の引き上げが予定されている今こそ、地方が長
年主張してきた課題の解決に取り組む好機であるとの認識の下、地方税源の
充実とともに、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築す
ること。
・ 今後一層増大する介護、医療などの社会保障サービスを適切に提供しつつ、
人口減少社会への対応や地方創生への取組を積極的に進めるためには、国・
地方を通ずる財政資源の充実が必要不可欠である。国・地方が連携・協力し
財政資源の充実を図る中で、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映し、
安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額を確保・充実すること。
・ 地方交付税については、「地域固有の財源」であり、どの地域に住む国民
にも一定の行政サービスを提供するために必要不可欠のものであることか
ら、地方交付税の本来の在り方を十分に踏まえ、財源保障機能と財源調整機
能が適切に発揮されるよう、所要の総額を確保すること。特に、いわゆる「ト
ップランナー方式」の在り方について十分に検討を行うとともに、地方の改
革意欲を損ねることのないよう、地方公共団体の行財政改革により生み出さ
れた財源は必ず地方に還元すること。さらに、累増する臨時財政対策債につ
いては、臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引き上げを含めた抜
本的な改革等を行うこと。
２ 国の政策決定への地方の参画
（１）国と地方の協議の場の充実
・ 国と地方の協議の場は、地方からの開催申し出に対する応諾義務や協議結
果の遵守義務など、制度面での更なる充実を図ること。加えて、国と地方が
互いに協力して政策課題に対応していく観点から、協議の質を充実させるた
め、全てを本会議で協議するのではなく、
「地方税財政分科会（仮称）」や「社
会保障分科会（仮称）」など分野別の分科会を設置すること。
（２）立法プロセスへの地方の関与
・ これまで進められてきた地方分権改革は、機関委任事務の廃止、国の関与
のルール化、義務付け・枠付けの見直しなど、地方公共団体の自主性・自立
性を高める観点から、いわゆる行政面の改革を中心としたものと言える。こ
れまでの行政面の改革から範囲を広げ、立法プロセスに地方公共団体が適切
に関与していく仕組みが必要である。議員立法により、義務付け・枠付けが
なされてしまう現状があることから、一例として、国会に常設の委員会とし
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て「地方分権推進委員会」又は調査会を設けるなど、国会の中に地方の声を
反映させるシステムを構築すること。
３ 地方分権を実感できる改革の深化
（１）「従うべき基準」をはじめとした義務付け・枠付けの見直し
・ 義務付け・枠付けの見直しについては、これまで一定の進展があった
が、新たな法令等の制定により、地方は新たな計画策定や事務の実施を求
められ、また、「従うべき基準」が多用されるなど、地方の自由度が高ま
っていない面もある。国が今後法令等を定める場合は、「従うべき基準」
の設定は厳に行わないなど、義務付け・枠付けが許容される基準について
見直すこと。
・ 地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示された「義務付け・枠
付けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェックのための仕
組み」の確立を実現すること。
・ 福祉分野を中心として、施設等の面積、有資格者の人員配置などに関す
る基準が「従うべき基準」とされ、地域の実情に応じた施設等の設置促進
や適正な運営に支障が生じているため、速やかに「従うべき基準」を廃止
し、「参酌すべき基準」等へ見直すこと。
・ 放課後児童クラブに係る「従うべき基準」については、設置促進や合理
的な運営を行う上で多くの支障が生じていることから、速やかに「参酌す
べき基準」化を行い、放課後児童クラブの充実を図ることができるように
すること。
（２）地域公共交通制度の見直し
・ 地域住民の生活基盤を維持するためには、地域の実情に応じた公共交通
体系について、地域において自ら考え実行できる仕組みづくりが必要であ
る。そのため、路線バスのみならず区域運行バス、自家用有償旅客運送等
について地域の協議に基づき活用を促進できるよう制度を整えること。併
せて、路線バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業の許可権限の移譲を
はじめ、地域公共交通会議において地方公共団体が調整権限を発揮できる
運営方法等の確立など、地方公共団体が主体的に地域の公共交通の形成に
関与する仕組みづくり及び必要な支援等について検討すること。これによ
り、関係する法規制を横断的に見直し、地域の実情に応じた地域公共交通
の円滑な導入を可能とする制度を構築すること。
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（３）一元的な雇用・産業振興政策の実現
・ 雇用政策は産業振興、人材教育、移住定住促進、貧困対策など地方公共
団体の担う行政施策や、生産性向上や働きやすい職場づくりなどの働き方
改革が求められる中、これらを一体的に実施することができる地方版ハロ
ーワークの拡大を支援すること。
・ 国のハローワークと同等の求人・求職情報等を地方が使用できるよう情報
の共有化を進めるなど、地方版ハローワークにおいて、国と地方の連携の在
り方などについて不断の見直しを行うこと。
・ 国のハローワークの地方移管の実現に向け、地方版ハローワーク等の地方
の取組の成果や課題を検証し、国と地方の役割分担などについて必要な見直
しを行うこと。
・ 地方創生の実現のためには、地域経済の活性化は不可欠である。地域経
済を支える中小企業や農林水産業への支援については、国と地方公共団体
が実施する事業とが適切に連携することで、効果を上げることができる。
都道府県を介さず、国の出先機関が直接実施している事業、民間事業者な
どに直接交付している補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」）は、一部の省
庁においては未だに多くを占めており、地方公共団体が実施する事業との
連携が図られないため、自由度を高めた上で、可能な限り都道府県を実施
主体にするか、又は都道府県に交付すること。
（４）「提案募集方式」等の見直し
・ 「提案募集方式」は、過日成立した第８次地方分権一括法に成果が示され
るように、地方分権改革の手法として一定の役割を果たしているが、昨年も
約７０件の提案が検討対象外とされている。「国が直接執行する事業の運用
改善」なども提案対象とすることや、過去と同内容の提案が複数の団体から
あった場合には検討対象とすることや、一律に具体的な支障事例を求めない
ことなど地方の意欲と知恵を十分に活かせるよう制度を拡充すること。
・ 提案の検討に当たっては、具体的な支障事例や制度改正の効果などの立証
責任を地方のみに課すのではなく、国が地方に委ねることによる支障などの
立証・説明責任をしっかりと果たせない場合には、原則として地方への権限
移譲や規制緩和を行う方式とすること。
・ 権限移譲に関する提案について、全国一律の権限移譲を基本としつつ
も、先行地域における実証制度として地域特性を活かせる「手挙げ方式」
を積極的に活用するとともに、広域的な行政ニーズに柔軟かつ効果的に対
応でき、地方自治法に基づき国からの権限移譲の受け皿となり得る広域連
合などの活用、さらに、実証実験的に権限移譲する方式を導入するなど、
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地方からの提案が最大限酌みとられるよう対応すること。
・ 国家戦略特区・地方創生特区への地方からの提案を積極的に採択すると
ともに、認められた規制緩和のうち地方公共団体への義務付け・枠付けの
見直しに当たるものについては、特区に指定された地域に限定せずに規制
緩和を実現すること。
・ これまでの対応方針において、「検討を行う」又は年次を示して「結論を
得る」とされた事項について、平成３０年の検討においても重点事項として
取り上げるなど、今後も引き続きフォローアップを行い、提案の実現に努め
ること。
・ 国の地方分権改革推進本部及び有識者会議においては、現在の「提案募集
方式」の取組に加え、国と地方の役割分担など制度的な課題について検討を
開始するなど、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。
（５）地域の実情に応じた施策展開の実現
・ 法の改正により、地方公共団体内の選択により首長の下での一元的な事
務の実施が可能となる文化財保護に関する事務と同様に、博物館をはじめ
とする社会教育に関する事務など、様々な施策と連動させることにより効
果的・効率的に実施できる事務について、各地方公共団体の判断により首
長部局での実施を可能とすること。
（６）事務・権限の移譲などを円滑に進めるための措置
・ 地方分権改革による事務・権限の移譲などを円滑に進めるため、財源措
置、移譲などのスケジュール、研修の実施・マニュアルの整備などについ
て、地方の意見を十分に反映して、具体的な検討と調整を早期に進めるこ
と。
・ 特に、地方が十分な予算・人員を確保して住民サービスを確実に提供で
きるよう、移譲に伴って生ずる新たな財政需要の内容を具体的かつ早期に
示すとともに、それらに対応する財源を確実に措置すること。
・ 適正な法執行の観点から、地方公共団体が十分な準備期間を確保できる
よう、地方への事前情報提供を含め、政省令の整備を法の公布後３ヶ月以
内に行うこと。
・ 国の法令の改正に伴い、地方公共団体の条例の制定改廃が必要となる場
合、法令の公布から施行までに十分な期間を確保するなど、地方公共団体
の条例案の検討や議会での審議が十分になされるよう配慮すること。
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４ 地方分権改革を推進するにあたり、さらに検討を深める事項
（１）地域のガバナンスと住民自治
・ 地方公共団体を取り巻く現下の厳しい環境を踏まえた場合、首長と議会の
二元代表制の機能をいかんなく発揮することはもとより、国と地方、また、
都道府県と市町村の基本的な役割分担を前提としつつも、リソースの最大活
用の観点から行政の連携を柔軟に考えていく必要性がある。
・ 既に一部の地方公共団体で取組が進められているが、都道府県と市町村、
都道府県間や市町村間、また、遠隔の地方公共団体間、更には地方公共団体
と国といった形で、多様かつ柔軟な連携を通じてあらゆるリソースを有効か
つ効率的に活用する取組を支援すること。
・ 地方版ハローワークのように、これまでの国と地方の役割分担を乗り越え、
新しい形態の国・地方協働型の仕組みによる行政運営を推進すること。
・ 地域の自主的な共助活動を支える組織として、地域運営組織の重要性がよ
り高まっているが、こうした組織体の活動を支援すること。
（２）憲法と地方自治
・ 地方分権改革のこれまでの成果の上に立ち、国の立法プロセスに地方の声
を一層反映していくとの観点からすると、参議院選挙区の合区の解消や、地
域代表制のあり方等、憲法改正に向けた議論を積極的に行う必要がある。
・ 地方自治に関する日本国憲法第８章についても、国と地方の役割分担を
根本から問い直し、法律と条例の効力の関係（立法における分権）、地方
税財政に関する保障など多様な論点から議論を深めること。
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22 米軍基地負担に関する提言

全国知事会においては、沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る基地負
担の状況を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し、都道府県の共通
理解を深めることを目的として、平成２８年１１月に「米軍基地負担に関す
る研究会」を設置し、これまで６回にわたり開催してきました。
研究会では、日米安全保障体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負担の現
状と負担軽減及び日米地位協定をテーマに、資料に基づき意見交換を行うと
ともに、有識者からのヒアリングを行うなど、共通理解を深めてきました。
その結果、
①

日米安全保障体制は、国民の生命・財産や領土・領海等を守るために

重要であるが、米軍基地の存在が、航空機騒音、米軍人等による事件・
事故、環境問題等により、基地周辺住民の安全安心を脅かし、基地所在
自治体に過大な負担を強いている側面がある。
②

基地周辺以外においても艦載機やヘリコプターによる飛行訓練等が
実施されており、騒音被害や事故に対する住民の不安もあり、訓練ルー
トや訓練が行われる時期・内容などについて、関係の自治体への事前説
明・通告が求められている。

③

全国的に米軍基地の整理・縮小・返還が進んでいるものの、沖縄県に
おける米軍専用施設の基地面積割合は全国の７割を占め、依然として
極めて高い。

④

日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、補足協定等によ
り運用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権
がないなど、我が国にとって、依然として十分とは言えない現況である。

⑤

沖縄県の例では、県経済に占める基地関連収入は復帰時に比べ大幅に
低下し、返還後の跡地利用に伴う経済効果は基地経済を大きく上回るも
のとなっており、経済効果の面からも、更なる基地の返還等が求められ
ている。

といった、現状や改善すべき課題を確認することができました。
米軍基地は、防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体
住民の生活に直結する重要な問題であることから、何よりも国民の理解が必
要であり、国におかれては、国民の生命・財産や領土・領海等を守る立場か
らも、以下の事項について、一層積極的に取り組まれることを提言します。
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記
１ 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増や
すなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期
について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安
を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと
２ 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則
として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ
円滑な立入の保障などを明記すること
３ 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示
し、継続的に取組みを進めること
また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民
の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実
施に伴う効果について検証を行うこと
４ 施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返
還を積極的に促進すること
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≪政策要望≫

【農林水産関係】
１

経済連携協定について

日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ１１など国際貿易交渉の合意に伴う、農林水産業等への
影響を継続的に検証するとともに、地域の関係者等に対して、引き続き丁寧な説明
を行うこと。
また、農林漁業者が希望を持って経営に取り組めるよう、「総合的なＴＰＰ等関
連政策大綱」に基づき、体質強化や経営安定、輸出の拡大に向けて十分な予算を確
保するなど、万全な対策を講ずるとともに、いかなる国際貿易交渉にあっても国内
の農林水産業が再生産可能となり、持続的に発展できるよう、重要品目をはじめ、
農林水産物等に対する必要な国境措置を確保すること。

２

農業の振興について

（１）「農林水産業・地域の活力創造プラン」に盛り込まれた「農業競争力強化プロ
グラム」に掲げている施策を着実に実行し、農林水産業の成長産業化を一層進め
ること。
特に、制度の設計及び実施については、各地域の農業・農村の実情を十分に踏
まえること。
（２）新たな加工原料乳生産者補給金制度について、需要に応じた乳製品の安定供給
や酪農家の創意工夫による経営展開を推進しつつ、所得の確保などを通じて経営
安定に資する運用となるよう努めること。
また、加工原料乳生産者補給金の交付にかかる数量認定事務等に関しては、事
務量の増加が見込まれることから、国において必要な予算を措置すること。
（３）主要農作物種子法廃止後においても、都道府県が継続的に主要農作物の種子の
生産及び普及に取り組むことができるよう、その財政需要について、引き続き地
方財政措置を確保すること。
（４）「食料・農業・農村基本計画」の推進に当たっては、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。
（５）強い農業と活力ある農村の実現に向け、農業の生産性向上と高付加価値化を図
るためには、農業の体質強化に資する農地の大区画化・汎用化や水田の畑地化、
農業水利施設の老朽化対策等の農業生産基盤整備を着実に進めつつ、農地の利用
集積・集約化を図ることや高収益作物の導入等を促進することなどが不可欠であ
る。
また、近年多発する集中豪雨や大規模地震等による災害を未然に防止するため
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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、地域の実情や特性を踏ま
えた上、計画的かつ着実な事業の推進に必要な当初予算を安定的に確保するとと
もに、農業の体質強化を着実に進めるための農業対策補正予算の継続的な編成を
講じること。加えて、下流に人家や公共施設があり、決壊すると多大な影響を与
えるため池の防災・減災対策について、財政支援を強化するとともに、ため池の
廃止手続きの簡素化など必要な取組を強化すること。
さらに、地域の要望に基づくきめ細かな農業農村整備を推進できるよう必要な
予算の確保を図るとともに、太陽光発電や小水力発電等の再生可能エネルギーの
導入、荒廃農地の再生など、地域の緊急的な課題の解決に向けた施策を推進する
こと。
（６）土地改良区制度の見直しにおいて、准組合員などの新たな仕組みが創設される
ことから、現場に混乱が生じないよう十分な情報提供を行うこと。
また、具体的な運用を定めるに当たっては、土地改良区等関係団体の意見を反
映するとともに、土地改良区等において新たな負担が生じる場合には、国におい
て必要な支援策を講ずること。
（７）経営所得安定対策等については、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営
農に取り組むことができるよう、安定的・継続的な制度とすること。
さらに、対象品目の拡大など、地域の特性や、農産物等の品目ごとの生産の実
情を考慮した支援策を講じること。
また、収入保険制度及び見直しが行われた農業共済制度については、農業者が
無保険の状態となることのないよう、農業者個々が経営内容に応じたメリット・
デメリット等を理解した上で加入判断ができるように引き続き周知に努めること。
（８）３０年産以降の米政策の推進に当たっては、稲作農家の所得を確保し経営の安
定を図るため、農業経営者自らの経営判断を活かせるよう、需要や在庫、価格動
向に関するきめ細かな情報をタイムリーに提供することや全国的な調整の仕組み
など、実効性のある需給調整に向けた環境整備を一層推進すること。
また、食料自給率の向上を図るため、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直接支払交付金の戦略作物助成や産地交付金等
現行制度の恒久化と安定した財源の確保を図るとともに、必要な機械の整備を支
援すること。
（９）日本型直接支払制度については、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、
良好な景観の形成、文化の伝承等、農業・農村の有する多面的機能が、その発揮
により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、極めて重要な機能であることか
ら、制度の積極的活用が図られるよう、対策期間中においても必要に応じ、所要
の見直し等を行いつつ、事業を推進するための経費を含め必要な予算を確保する
とともに、基本的に国庫負担で対応すること。
特に、環境保全型農業直接支払交付金は、生産者が安心して環境保全型農業に
取り組める安定的な制度運営を図るとともに、各都道府県からの要望量に見合う
十分な予算確保を図ること。
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（１０）自然・社会的条件が厳しい中山間地域の農業の所得向上に資する取組等の充
実・強化を図ること。
（１１）農業次世代人材投資資金が確実に交付できるよう、必要な予算を十分に確保
するとともに、若者の就農意欲の喚起と新規就農者の定着を図るための支援策を
充実させること。
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ること。
加えて、営農しながら本格的に経営を学ぶ場（農業経営塾）の運営が継続的に
できるよう必要な予算を確保するとともに、地域の実情に応じたカリキュラム時
間等での実施を可能とするなど、持続的な担い手づくりに努めること。
（１２）農地中間管理事業については、関係予算を十分確保し、地方負担の軽減を図
るとともに、その活用状況等を検証し、都道府県や市町村など、関係機関の実情
を踏まえた有効な仕組みとなるよう必要に応じて改善を行うこと。
特に、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境
整備を一層進めること。
また、機構集積協力金交付事業及び機構集積支援事業については、制度の安定
的な運用を図るとともに、各都道府県の必要額を踏まえた上で、十分な予算措置
を講じること。
（１３）農業委員会については、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発
生防止・解消、新規参入の促進など、「農地等の利用の最適化の推進」が最も重
要な法令事務として位置付けられているが、農業委員や農地利用最適化推進委員
などが実施する農地の有効利用を図るための支援事業に係る予算の更なる拡充に
努めること。
（１４）農産物の安全性と信頼性の確保など、食の安全・安心に関する国民ニーズに
対応するため、国において、加工食品の原料原産地表示について加工業者等にお
ける取組が着実に進展するよう取り組むほか、輸入食品の検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
・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
（１５）農業生産の低コスト化や省力化、品質の向上などに向けた、地域における品
種・技術の研究、開発及び普及に対する支援を強化すること。
また、マーケットインによる農業生産を推進するための取組を支援すること。
（１６）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
とともに、生産現場の実情に配慮した助成対象の充実などの制度改正を図ること。
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（１７）畜産・酪農の収益力強化に向けて、飼養管理施設や省力化機械の整備等によ
る生産コストの削減や品質向上など生産基盤の強化を図るため、畜産クラスター
関連事業を中長期的に継続して実施するとともに、補助対象を拡充し、必要な予
算を安定的に確保すること。
（１８）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
防止について、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。
・家畜の埋却処分については、自己所有農地のみならず荒廃農地や農地以外の土
地が埋却地となる場合もあるため、引き続き適切な防疫対策や埋却地の再活用
が可能となるような支援策を講じること。
・移動式焼却炉や移動式レンダリング処理装置の配備拡大を行うことに加え、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、十分なまん延防止措置を実施できないことから、関連法令を整備
するなどの措置を検討するとともに、必要な財政措置を講じること。
・外国人観光客の増加に対応するため、動物検疫所の機能強化を図ること。
（１９）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。
（２０）野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に依然として高水準で推移し、一部
では人身被害も増加している実態を踏まえ、都道府県が実施する広域捕獲活動等
及び地域が取り組む緊急的な捕獲活動や侵入防止の対策、柵の整備等に対する支
援、簡易で効率的な侵入防止や捕獲方法の研究、捕獲の担い手確保、捕獲個体の
ジビエ等での利活用の推進等、鳥獣被害防止対策の更なる拡充と継続を図ること。
特に、緊急的な捕獲活動と侵入防止柵等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。
（２１）東京電力福島第一原子力発電所事故の発生による農林水産物等の安全性の問
題について、特に以下の対策を早急に講じること。
・地方公共団体や関係団体等が実施する農林水産物の放射性物質検査に係る検査
機器の整備及び検査人員の確保等について、財源措置を含め全面的な支援を行
うこと。
・放射性物質に汚染された農地の放射線量低減対策について、全ての農業者が負
担無く効率的かつ確実に実施できるよう、吸収抑制対策事業等を基本的に国庫
負担により継続すること。
・放射性物質に汚染された農業系廃棄物について、最終的な処分方法が具体的に
確立するまでの間、一時保管等の隔離対策を強力に支援すること。併せて、一
時保管が長期化している農家等の負担軽減策を講じること。
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・避難指示が解除された地域の農地において、早期の営農再開が図れるよう、仮
置場の原状回復に必要な取組を確実に実施するとともに、除染等により生じた
不具合の解消に向けて、国の責任の下、対策を講ずること。
・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。
（２２）日本の農林水産物・食品の輸出拡大を推進するため、平成２８年５月に策定
された「農林水産業の輸出力強化戦略」に掲げる施策を着実に実行すること。特
に、科学的根拠に基づかないまま原発事故による輸入規制を実施している諸外国・
地域に対し、規制措置を撤廃するよう強く働きかけるとともに、政府間交渉の取
組状況については、継続して情報提供を行うこと。
また、輸出先国での残留農薬基準の早期設定や検疫条件が未設定の品目及び既
に検疫条件が設定されている品目で厳しい条件が課されているものについて、輸
入解禁や条件緩和の実現のため、積極的に２国間協議を行うこと。
さらに、オールジャパンで行う国別・品目別戦略に加え、地方が海外で行う販
売促進活動を積極的に支援するとともに、輸出を志向する農業者におけるＧＬＯ
ＢＡＬ Ｇ.Ａ.Ｐ.などの国際的に通用する認証取得の拡大に向けて戦略的に取り
組むこと。
（２３）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。
（２４）燃油・肥料や配合飼料等の価格が高騰した際に、農家の実質負担が大きく増
加することのないよう、生産資材の価格変動に左右されない安定した農業経営の
確立に向けた資材の効率的な利用・低コスト化への取組への支援や、配合飼料価
格安定制度の運用に必要な予算を確保すること。
特に、施設園芸等燃油価格高騰対策については、生産・加工工程で燃油を使用
する菌床しいたけ、葉たばこ及びいぐさも対象となるよう拡充するとともに恒久
的な制度とすること。
（２５）農林水産業の６次産業化や食育及び地産地消運動を着実に推進するため、
「食
料産業・６次産業化交付金」及び「６次産業化サポート事業」の拡充・強化を図
ること。
特に、国が認定する「総合化事業計画」の作成を促進するための支援体制整備
や同計画を円滑に推進するための施設整備等に必要な財政措置の更なる拡充を図
ること。
（２６）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、ＧＬＯＢＡ
Ｌ Ｇ.Ａ.Ｐ等の認証取得が条件となる取引拡大が予想されるため、ＧＡＰ認証を
取得する産地の拡大に向けた取組の継続実施のほか、取組のメリットや、実需者
の取引意向に関する情報提供を行うこと。
また、消費者や流通業者に対して、ＧＡＰの理解促進を図るとともに、都道府
県ＧＡＰについても、指導員の育成や制度の運営等の支援措置を継続拡充するこ
と。
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（２７）増大するインバウンド需要の呼び込みや都市と農山漁村との交流を促進し、
地域の所得向上や雇用の創出が期待できる「農泊」の取組をより一層推進するた
め、農山漁村振興交付金（農泊推進対策）の中長期的な継続と必要な予算を確保
すること。

３

林業の振興について

（１）森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）については、地方の意見を踏
まえて、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への影響が生じ
ないようにしっかりと調整すること。
また、地方財政計画において、新たな森林管理システム下における私有林を中
心とした間伐等の新たな業務に要する経費を適切に計上するなど、森林経営管理
法で定める森林の経営管理の仕組みが円滑に機能するよう万全を期すこと。
（２）森林の有する多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の安定的発展と山
村における雇用安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業並
びに非公共事業である森林病害虫等防除事業の財源を十分かつ安定的に確保する
こと。
・間伐や伐採後の植栽、路網の整備など、適切な森林整備や松くい虫の防除対策、
ナラ枯れ被害対策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、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設、木造公共施設、
木質バイオマス利用設備の整備といった、川上から川下に至る総合的な取組へ
の支援の充実と十分な予算確保
・木育等の取組を通じた森林づくりや木材利用への理解の醸成
・国産材を用いた新たな製品・技術等を活用した施設の建設や非住宅分野におけ
る木造・木質化を促進する施策の充実
・適切な森林整備や国産材の安定供給を担うことができる事業体や人材の育成・
確保に向けた施策の充実
・ＣＬＴ等の新たな技術を用いた木質部材の普及促進に向けた、建築関係基準の
拡充や、建築士等の技術者の育成、広報活動、実証的建築への支援などの施策
の充実
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や国際博覧会など、様々な機
会を通じて日本の木の文化や技術を世界に発信
（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、林地台帳及び地図の公
表や情報提供、データベースの更新など、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。
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（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、野生きのこ・山菜類の出荷制限の解除に当たっては、汚染実態や地域の
出荷体制に即して、市町村単位によらない地区単位・採取地単位の制限解除を可
能とすることや、非破壊検査機等を用いた全量検査による出荷制限解除を認める
など柔軟に対応すること。
さらに、風評被害等により特用林産物の生産及び経営に多大な支障をきたして
いるため、きのこ原木等の生産資材の助成について補助率１／２を維持するなど
施策を長期にわたり継続するとともに、原木として利用できない立木の財物補償
については、汚染実態に即して対象地域を拡大すること。
（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、個別に判断が出来
るよう林地開発や撤去等における基準や関係法令を整備すること。

４

水産業の振興について

（１）「水産基本計画」に基づき、水産業の現状と課題を踏まえ、地方と協議の上、
より効果的な施策を総合的かつ計画的に実施すること。
特に、東日本大震災による津波被害や東京電力福島第一原子力発電所事故の影
響など地域の実情に十分配慮すること。
（２）漁業経営安定対策については、燃油・配合飼料価格が高騰した際や自然災害で
被災した場合なども、漁業者が安心して漁業に取り組むことができるようセーフ
ティネットのさらなる要件の緩和や資金繰り円滑化対策などの支援制度を拡充す
ること。漁業用燃油について、恒久的な免税等の措置が図られるよう法整備を行
うこと。また、養殖業における適正養殖可能数量の設定方法について、地域の意
見や実情を踏まえた上で見直すこと。加えて、水産業の体質強化を図るため、漁
船や省力・省コスト機器の導入促進に必要な支援について十分な予算措置を講じ
るなど、収益性の高い経営体への転換をより一層進めること。
（３）周辺諸国との漁業外交を強力に推進し、既存の漁業協定の見直しも含め、水産
物の安定供給の確保対策を強化するため、以下に取り組むこと。
・竹島の領土権の確立による日韓暫定水域の撤廃並びにそれまでの間の当該水域、
日中暫定措置水域、日中中間水域、北緯２７度以南の水域においては、適切な
資源管理体制と操業秩序の確立を図ること。
・日台漁業取決めについては、取決め適用水域を見直すこと。
・ロシア連邦との協定に基づく漁業は、地域経済に大きく貢献していることから、
操業機会の確保を強力に推進すること。また、ロシア水域のさけ・ます流し網
漁業について、ロシア連邦の法律により操業が困難となったことから、栽培漁
業の推進や関連産業の振興などに対して、引き続き支援を行うこと。
・排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が根絶されるよう、国の監
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視・取締体制を一層充実・強化すること。
・近年、北太平洋公海域では外国船の漁獲圧が非常に高まっており、サンマの資
源減少が懸念されていることから、これら資源の適正な管理に向け、できるだ
け早期に、国別に漁獲可能量や漁獲努力量を制限するなど実効ある保存管理措
置が実現するよう、関係各国との交渉を進めること。
・太平洋熱帯域での高い漁獲圧により、カツオ資源が減少している懸念があるこ
とから、我が国沿岸への来遊量の回復を目指し、関係国・地域への働きかけを
強化するとともに、当該海域での実効ある管理措置が講じられるよう交渉を行
うこと。
・パラオ共和国等、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海洋への流出により、
水産業が甚大な影響を受けていることを踏まえ、海洋汚染や水産業への被害が拡
大することのないよう、万全の措置を講じること。
（５）「新規漁業就業者対策」については、新規就業者を継続して確保できるよう、
各都道府県の必要額を踏まえた十分な予算措置を講じるとともに、特に収入が不
安定な就業直後の経営確立を支援する資金を創設するなど、漁業技術の習得から
経営安定まで一貫した支援体制を整備すること。また、漁業への定着率が高い漁
家子弟に対する就業支援制度を拡充し、持続的な担い手づくりの体制を整備する
こと。
（６）水産資源の回復を図り、安全で安定した水産物の供給体制の確立を図るため、
漁場の整備や漁港における高度衛生管理対策、漁港施設の防災・減災対策など水
産基盤整備を計画的かつ着実に推進すること。
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【商工労働関係】
１ デフレ経済からの完全な脱却と持続的な経済成長の実現に
ついて
安倍内閣の発足後、政府・日銀においては、「大胆な金融政策」、「機動的な財
政政策」及び「民間投資を喚起する成長戦略」が進められ、我が国の景気は緩やか
な回復基調が続いている。
しかし、特に、中小企業や小規模企業者は、まだアベノミクスの効果を十分に実
感できていない状況にある。また、米国の保護主義的な経済政策運営や新興国経済
の行方、英国のＥＵ離脱交渉の展開など、海外経済の不確実性の高まりや金融資本
市場の変動について引き続き留意する必要がある。
また、2019 年１０月に消費税・地方消費税率の８％から１０％への引き上げ時に
は、国内の消費が冷え込み、地域の経済・雇用に大きな打撃を与える恐れがある。
こうした中、我が国が、デフレからの完全な脱却と持続的な経済成長を実現する
ためには、今後も大胆な金融・為替政策、経済対策、規制改革、地方分権及び将来
の不安払拭に資する構造改革の加速化が必要である。
政府・日銀においては、引き続き、海外の経済情勢や為替の動向を注視しつつ、
「量」・「質」・「金利」の３つの次元での金融緩和措置の継続など、思い切った
金融・為替政策を実施するとともに、名目ＧＤＰを高めることを目指した日本の稼
ぐ力の回復に向けた政策対応を検討･実施すること。
政府においては、地方創生と持続的な経済成長を実現するため、
「国家戦略特区」
による「岩盤規制」の改革及び高い経済効果が認められる特区の成果の全国展開を
着実に推進するとともに、全国的に要望の多い規制改革事項については、特区に限
ることなく直ちに全国的な規制改革を実施すること。また、民間事業者等が活用し
やすい大胆な規制改革、税制の優遇措置、地域独自の取組ができるよう一層の地方
への権限移譲などを講じること。

２

地域経済の活性化について

（１）地方産業競争力協議会における議論を適切に国の政策に反映させるとともに、
国の経済財政諮問会議や未来投資会議など、経済財政政策について検討する機関
に、地方財政や地域の経済・社会に精通した地域の代表を委員として加えるなど、
地域の意見を一層反映させる仕組みを構築すること。
（２）総合特区の取組の中には、農林水産、環境など個別の分野を超える事業がある
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、国際戦略総合特区については、産業
の国際競争力強化のため、法人税軽減の適用対象設備等について取得価額の下限
額を引き下げ、対象範囲を拡大すること。地域活性化総合特区についても、企業
投資を呼び込み、就業の場を創出するため、法人税について軽減すること。
（３）電力各社の値上げが地域経済に与える影響を考慮し、電力の安定供給を確保し
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た上で料金上昇を抑制する道筋を明確にすること。
また、事業者向け発電設備や省エネ機器などの導入・改修、建築物の省エネ改
修等に対する支援を強化すること。
（４）産業活動におけるサプライチェーン寸断のリスク軽減や国土の均衡的発展を図
る観点から、地方の条件不利地域への産業再配置を促進するとともに、国際競争
を勝ち抜くため、ポテンシャルを有する地方発の先端的研究開発に対し支援措置
を強化すること。

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。
また、経済情勢を踏まえたセーフティネット保証５号の認定要件や地域の実情
を踏まえた業種指定の随時見直し、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の
取扱期間の延長、金融機関に対する指導により、金融のセーフティネットに万全
を期すこと。
（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、中小企業・小規模事業者の経営改善につなげる観点
から保証料率・保険料率のあり方を検討すること。
（３）地域産業の活性化や中小企業・小規模事業者の振興を図るため、都道府県中小
企業支援センター等との連携などに十分配慮しながら、人材の育成、経営革新へ
の支援を充実するとともに、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事
業（よろず支援拠点事業）」を継続的に実施すること。
加えて、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」については、当
初予算で措置するなど継続して予算を確保すること。
また、現在の金利情勢では運用益が減少することが見込まれることから、中小
企業による地域資源を活用した新事業展開（地域活性化・農商工連携）を支援す
る地域中小企業応援ファンドについて、柔軟な対応が行えるよう機能を拡充する
こと。
（４）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。
（５）「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき商
工会及び商工会議所が作成する経営発達支援計画の認定は経済産業大臣が行うと
されているが、小規模事業者支援事業は、直接的には都道府県の指導・監督のも
とに実施されるものであることから、都道府県知事が実施できるよう検討を進め
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るとともに事務移譲の際には事務に係る人件費及び事務費についても財政措置を
行うこと。
また、経営発達支援事業の実施に伴い必要となる商工会・商工会議所での人員
増などへの支援についても国において対応するなど、都道府県の実施する経営改
善普及事業の事務局体制が損なわれることのないように配慮すること。
（６）中小企業高度化資金（高度化事業）について、社会・経済状況の変化等の特別
な事情により、経営の責任をやむを得ず負っている連帯保証人等が再チャレンジ
の機会を阻まれている現状もあることから、金融機関保証の利用促進などの仕組
みづくりを行うことにより、連帯保証人等に頼らない制度運用に取り組むととも
に、既往貸付により過大な負担を負っている連帯保証人等に対する対策を講じる
こと。
（７）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（従来事業）」については、平成２９年度より「地方創生推進
交付金」（予算措置１／２）の対象事業とされているが、国の委託事業として始
まったという経緯を踏まえ、国において、全額財政措置を行うこと。
（８）中小企業の経営革新への取り組みを支援するため、経営革新計画承認企業に対
する支援措置をより一層充実すること。
（９）中小企業の円滑な事業承継を促進するため、事業承継ネットワークの取組や専
門家派遣への助成、個人事業者の事業用資産にかかる負担軽減措置等の税制の拡
充など、事業者の気付きから承継の実現までの一貫した支援をより一層充実させ
ること。また、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく適切な対応がなさ
れるよう、一層の浸透・定着を図ること。

４

雇用対策の推進について

（１）地方が地域の実情に応じて、良質で安定した雇用を創出するためのプロジェク
トや多様な人づくり、柔軟な働き方の推進に積極的に取り組めるよう、自由度の
高い新たな交付金の創設や、海外からの需要を取り込み、雇用を創出する事業を
対象とするといった内容の拡充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。
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（４）中高年層の無業者やひとり親家庭等が経済的困窮に至らないようにするため、
親族支援も希薄となる中高年層に対する重点的な就労支援策ならびに就労訓練修
了者やひとり親の雇用・就労支援に積極的な企業に対する税制上の優遇措置、各
種助成金や就労支援制度の拡充等により、就労支援を強化すること。
（５）労働移動支援型への政策転換に当たり、雇用調整助成金など雇用の維持・安定
政策の後退による失業者が生じないように措置するほか、十分な再就職支援策を
講ずるとともに、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要な人材を確保するためにも、委託単価の設
定や就職目標等について弾力的運用を図ること。
（７）企業における長時間労働の是正、短時間勤務・テレワーク等多様な働き方の導
入、ワーク・ライフ・バランスを促進するための社内環境の整備や制度導入に対
する支援、専門人材の確保をはじめとする企業の主体的取組への支援など、働き
方改革と、その前提となる経営基盤強化に向けて、企業が取り組みやすい環境を
整備すること。
（８）非正規労働者の正規雇用化や、有期契約労働者の無期転換が円滑に進むよう対
策を講じるとともに、同一労働同一賃金の実現などの処遇改善策の充実を図るこ
と。
併せて、労働者の状況に応じた、多様な勤務形態を選択できるよう環境整備を
行うこと。
（９）女性が自らの意思により、その個性と能力を十分に発揮しながら、安心し希望
をもって、充実した職業生活と家庭生活を送ることができるよう、国のリーダー
シップのもと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。
（１０）６５歳以上の高齢者の多様な就業機会の確保や７０歳まで働ける企業の拡大
のための施策を充実するなど、意欲のある高年齢者が安心して働けるよう雇用・
就業対策を充実すること。
（１１）企業の規模に関わらず障害者雇用が促進されるよう、障害者雇用の意義につ
いての啓発や障害者の就労・職場定着を支援する体制の強化や人材の育成、障害
者雇用納付金制度や障害者雇用に関する助成制度等の更なる拡充等（調整金、報
奨金の基準緩和等）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
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こと。
（１２）都道府県が実施している技能検定制度や中小企業等の人材育成を支援する認
定職業訓練制度など、技能の振興や継承に対する施策が充実できるよう支援策の
拡大を図ること。
（１３）国においては、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）を推進している。統計調
査結果は地域経済情勢を把握するための証拠として重要なものであるが、「毎月
勤労統計調査」において、調査対象事業所の入替の結果、調査結果が入替前まで
の数値と著しい段差を示すなど、時系列比較に支障が生じているため、調査方法
の改善や調査結果の分析における工夫等の対応を図ること。
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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項の報告の徴収及び立入検査等の権限については、
法第７条第１項に規定する「措置命令を行うために必要があると認めるとき」だ
けでなく、「都道府県知事が必要あると認めるとき」にも行使できるようにする
など、調査権限の拡充を図ること。
（２）「不当景品類及び不当表示防止法」第５条第１号に定める優良誤認表示では、
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。
（３）健康食品における虚偽・誇大広告に対し、迅速かつ実効的な法執行を行うため、
都道府県の執行実態を把握した上で、健康増進法においても、「不当景品類及び
不当表示防止法」に規定されるような「不実証広告規制」の導入を検討すること。

２

消費生活相談体制の充実・強化について

消費生活センターの運営や都道府県及び市区町村の人員確保等、消費生活相談体
制の充実に係る事務や事業に要する経費を支援する地方消費者行政強化交付金のう
ち地方消費者行政推進事業については、活用期間までの所要額の総額を確保するこ
と。
また、地方消費者行政強化事業については、補助率の嵩上げや使途の拡充など制
度の改善を図ること。
併せて、地方消費者行政を安定的に推進できるような観点から、長期的な支援を
行うこと。
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【国土交通関係】
１ 地方創生を支える社会資本整備について
地方創生に向け、地方は自ら地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独
自性を持って地方版総合戦略等を策定し、その実現に取り組んでいるところであり、
加えて国の取組が車の両輪となって、地方創生から日本創成への道筋を確固たるも
のとすることが重要である。
地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・公園・下水道等をはじめとした社会
資本整備は、国民の生命・財産を守り、地域経済を活発化させ、地方に活力と魅力
をもたらすものである。
こうした中、今年 5 月の「新たな財政健全化計画等に関する建議」において社会
資本は概ね完成の域に達しつつあると示されたが、地方においては全くその実感は
なく、未だに高速道路等のミッシングリンクなど社会インフラには地域間格差が存
在し、その解消には息の長い、腰を据えた対策が必要である。
このため、「地方創生回廊」の実現に向け、多軸型国土を形成するとともに、人
や産業の地方分散に不可欠な基幹的公共インフラの地域間格差の早期是正を推進す
ること。
また、ラグビーワールドカップ 2019TM 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
備を加速すること。
そのために必要な予算総額を確保するとともに、補助制度の拡充を行うこと。

２ 防災・減災対策の推進等について
（１）地震や豪雨等による災害が発生しやすい地理的特性下にある我が国において、
国民の生命・財産を守るためには、自然災害の未然防止や被害の軽減対策が重要
な課題である。このため、未曾有の被害をもたらした東日本大震災や熊本地震、
九州北部豪雨や平成 30 年 7 月豪雨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、国土強靱化基本計画等に基づき、道路・
河川・砂防・港湾・海岸等の防災・減災対策や住宅・建築物・鉄道施設・下水道
施設等の耐震化、加えて発災後の迅速な復旧復興を支援する公園等防災拠点の整
備や円滑な支援物資搬送等に不可欠な緊急輸送道路における無電柱化等を重点
的、計画的に推進すること。
さらに、施設等の災害復旧については、単なる原形復旧にとどまらず、将来の
利便性や安全性の向上のため改良復旧事業の要件緩和など必要な措置を講じ、強
靱な国土づくりに向けた取組を迅速に進めること。
また、今年 2 月の北陸地方における大雪等を踏まえ、国においても予防措置や
被災時の交通確保等のため、支援体制の強化をはじめとして取組の推進を図るこ
と。
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（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、地
域の実情を踏まえた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等のミッシングリンクの解消による日本海国土軸及
び太平洋新国土軸等の確立等、広域及び地域におけるネットワークの代替性・多
重性の確保・確立に必要な対策を積極的に実施し、広域的な視点での経済活性化
と災害に強い安全・安心な国土づくりを進めること。

３ 社会インフラの老朽化対策の推進・充実について
老朽化する社会インフラの維持管理・更新を適切に行うためには、国及び地方等
が一体となって継続的に取り組んでいかなければならない。そのため、道路・河川・
港湾等はもとより、未普及対策や雨水対策に重点化する方針が打ち出された下水道
についても、今後、増加が見込まれる維持管理・更新に必要な予算、並びに点検結
果を踏まえた必要な財源を安定的・継続的に確保すること。加えて、交付金制度の
要件緩和や国費率のかさ上げ、起債制度の拡充など、地方等へ確実な財源措置を図
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を含め、社会
インフラの老朽化対策を着実に推進すること。

４ 高速道路の整備促進等について
（１）全国 14,000 ㎞の高規格幹線道路網の整備状況については、依然として大きな地
域間格差やミッシングリンク、都市圏の環状道路の整備の遅れ等の課題があり、
我が国の成長力・国際競争力を強化し、また災害に強い国土づくりを行うために
も、未開通区間の早期整備、環状道路の整備促進、三大都市圏間のネットワーク
の強化など、高速道路が国全体のネットワークとして機能するよう、国の責任に
おいて早期整備を図ること。
また、高速道路の暫定 2 車線区間は、速度低下や災害時・積雪時の通行止等に
加え、正面衝突事故の発生など、定時性や安全性にも課題があり、その解消のた
め、無料区間における有料道路事業の活用も含め、4 車線化を推進すること。あ
わせて事故対策や逆走防止対策等も含め、高速道路の総合的な安全対策を計画的
に推進すること。
（２）高速道路の利用を促進し、利便性の向上や地域活性化、民間投資の誘発等を図
るため、スマートインターチェンジやインターチェンジへのアクセス道路等につ
いて、補助制度の活用等により地方への十分な財政支援を行うこと。
（３）高速道路料金については、これまで首都圏及び近畿圏において、賢く使うため
の新たな料金体系が導入されたところであり、その効果検証を進めること。
また、利用者ニーズや必要なネットワーク整備のスピードアップも考慮し、中
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京圏をはじめとする地方においても、引き続き料金体系の見直しを進めること。
（４）高規格幹線道路を補完し、幹線道路ネットワークを形成する地域高規格道路に
ついても、整備推進を図ること。なかでも、隣接する県庁所在地間が高規格幹線
道路で連結されてない地域や高規格幹線道路が欠落している地域については、東
日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ大規模災害の備えとしての観点から、また、
大都市地域の環状道路等については、国際競争力を強化する観点から、高規格幹
線道路と同様に、スピード感を持って整備を図ること。
（５）重要物流道路及びその代替・補完路については、地域高規格道路等の既存ネッ
トワーク計画の見直しを含め、地方の意見を十分に反映して指定すること。
また、該当道路の機能強化及び整備推進のため、補助制度の拡充等による財政
支援を行うこと。

５ 港湾整備の推進等について
（１）我が国の成長力・国際競争力を強化するため、国際コンテナ戦略港湾、国際バ
ルク戦略港湾をはじめとする国際貿易のゲートウェイとなる港湾、地域の産業を
支える港湾において、大型船舶が入港可能な岸壁や航路、防波堤、臨港道路はも
とより、農水産物の輸出促進に資する港湾施設等の整備を推進すること。
また、離島における安定した住民生活を確保するため、離島航路の安定的な運
航を支える防波堤や岸壁等の整備を推進すること。
（２）外国人旅行客数が大きく増加する中、官民連携による国際クルーズ拠点の形成
を推進するとともに、地域の活性化に寄与するクルーズ船の受入のため、大型化
に対応する岸壁などの旅客船ターミナル整備、クルーズ旅客の円滑な周遊を可能
とする環境整備等を推進すること。
また、地域住民、観光客等の交流拠点となる「みなとオアシス」に対する支援
制度の拡充を図ること。
（３）大規模地震や津波等の災害時に津波防護効果を有する防波堤や緊急物資輸送等
の拠点として機能する耐震強化岸壁、広域的な経済・産業を支える石油化学コン
ビナート等が立地する地区の海岸保全施設の整備などを推進すること。加えて、
民有護岸等の改良に対する支援制度の拡充を図ること。

６ 鉄道整備の推進について
（１）活力ある社会の実現、地域間における交流・連携の強化を図るため、整備新幹
線については、国家プロジェクトとしての重要性を踏まえ、国と地方の負担のあ
り方など財源構成の枠組みの見直しをはじめ、地方の受益の程度を勘案した負担
改善策を実施し、「整備新幹線の取扱いについて」（平成 27 年 1 月 14 日 政府・
与党申合せ。以下「政府・与党申合せ」という。）に基づき、早期完成・開業を
図ること。
また、並行在来線の維持・存続のため地方の実態とニーズを踏まえ、政府・与
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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ほか、並行在来線の経営分離については、地方公
共団体の意向を十分尊重すること。
（２）災害時のバイパス機能やリダンダンシーの確保の観点も含めて、リニア中央新
幹線やフル規格による北陸新幹線の全線整備、地方創生回廊中央駅構想の具体化、
青函共用走行問題の抜本的解決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するなど新幹線
の整備促進を図ること。
（３）国土の均衡ある発展の観点から、都市間を結ぶ幹線鉄道の高速化、相互連携及
び安定輸送確保、鉄道未整備地域における鉄軌道の新規整備を図ること。
また、都市鉄道等の整備を促進し、鉄道輸送の強化に努めるとともに安全性確
保・向上を図ること。

７ 地域における交通の確保等について
（１）バス路線、鉄道路線、離島航路・空路等の地域公共交通は、住民生活や経済活
動、地方創生に不可欠な基盤であるが、少子化の進展による通学利用者の減少や
高齢者の移動手段確保など多様な問題を抱えているほか、地域鉄道の公有民営化
が進むなど、地方公共団体の公共交通への関与の度合いが高まっている。地域公
共交通の将来にわたる維持・確保及び充実を図るため、地方公共団体や交通事業
者の意見を踏まえ、必要な予算の確保や財政支援の拡充等の適切な支援を講じる
とともに、補助制度の見直しについては、地域の実態に合うよう十分に配慮する
こと。
また、第三セクター鉄道をはじめ、地域公共交通を運行する事業者の経営基盤
は脆弱であることが多いため、安全輸送に必要な点検や投資に対する支援策を充
実すること。さらに、地域公共交通の維持・確保に資する、自動運転やＤＭＶ等
の新技術の開発や導入・普及に向けた検討等を行うこと。
（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
公共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）内航フェリーやＲＯＲＯ船は、広域的な物流や観光交流を支え、モーダルシフ
トの受け皿、また、災害時の陸路に替わる輸送手段等としても期待されるなど重
要な役割を果たしているが、高速道路料金の見直しなどに起因して、引き続き厳
しい環境にあることから、航路の維持・確保に向けて支援策を講じること。
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（５）高速乗合バス・貸切バスの安全対策について、運送事業者に対する指導に加え、
バスの運転者の確保・育成と疾病対策、車両の安全対策、日本バス協会が実施し
ている「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の活用など実効性のある安全確保
対策を徹底すること。

８ 航空路線の維持・充実等について
航空路線が全国各地の産業や経済及び住民の生活に果たしている役割、さらには
我が国経済全体に及ぼす影響の大きさにも十分配慮するとともに、東日本大震災後
の復興や地方への誘客支援を図る観点、生活交通としての地域航空路線を維持可能
なものとする観点からも、航空ネットワークの維持・充実及び空港機能の強化につ
いて適切な対応を図ること。
また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、チャーター機
等の安全かつ円滑な受け入れについて、地方空港の利活用の検討を主体的に進める
こと。

９ 観光振興対策の推進について
（１）観光先進国確立に向け、空港・港湾における訪日外国人旅行者の入国手続きに
ついては、短時間のスムーズな入国審査をはじめとした手続の改善等を進めると
ともに、受入体制の整備を促進すること。
（２）平成 29 年に訪日外国人旅行者数が過去最高を記録したが、自然災害による影響
を受けた地域の回復、訪日外国人旅行者の今後の更なる増加や地方への誘客を図
るため、風評被害対策及び安全・安心に係る正確かつ迅速な情報の発信や、2020
年度までとなっている訪日誘客支援空港の支援策の拡充や支援の継続、訪日短期
滞在ビザ免除対象国の拡大、訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘致、
送客元の多様化を図るなど、積極的な対策を実施すること。
（３）国内外から観光客を呼び込み、観光の力で「地方創生」に魂を吹き込むため、
特に、急速に増加するアジアなどの訪日外国人旅行者の需要を確実に取り込む観
点から、国際的に質の高い観光地の形成が必要である。
このため、マーケティング、戦略策定、プロモーション、商品造成等を一体的
に実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・確立に対する支援に加え、地域再生エリア
マネジメント負担金制度が創設される中、ＤＭＯについても、法的な制度も含め
て、自主的かつ安定的な財源を確保しながら継続的に観光地経営を推進できる制
度の構築を図ること。
また、「住宅宿泊事業法」に係る新たな制度の適切な運用に対する支援、外国
語併記の観光案内標識の設置促進、無料公衆無線ＬＡＮの整備促進や規格の統一、
宿泊施設・文化施設等の観光施設のキャッシュレス環境整備、災害時の情報伝達
など緊急時の対応、観光人材の確保・育成などの環境整備に取り組むこと。
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（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、補助事業の適用期限の延長や
特別交付税措置の更なる拡充など地方への財政支援を行うとともに、耐震改修工
法の情報提供な ど 総合的な支援策を講じること。
（５）交流人口を拡大し、地方の活力を高めるためには、それぞれの地方が持つ自然
や歴史、文化等を活かした魅力ある新たな観光素材の発掘・磨き上げが不可欠で
あるため、その整備・拡充や観光周遊ルートの創設等を支援するとともに、快適
な旅行環境の創出や観光地における渋滞解消等のための対策を推進すること。
（６）ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技
大会やワールドマスターズゲームズ 2021 関西をはじめとする国際的なスポーツ
大会の開催を、訪日外国人旅行者の全国各地への誘導を通じた地域経済活性化の
好機と捉え、大会開催中及びその前後の期間を対象とし、低廉な陸・海・空の周
遊フリーパスを創設するなど、「訪日外国人旅行者を全国各地へと誘導する施策」
を積極的に講じること。
（７）平成 31 年 1 月 7 日からの施行に向けて「国際観光旅客税」が創設され、観光立
国や地方創生の推進に大きく寄与することが期待されている。
政府目標では、地方部での外国人延べ宿泊者数を 2030 年までに 2015 年の 5 倍
超とするとされていること、また、ＤＭＯ等の取組も含め、これまでも地方は、
観光資源の魅力向上等に対し、様々な取組を行っていること等を踏まえ、国際観
光旅客税の税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせ
る交付金等により地方に配分すること。

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）昨年 4 月に施行された「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に
係る地域社会の維持に関する特別措置法」に定める有人国境離島地域については、
我が国の領海、排他的経済水域等の保全という重要な役割を担っていることから、
課題に直面する地方の意見をよく聴き、特定有人国境離島地域の追加指定等の見
直しを行うこと。
また、離島航路・航空路の運賃等の引き下げ、生活及び事業活動に必要な物資
の費用負担の軽減、雇用機会の拡充や港湾、漁港、道路及び空港の整備等、地域
社会の維持に必要な支援措置の拡充を図るとともに、財政措置を講じること。
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【社会保障関係】
社会保障は、国の制度と地方における取組が一体となってサービスが提供されてい
る。持続可能な社会保障制度の構築のためには、国と地方が信頼関係を保ち、それぞ
れの適切な役割分担の下で、互いに協力しながら取組を進めていかなければならない。
地方においては、それぞれが地域の実情を踏まえ、工夫を凝らしつつ、生活の質（QOL）
の向上を図りながら社会保障に係る負担の適正化を図る取組とともに、働きながら子
育てしやすい環境づくりなどの働き方改革や若者の就労支援など「支える側」を強く
するための取組が行われている。全国知事会としては、こうした各都道府県の先進・
優良事例をお互いに学び、幅広く横展開する取組を開始することとした。
国においては、都道府県が地域における「予防・健康・医療・介護」に係る幅広い
役割を担う「保健ガバナンスの強化」を求めているが、国としての責任ある立場を強
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がないよう、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
かつ真摯に対処するよう要望する。
また、社会構造の変化にも対応しながら、全世代型の社会保障制度を構築していく
中において、平成31年（2019年）10月に実施される消費税率引上げによる増収分につ
いては、社会保障の充実・安定化に向けた財源に確実に充当するとともに、平成29年
12月８日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ（以下「政策パッケージ」と
いう。）」の実施に際しては、地方と十分に協議し、地方において必要となる安定財
源を国の責任において確保されるよう、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
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、医療・介護の体制整備が急務と
なっているが、中山間地域や離島をはじめ、国民が住んでいる地域によって、提
供される医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・福祉サービスなどに格
差が生じることのないよう、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを深化・
推進していくために、引き続き基盤整備や人材確保のための支援を行うこと。
（２）持続可能な介護保険制度に向けて
保険者機能強化推進交付金の財源として調整交付金を活用することが検討され
ているが、調整交付金は、保険者の責めによらない要因により生じる保険料の水
準格差を全国ベースで標準化するために交付されるものであることから、保険者
機能強化推進交付金は調整交付金とは別枠で措置すること。
また、消費税率10％への引上げに際しては、
「社会保障・税一体改革」による第
１号被保険者の保険料に係る低所得者軽減強化を確実に実施すること。
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（３）介護人材の確保
「政策パッケージ」に介護人材の処遇改善が盛り込まれているが、介護人材の
確保は依然厳しい状況にある。引き続き、介護職への理解促進とイメージアップ
を図るとともに、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
等による介護サービスの質と量の確保、さらにはロボット技術・ＩＣＴの活用等
による業務の効率化等による介護従事者の負担軽減に向けた実効性のある施策を
強力に推進すること。

２

少子化対策の推進について

少子化の克服は我が国における喫緊の国家的課題であることから、結婚から妊娠・
出産、子育てまでの切れ目ない支援により、次世代を担う子どもたちが健やかに生
まれ育つことができるよう、地域少子化対策重点推進交付金や不妊治療への支援、
子育て世代包括支援センターへの財政支援など子ども・子育て支援施策等の更なる
充実・強化を図ること。
「政策パッケージ」に盛り込まれている待機児童の解消に向けた受け皿の整備や、
認可外保育施設及び一時預かり事業等を含めた幼児教育・保育の無償化等の実施に
当たっては、地方自治体に実質的な負担を新たに生じさせることなく、国の責任に
おいて着実に推進すること。
また、保育士等の確保も厳しい状況にある中、受け皿の整備に伴い、更に多くの
保育士等の確保が必要となることから、引き続き処遇改善や潜在保育士の再就職支
援等を推進するほか、保育の質を確保するための研修体制整備等に対する支援の充
実を図るとともに、処遇改善加算の認定事務の簡素化や施設整備交付金の一本化な
どを進めること。
さらに、多子世帯やひとり親世帯等に配慮し、多子世帯に有利な税制等を構築す
るほか、「小１の壁」をなくし、切れ目なく子育て家庭を支援するため、放課後児
童クラブの待機児童の解消と合わせて利用料を無償化するなど、より一層経済的負
担の軽減を図ること。
あわせて、子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置につい
ては、未就学児に限らず、すべて廃止するとともに、国の責任において、子どもの
医療に関わる全国一律の制度を創設すること。
加えて、日本版「パパ・クオータ制」の導入の検討も含めた育児休業制度の拡充
など、男性の家事・育児参画の促進と、出産や子育てを理由に休職・退職したとし
ても、希望すれば確実に復職、再就職できる予見可能性のある仕組みの構築など、
キャリア形成に対する支援の拡充を図り、仕事と子育てを両立できる環境づくりを
推進すること。

３

障害保健福祉施策の推進について

（１）障害者総合支援法等について
改 正 障 害 者 総 合 支 援 法 が 平 成 30年 度 か ら 完 全 施 行 さ れ た が 、 施 行 状 況
を踏まえた運用の見直しや必要な財政支援等を講じること。
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また、医療的ケアが必要な障害児への支援や地域の実情を踏まえた福
祉サービスの継続的かつ安定的な提供について、財政措置を含め適切な
措置を講じること。
あわせて、社会福祉施設等整備事業や、地域生活支援事業等に要する
十分な財政支援措置を講じること。
さらに、手話言語法の制定など、障害者に対する多様なコミュニケー
ション支援の充実のための法整備を図ること。
（２）精神障害者の地域生活支援について
各自治体が可能な範囲で積極的に精神障害者の退院後支援を進められ
る よ う 、 平 成 30年 ３ 月 に ガ イ ド ラ イ ン が 示 さ れ た と こ ろ で あ る が 、 都 道
府県等の円滑な運用に向けて必要な支援を行うとともに、精神科救急医
療の体制整備等も含め財政措置を十分に講じること。
ま た 、ア ル コ ー ル・薬 物・ギ ャ ン ブ ル 等 の 依 存 症 対 策 の 推 進 が 求 め ら れ
ているが、対策を充実させるための体制整備や必要な財政措置を講じる
こと。

４

貧困対策の推進について

平成30年度に改正された生活保護制度や生活困窮者自立支援制度が順次施行され
ていくが、その施行状況や国が実施した相対的貧困率の調査結果等を踏まえ、実効
性のある貧困対策をより一層推進するため、財源を確実に確保するとともに、必要
に応じ改めて制度の見直しを行うこと。
特に、生活保護制度については、全国一律のセーフティネットとしての機能が十
分に発揮されるよう、生活保護基準の見直しによる生活保護受給者の生活に対する
影響を検証するなど、不断の見直しを行うこと。

５

厳しい環境にある子どもたちへの支援について

平成27年12月の「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」を踏まえ、
ひとり親家庭の就労形態の転換促進や児童養護施設等の子どもたちの自立支援の充
実等、特に厳しい環境におかれた子どもたちへの支援等の抜本強化を図るとともに、
「地域子供の未来応援交付金」の当初予算規模の拡大を含め、施策の充実のために
必要な財政措置を講じること。
とりわけ、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」において、母子世帯の依
然として厳しい経済状況が明らかとなった。養育費にいたっては、母子世帯の約４
分の１しか受けていない状況を踏まえ、実効性のある養育費確保方策を講じられた
い。
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、「政策パッケー
ジ」においても高等教育の無償化が盛り込まれているが、「貧困の連鎖」を断ち切
る手段として重要であることから、国庫補助の事業費上限額の撤廃と国庫補助率の
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引上げを図るなど引き続き必要な支援を行うこと。
また、増加する児童虐待に児童相談所が対応するため、平成31年度（2019年度）
が最終年度である「児童相談所強化プラン」及び「児童虐待防止対策に関する関係
閣僚会議」での議論を踏まえ、児童相談所の体制及び専門性の一層の強化に向けた
人材の確保・育成を図るとともに、そのための財政支援策を講じること。とりわけ、
児童心理司については、政令により配置基準を定めること。
さらに、都道府県は、「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえた都道府県計画の
見直しを進めているところであるが、このビジョンの理念の実現に向けて必要な財
源を確保するとともに支援制度の充実を図ること。また、社会的養育推進の必要性
について広く国民に対し周知すること。

６

地域共生社会の実現に向けて

地域共生社会の実現に向けて、国において地域課題の解決力強化のための体制整
備・普及のための支援方策に係る検討を行うに当たっては、真に必要な公的支援を
地域住民に肩代わりさせることのないよう留意するとともに、十分な財源措置を行
うこと。
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基づく取組についても、着実な施策の運営が確保さ
れるよう国の責任において十分な財政措置を講じること。あわせて、再犯防止施策
については、国において主体的に取り組むとともに、再犯防止推進計画の具体的内
容を明確にし、地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で取組を進めること。
さらに、内閣府が中高年のひきこもりに係る実態調査を行うが、調査の結果を十
分に分析した上で、39歳以下も含め当事者の状況に応じた支援体制の構築や地方の
支援の実施等に係る必要な支援等を行うこと。

７

地域医療体制の整備等について

（１）地域の医療提供体制の維持・確保
都道府県は、地域医療構想に基づき、2025年に向けて病床機能の分化・連携を
進め、高度急性期から慢性期及び在宅医療等に至るまで、それぞれの医療機関等
が十分に機能し、患者がどの地域に住んでいても必要な時に必要な医療が受けら
れる医療提供体制の整備に向け協議を進めている。
地域の医療提供体制の維持・確保には、地域医療介護総合確保基金や医療提供
体制推進事業費補助金等が重要な役割を果たしていることから、将来にわたり必
要な財源を確保するとともに、地域の実情に応じて柔軟に活用できるよう見直す
こと。
また、自治体病院等については、救急医療・へき地医療など地域において重要
な役割を果たしているその使命に鑑み、安定した地域医療の確保が実現されるよ
う、経営の効率化や医療体制の整備について、実態を踏まえ必要な支援策の充実
を図ること。
さらに、社会保険診療に係る消費税の取扱いについては、平成30年度税制改正
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大綱において、「平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総
合的に検討し、結論を得る」とされたが、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、速やかにかつ確実に対
策を講じること。
（２）医療人材の確保
国においては、医師の地域偏在解消に向けた医療法及び医師法の改正を行った
ところであるが、引き続き医学部地域枠の在り方や医療従事者の働き方改革に係
る検討も含め、医療人材の偏在解消等地域医療確保に向けた施策を強力に推進す
ること。なお、改正医療法において、都道府県による「医師確保計画」の策定等
が盛り込まれているが、制度の施行に当たっては、都道府県と十分に協議するこ
と。
また、改正医師法により臨床研修病院の指定は都道府県知事の権限で行うこと
となったが、全国的な医療の質の担保のためには、国の関与が必要不可欠である
ことから、指定基準の提示等都道府県に対する技術的支援を講じること。
さらに、平成30年度から開始された新たな専門医制度については、サブスペシ
ャルティ領域の研修のあり方を含め、国と一般社団法人日本専門医機構の責任に
おいて、制度開始後の地域医療に対する影響を検証することと併せて、都道府県
に十分な情報提供を行い、その意見も踏まえ、専門医の質の向上と地域医療の確
保が両立できる制度として機能するよう、必要に応じて運用の見直し等を行うこ
と。
あわせて、各都道府県における看護職員の需給推計に基づく取組を支援すると
ともに、医療従事者の養成・確保や資質向上に係る環境整備を強力に推進するこ
と。
（３）抗インフルエンザウイルス薬の効率的な備蓄
国の備蓄方針に基づき、国及び都道府県が行っている抗インフルエンザウイル
ス薬の備蓄（行政備蓄）について、使用期限の経過により大量に廃棄処分されて
いるため、新薬及び後発医薬品の出現により想定される「平時における市場流通
量」並びに「パンデミック時におけるメーカーの放出能力」の増大等の環境変化
を踏まえ、メーカー及び卸売業者による備蓄（流通備蓄）を増加させるとともに、
行政備蓄の削減を図り廃棄処分を最小限にするよう、運用体制を効率化すること。

８

医療保険制度改革の推進について

（１）医療保険制度について
将来にわたって持続可能な医療保険制度の安定的運営を図るため、国の財政責
任の下、地方と十分な協議を行いながら医療保険制度の改革等を着実に行うこと。
国民健康保険制度については、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体
となったが、新制度の運用状況を鑑み、不断の検証を行いながら国保制度の安定
化が図られるよう必要な見直しを行うとともに、平成28年12月22日社会保障制度
改革推進本部決定により確約した財政支援について、今後も国の責任において確
実に実施すること。また、国民健康保険制度の抱える構造的な課題を解消するた
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めには、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は大変重要であることか
ら、平成31年度以降もその機能を引き続き維持すること。
さらに、医療保険制度間の公平と今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の確
立を図るため、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るとともに、すべての子ども、重度心身障害者
（児）、ひとり親家庭等に対して、現物給付による医療費助成を行った場合の国
民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止すること。
また、後期高齢者医療制度における窓口負担については、各保険者からの意見
も踏まえたうえで、制度設計者である国の責任において、必要な医療へのアクセ
スが阻害されることのないよう、特に低所得者に十分配慮した制度の在り方を検
討すること。
加えて、すべての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的道筋を
提示すること。
（２）医療費適正化の推進について
医療費適正化の推進については、国はその役割と責任を果たした上で、都道府
県が保険者協議会を通じて、医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に実施できる
よう、都道府県におけるデータ分析・活用のための環境整備、体制強化及び人材
育成に係る必要な支援を行うとともに、国民や医療機関等の理解促進に向けた啓
発を行うこと。特に、保険者協議会の運営を実効性のあるものとするため、協議
会の運営や事業に要する財政措置を講じること。
また、国保レセプト情報等については、都道府県が保険者として住民の健康増
進等のために活用できるよう、法的に位置づけること。
さらに、高齢者の医療の確保に関する法律第１４条に基づく地域独自の診療報
酬について、都道府県の判断に資する具体的な活用策の在り方を検討するにあた
っては、国として、地域独自の診療報酬の妥当性及び医療費適正化の実現に向け
た実効性に係る検討を、各都道府県の意見も踏まえ、慎重かつ適切に行うこと。
また、都道府県がそれぞれの地域の実情を踏まえながら進めている医療費適正化
のための取組の状況等に配慮し、その意見を十分に聞き尊重すること。

９

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。
受動喫煙防止対策の強化については、制度の円滑な運用が可能となるよう、国
民に対し制度の十分な周知を図るとともに、都道府県等に対し必要な財政的・技
術的支援を行うこと。
国においては、2020 年の保健医療プラットフォームの本格稼働を目指し、デー
タの利活用に向けた取組が進められているが、データを有効活用し、施策の企画
立案に生かせるよう人材育成等に係る支援を行うこと。
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（２）疾病予防対策の推進
難病患者の社会参加のための施策を充実させるため、福祉・介護サービス等の
拡充などによる、総合的・包括的な支援をより一層推進するとともに、新たな医
療提供体制の整備に向けて、必要な財政措置を講じること。
また、第３期がん対策推進基本計画に基づき都道府県計画を見直したところで
あるが、効果的・効率的な受診勧奨を実施するため、特定健診と同様に検診実施
者の役割や検診対象者等を法的に明確に位置付けること。
あわせて、がん検診受診率向上のため、がん検診の実施者である保険者、事業
者、検診機関及び市町村間での、職域におけるがん検診の対象者数や受診者数等
の情報共有を可能とする体制の整備や仕事と治療の両立等各種取組が円滑に実施
できるよう、必要な支援を行うこと。

10

人権の擁護に関する施策の推進について
すべての人々の人権が尊重される平和で豊かな社会を実現させるため、人権教
育及び人権啓発に関する施策を推進するとともに、インターネットを利用した差
別表現の流布等、様々な人権に関わる不当な差別その他の人権侵害事案に対応す
るため、早急に、実効性のある人権救済制度の確立に努めること。
また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、国によ
る啓発・知識の普及を図るための取組等をより一層推進するとともに、その施行
状況について検討する等、実効性のある対策を講じること。あわせて、特定の民
族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチの解消に向けて、
「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、実効性のある対策を講じること。
加えて、部落差別の解消に向け、「部落差別の解消の推進に関する法律」に基
づく国の施策（相談体制の充実、教育・啓発、実態調査）について、その内容や
国と地方の役割分担の考え方、スケジュール等を早急に明らかにするとともに、
相談体制や教育・啓発、地域交流等の拠点となる隣保館事業の充実に対する支援
を含め、実効性のある対策を講じること。
これら、新たに法が制定された人権問題はもとより、児童・高齢者・障害者等
に対する虐待、子ども同士のいじめや女性への暴力、ＬＧＢＴ等への理解促進等
の様々な人権課題について、全国の地方公共団体は、地域の実情に応じて取り組
んでいるところである。これらの法整備を進めてきた国において、その責任を果
たすよう、予算の充実確保や普通交付税・特別交付税の措置など、必要な財政措
置等を行うこと。

11

旧優生保護法に基づく優生手術への対応について
旧優生保護法下で実施された本人の同意を要しない優生手術は全国で約 1 万
6,000 件あまりにも上る。国においては、統一的な方針のもと、優生手術の状況
について、早急に民間の施設等を含めた実態の把握に努めるとともに、各都道府
県等に対する「旧優生保護法に関連した資料等の保有状況等調査」の結果等を踏
まえ、国の責任において、速やかに必要な救済措置を講じること。
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【文教関係】
１

教育 施策 の推進に つい て

（１）第３期教育振興基本計画の推進、新学習指導要領の円滑な実施、少人数教育や
特別支援教育の充実などの課題に対応するとともに、地方が全力で取り組んでい
る地方創生において、日本の将来を支える人材が健やかに育まれるよう、教育に
ついては単なる財政的観点から合理化を行うのではなく、「チーム学校」を実現
するため、教職員定数の更なる改善を着実に実施すること。実施に当たっては、
地域の実情に応じた柔軟な学級編制と教職員配置が可能となるよう、所要の措置
を講ずること。
特に、現在の教育現場は、いじめ・不登校、特別な支援が必要な児童生徒や外
国人児童生徒等の特別な配慮を必要とする児童生徒の増加への対応や教職員の働
き方改革など、様々な課題が複雑化かつ困難化している状況にあることから、国
においては、これらの課題に対処できるよう、地方が必要とする教職員定数を長
期的な視点から安定的に確保するとともに、加配定数の一層の拡充や必要な財源
の確保を図ること。
学校教育法施行規則の改正により規定されたスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー及び部活動指導員と教員の連携体制の充実を図るため、これ
ら専門ス タッフの更なる配置に必要な財源を確保すること。
また、教員の子供と向き合う時間や授業の質を高めるための教材研究の時間な
どを確保するため、統合型校務支援システム導入など学校現場における業務の効
率化及び適正化のために必要な取組みを推進するとともに財政支援の拡充を行う
こと。
（２）高等学校等就学支援金制度については、私立高等学校等の実質無償化を、その
財源の確保も含めて国の責任において確実に実施するとともに、所得の判断基準
の在り方や支給月数の制限、単位制高校進学者に対する支給制限などの問題に対
応すべく、制度の更なる拡充・見直しを図ること。
高等学校等修学支援事業については、事務費も含め、安定した財源の確保を図
り、全額国庫負担により実施すること。特に、低所得者に対する奨学のための給
付金制度については、第１子と第２子以降の支給額の差を解消するため、更なる
見直しを行うこと。
また、上記の２つの制度の運用に当たっては、生徒・保護者の利便性と関係機
関の事務手続簡素化の観点から、所得制限の基準や受給資格審査、支給方法など
について、適宜見直しを行うこと。
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。
さらに、高校生等の修学機会の確保のため、都道府県による授業料等減免事業
への財政支援の拡充を行うとともに、私立小中学校の児童生徒に対する経済的な
支援策について、国において実施する実証事業の結果を踏まえ、幅広く検討を行
い、恒久的な制度化及び充実を図ること。
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（３）乳幼児期において身に付けた非認知的能力、語彙、多様な運動経験が、その後
の生活や学力、運動能力に大きな影響を与えるという研究成果等を踏まえ、乳幼
児期の教育・保育の充実を図ること。幼児教育・保育の無償化については、地方
公共団体に新たな実質的負担を生じさせることなく、国の責任において、着実に
推進すること。
（４）いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題対策連絡協議会等の組織の運営、い
じめ防止対策の調査研究等、地方公共団体がいじめ防止等の対策を総合的に推進す
るため、補助率の引上げを含め、必要な財源を国の責任において確保すること。
（５）大学は、地域における「知の拠点」として、地域の将来を支える人材や産業の
育成に多大な貢献をしており、地方創生にとって重要な役割を担っていることを
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、国立大学における運営費交付金や公立大学に
おける地方交付税措置、私立大学に対する助成の拡充などの財政支援の充実を
図ること。
・大学の有する歴史的経緯を踏まえた基礎研究に関する体制を十分に維持しつ
つ、地域が必要とする専門的人材の育成などの地域課題解決に積極的に取り組
む大学を評価し、施設整備・研究投資を拡大するとともに、大学の地方移転に
係る経費の補助やその後の運営費交付金・補助金の増額などの予算措置を講ず
ること。また、学生が生まれ育った地域の将来を担えるよう、地方大学に入学
又は卒業後に地元に定着した学生に対して、授業料減免など一定のインセンテ
ィブを与える制度の検討や、地域内における進学者や就職者の実績に応じた地
方大学に対する運営費交付金・補助金の増額などの優遇措置、さらに、地域内
進学や就職を促す地方大学や地方自治体の取組を支援する私立大学等改革総合
支援事業の対象校数の増加や予算規模の拡大等を検討すること。
・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、支援対象者の要件について内容や例示等を見直し、地
方が必要とする幅広い人材を対象とするとともに、対象者数を拡充すること。
あわせて、地方公共団体への財政支援を更に充実させること。
・大学・専門学校等の高等教育に係る教育費の負担軽減のため、国が実施する大
学等奨学金事業について、給付型奨学金や無利子奨学金の給付額の引き上げ、
学校推薦枠の配分など運用方法の弾力化など制度の拡充を図ること。また、大
学等入学時は入学金をはじめとして多額の経費が必要となることから、入学前
の貸付制度を創設すること。さらに、真に支援が必要な子供たちに対する高等
教育の無償化について、実施体制の構築に際し、国と地方の役割分担や負担の
在り方を整理するに当たっては、地方公共団体と十分協議するとともに、国の
責任において、地方負担分も含め必要な財源を確保すること。
・実践的な職業教育を行う専門職大学等については、地域の実情に合わせて柔軟
に運用できる設置基準の設定、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するとともに、既存の学
部における専門職学科の新設が可能となることから、大学の機能充実に十分配
慮の上、設立や運営に関する財政支援策を含め、制度の運用を図ること。
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（６）私立を含めた学校施設、社会教育施設及び社会体育施設における耐震化（非構
造部材を含む。）と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、
着実に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（個別施設計画）に基づく点検・診断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、平成
３０年度までとなっている私立学校施設の耐震改築事業費補助制度を拡充、延長
するなど公立学校施設と同水準の支援を行うこと。
また、耐震化等以外の、トイレや空調設備など、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、既存のブロック塀をはじめとする建物以外の工作物の安全対策に必要
な財政措置を行うこと。
（７）学校の教育活動におけるＩＣＴの積極的な活用がますます求められている中、
学校が保有する機微情報に対する不正アクセスの防止等の十分なセキュリティ対
策を講じることが不可欠である。学校の情報セキュリティ対策を強化するため、
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づく対策を早急に
講じることができるよう、必要な財源措置を確実に講じること。
（８）学校図書館・公立図書館を通じて、児童生徒や地域住民が多様な書籍や新聞・
雑誌、視聴覚資料、デジタルデータベース等に触れる機会を提供し、文化的な素
養を高めるとともに、多世代が集い地域課題の解決に向けて「知」を共有するな
ど、地方の将来を担う人材の育成機能を一層向上させるため、司書の配置や資料
の購入に係る国の財政支援を拡充すること。
（９）開催都道府県の意見を十分反映した国民体育大会を推進すること。また、国民
体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催経費及び選手派遣のための経費につ
いて、応分の負担を行うこと。

２

地域 にお ける科学 技術 の振興に つい て

地域における科学技術の振興は、新技術や新産業の創出による活力ある地域づく
り、更には我が国全体の科学技術の高度化・多様化に結び付くものであることから、
その重要性を国家戦略の中で明確に位置付け、地域における科学技術の振興に向
け、以下の支援策を積極的に推進すること。
・世界各国から高度な人材や技術が集積した国際科学技術研究拠点を形成するな
ど、地域の特性を生かした先端産業を中心とした新たな産業集積圏域を創設する
こと。
・広域的な産学官連携を推進するため、サポート体制の強化や地域の産学官連携に
不可欠なコーディネーターを長期安定的に確保するための制度を創設すること。
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３

地域 にお ける文化 芸術 の振興 に つい て

（１）地域における文化財の総合的かつ計画的な保存及び活用を図るため、文化財保
護法が改正された。
国は、都道府県の「文化財保存活用大綱」、市町村の「文化財保存活用地域計画」
の策定について、地方公共団体に策定方針を示すなど情報を提供するとともに、
大綱等の策定や施策の実施に要する費用に対し、財源措置を拡充すること。
（２）地域における文化芸術及び歴史文化資源の情報発信の拠点となっている文化会
館及び博物館等の文化施設について、耐震化やバリアフリー化への対応などの長
寿命化や機能向上につながる施設の改修など、その整備・充実に必要な財政支援
を拡充すること。

４

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする
国際的スポーツイベントについて

（１）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ、ラグビーワールド
カップ 2019™、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西など、我が国で開催が予定
されている国際的なスポーツイベントについては、観光振興、日本文化の発信、
地域活性化に貢献するとともに、大きな経済波及効果が期待される。日本再興の
起爆剤としてオールジャパンで盛り上げていくため、国内外における機運醸成に
取り組むとともに、大会開催による経済振興、国際交流、スポーツ・文化振興、
障害者の社会参加の促進といった様々な効果が、東日本大震災等の被災地域はも
とより、日本全体に行き渡るよう配慮すること。
（２）日本全体で国際的なスポーツイベントを成功に導くため、地方において、国際
大会で活躍できる選手の発掘や育成、国際的なスポーツ合宿の受入れ、東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめとする国際的スポーツイベント
の競技会場の整備等、創意工夫ある取組を継続的に実施できるよう、ソフト・ハ
ード両面における適切な財政支援を行うこと。
（３）東京 2020 パラリンピック競技大会を契機として障害者スポーツの裾野拡大を
図る観点から、競技団体への助成やスポーツ施設のバリアフリー化などに必要な
財政支援を行うとともに、パラリンピック競技をはじめ障害者スポーツに関する
積極的な広報を推進すること。
（４）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、気候変動適応法で規定された地方公共団体における地域気候変動適応計画
の策定や実行、地域気候変動適応センターの運営等について、国において十分な財
源措置を講ずること。

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
的な支援策を講ずること。
特に、都市部だけではなく地方も含め、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、給油所側での対策が着実に進む
よう、新たに創設された「大気環境配慮型ＳＳ認定制度」の普及拡大など、引き
続き必要な措置を講ずること。

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取りまとめがなされ、国内における排出抑
制対策の着実な推進が必要とされたところである。
国民の健康への不安の解消を図る必要があることから、以下の対策を着実に実
施すること。
・多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム等の高度な解析を行い、総合的か
つ広域的な対策を講ずること。
・大陸からの越境大気汚染に対しては、実効性のある対策が講じられるよう技術
協力を強化すること。
・常時監視体制の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
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ること。
・健康不安解消のため、国民に対し広く情報が行き渡るよう情報発信を適切に行
うこと。
（２）光化学オキシダント濃度の上昇要因については、大陸からの汚染物質の影響も
示唆されていることから、原因解明のための調査研究を更に進めるとともに、国
際的対応も視野に入れた対策を早急に講ずること。

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

ヒアリ防除対策の推進について

攻撃性が強く、人体にとって危険な生物である特定外来生物ヒアリの海外から国
内への侵入を確実に水際で阻止するとともに、万一の侵入・定着・分布拡大時の緊
急防除に備えた早期発見技術の向上やヒアリ防除システムを緊急に構築すること。
また、ヒアリの予防、発見から防除については、国が主体となり、関係地方公共
団体とより緊密な連絡調整の下、財政支援を含めた継続的な対策を講ずること。

６

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
系への影響も発生している中、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律」に基づき都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実効性を確保する
とともに、鳥獣管理の一層の促進や担い手の育成、捕獲個体のジビエ等の利用拡大
を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の一層の増額を行うとともに、特別交
付税措置及び鳥獣被害対策の推進を目的とした狩猟税の特例措置を引き続き講ずる
こと。
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７

総合的な廃棄物・リサイクル対策の推進について

（１）廃棄物の資源化や処理について、その円滑・適正な推進に向け、国、都道府県、
市町村等が役割分担の下、取り組んできているが、特に大きな役割を果たしてい
る地方公共団体に対する支援を強化するなど、諸施策の充実を図ること。
（２）ＰＣＢ廃棄物について、処理の安全性を確保するとともに、早期処理に向けて
実効性のある処理促進策を実施すること。
・高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理事業については、地元の理解と協力の下に成り立っ
ていることを踏まえ、法に定めるＪＥＳＣＯの各事業所の処分期間内で、地元
自治体の負担に配慮し、一日も早く完了できるよう、政府は一丸となって取り
組むこと。また、ＪＥＳＣＯ北九州の担当する保管場所の所在する区域（中国、
四国、九州、沖縄）の高濃度ＰＣＢ廃棄物のうち、廃ＰＣＢ等、廃変圧器、廃
コンデンサー等については平成３０年３月３１日で処分期間が終了したが、期
間までに処分できなかった廃棄物については、特例処分期限日（平成３１年３
月３１日）までには確実に処理するよう国は対策を強化するとともに、特例処
分期限経過後の違反に対する具体的な対応策を示すこと。
・「ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の一部改正により発
生する事務の執行及び高濃度ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査に必要な経費に
ついて、確実に財政措置を講ずること。特に、行政代執行に要した費用の徴収
が困難となる場合が想定されることから、代執行を行う自治体に財政負担が生
じることのないよう、処理費用だけでなく、人件費も含めた財政的支援の仕組
みを確実に講ずること。
・低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理について、その処理が効率的かつ合理的に進むよう、
処理体制の充実・多様化を図るとともに、正確な全体像を明らかにすること。
また、期限内の処理を確実に行うため、処理費用等に対する助成制度を創設す
ること。
・さらに、使用中の低濃度ＰＣＢ含有製品をはじめ法で明確に使用廃止期限が定
められていないものについて、計画的処理ができるよう国において早急に検討
を行うこと。
・ＰＣＢ廃棄物の早期かつ適正な処理の必要性に関して、マスメディア等を活用
した積極的な広報・啓発を継続的に行うこと。
（３）近年の行政機関、事業者等の取組により、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処
理案件の新規発生は減少傾向にあるものの、依然として都道府県等が支障除去に
おいて多額の費用と労力を負担している現状にある。このため、現行制度の改善
も含め都道府県の意見が反映された恒久的な制度を構築するとともに、必要額を
確保すること。
また、産業廃棄物や特定家庭用機器等の不法投棄の防止対策など不適正処理対
策の推進のため、排出者責任の徹底や費用徴収方法などについて見直しを図るこ
と。
（４）拡大生産者責任の考え方を重視し、生産者が製品の循環的な利用や適正な処分
を推進するよう、現行の各種リサイクル法が適用されない使用済みの太陽光パネ
ルなどの製品についても、リサイクルシステムを早急に構築するとともに、必要
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に応じて各種製品に見合った処理費用の前払い方式やデポジット制度を導入し、
広く国民に対して、「リデュース・リユース・リサイクル」の普及を図ること。
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。

８

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、漂流・海底ごみの回収・処理等への支援制度については、平成２７年度以降地
方負担割合が増嵩していること等から、十分な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、地方公共団体が大量の漂着物を処理した場合には、支援制度の上乗せ等の
特別措置を講ずること。
なお、地域的な対策を地方公共団体が行う場合にあっても、海洋ごみの回収・処
理等の各段階における都道府県と市町村の役割分担を明確にし、地方公共団体に混
乱が生じないように対応策を講ずること。
さらに、世界的にも問題となっているマイクロプラスチック（微細なプラスチッ
ク）ごみについては、生態系に及ぼす影響が懸念されることから、その実態解明と
発生抑制対策を講ずること。

９

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
成形板等の追加、アスベスト対策を専門とする人材の一層の育成など、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。
今後、アスベストが使用された可能性のある建築物の大量解体が見込まれること
から、飛散性アスベストに限らず解体等工事が予定される建築物等のアスベストの
有無についての事前調査やその除去等を行うための、建築物の所有者等に対する助
成制度を創設するとともに、解体等工事が予定される建築物等のアスベストの有無
について、調査者に資格要件を設けるなど、検査結果に対する信頼性の向上を図る
こと。
また、地方公共団体に対しては、石綿漏洩監視等に関する技術講習会等の実施や
監視に要する費用に対する十分な財政措置を実施すること。
加えて、石綿健康被害救済制度の見直しが生じた場合、地方公共団体に費用負担
を求めないこと。
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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鑑み、エネ
ルギー政策については、安全・安心の確保を前提とし、総合的なエネルギー安全
保障の強化や再生可能エネルギーの大幅な増加など脱炭素化に向けた世界の動向
を踏まえ、長期エネルギー需給見通しについて今後の具体策を明らかにした上で、
国内外における対策を総合的、計画的に推進すること。
また、エネルギー政策の推進に当たっては、あらゆる技術や資金等を有効に活
用しながら、地球温暖化対策の推進等に留意し、地方の意見を十分に反映させ、
国民の理解と合意を得られるよう最大限の努力を払うこと。
（２）エネルギーシステム改革の着実な実行
電力及びガス市場の自由化に向けたシステム改革については、電力及びガスの
低廉かつ安全で安定的な供給を大前提として、へき地や離島を含めたユーザーの
利益に最大限配慮しながら着実に実行すること。
新電力事業者の公平な市場参加を図るため、ベースロード電源の市場への供出
を促す制度設計を行うこと。
また、温室効果ガス排出量算定等に用いるため、電力の完全自由化に伴い把握
できなくなった小売電気事業者ごとの都道府県別電力需要実績等の情報について、
国の主導により開示する仕組みを作ること。
（３）電源立地対策の推進
電源地域の恒久的、広域的、自立的な振興や安全確保を図るため、各省庁が一
体となって生活環境や産業基盤の整備、安全対策等を推進すること。
電源三法等による交付金制度や特例措置については、関係地方公共団体の自主
的、弾力的な活用が可能となるよう制度の改善・拡充を図ること。
特に、原子力発電所の廃炉が行われる関係地方公共団体が新たな産業や雇用を
創出できるよう、廃炉プロセス完了までの財源の確保、また長期停止等に伴う経
済停滞に対する財源を確保すること。
（４）再生可能エネルギーの導入拡大
太陽光や風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーは地球温暖化対策に
加え、エネルギー自給率向上の観点からも重要であることから、国民、事業者、
地方公共団体等と緊密に連携しながら、意欲的な導入目標を設定するとともに、
「固定価格買取制度」の適切な運用、情報開示の徹底、規制緩和、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
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所設置の障害となっている現状を重く受け止め、速やかな系統連系対策や出力変
動対策の強化による接続可能量の更なる拡大、発電量の正確な把握のための基盤
整備や系統運用方法の見直し等を推進すること。
なお、固定価格買取制度対象外の再生可能エネルギーについても、導入拡大に
向けた支援措置を拡充すること。
（５）再生可能エネルギーの地域との共生
発電設備の設置に当たって、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係
が悪化するなどの問題が全国的に生じていることから、事業計画の認定に際し、
一定規模以上の発電設備を設置する事業者に対して、地域住民への事前説明とそ
の結果の国への報告を義務付けるなどの法整備を図るとともに、地元自治体の意
見を反映させるなどの仕組みを早期に構築すること。特に、太陽光発電事業につ
いては、現在、環境影響評価法の対象となっていないことから、速やかに、同法
の対象とすること。
また、地域住民の理解を得ないまま設置を進めることのないよう、国が責任を
持って事業者を指導すること。さらに、関係法令等に係る必要な手続きの完了を
適時適切に確認すること。
また、「固定価格買取制度」終了後、事業者の経営破綻時などにおいて、太陽
光パネルや風力発電設備等が放置されるおそれがあることから、管理及び撤去、
処分が適切かつ確実に行われる仕組みを作ること。
（６）再生可能エネルギー等の地産地消の確立
新たなエネルギー政策の具体的な推進に当たっては、真の地域からの成長戦略
の展開に向けて、全国各地域への波及効果の高い仕組みづくりに取り組むことと
し、地域に広く賦存する再生可能エネルギーについて、地域社会との共生が図ら
れ、地域に根ざしたエネルギー資源となる「再生可能エネルギー等の地産地消」
の確立を目指し、地域の事業者等が安心して再生可能エネルギー等の事業に投資
することができるようにするとともに、地域新電力がその規模に応じたＦＩＴ電
気を調達することができる環境を整えるため、地域の意見を踏まえた規制緩和や
必要な法整備、ガイドラインの策定、より細分化した価格・調達区分の設定を行
うなどの支援策を講じること。
また、地域における長期・安定的なエネルギーとして活用していくため、蓄電
池等を組み合わせた自家消費の推進や地域資源であるバイオマス燃料の安定確保
のための環境整備を図ること。
（７）水素エネルギー普及・導入拡大の加速化
「エネルギー基本計画」において、将来の二次エネルギーの中心的役割を担う
ことが期待されると位置付けられた水素エネルギーの全国的な普及・導入拡大を
加速させるため、水素の製造から貯蔵・輸送、利用にいたるサプライチェーンを
見据え、「水素基本戦略」に基づく技術開発・実証研究や規制改革、燃料電池自
動車や燃料電池バスをはじめとする水素アプリケーションの普及促進、インフラ
の整備等を着実に進めること。特に、モビリティにおける水素利用の中核となる
水素ステーションの普及を全国的に促進するため、その整備等に対する補助対象
地域要件を撤廃すること。また、全国の公共交通機関における燃料電池バスの導
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入促進に向けて、国庫補助率の引き上げを行うなど、支援を強化すること。
さらに、再生可能エネルギー由来の CO2 フリー水素の利活用などについて、広
域的かつ戦略的な取組を推進する自治体と十分連携するとともに、先駆的な取組
を推進する自治体を支援するための財源措置を講じること。
（８）海洋エネルギー開発の推進
新たなエネルギー資源として注目されるメタンハイドレートに関しては、日本
海沖や太平洋沖での調査や採取技術の開発を推進するなど、日本周辺海域におけ
る海洋エネルギー資源の実用化に向けた取組を一層加速化させること。併せて、
資源開発が行われる地元に経済的メリットが還元される仕組みづくりを検討する
とともに、地元の技術・人材の活用を促進すること。
また、海洋再生可能エネルギーの利用促進に向け、海洋再生可能エネルギー実
証フィールドの整備等への財源措置を講じるとともに、「海洋再生可能エネルギ
ー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」に基づく促進区域の
指定にあたっては、既に地域で先行して進められている取組に十分に配慮すると
ともに、地方自治体の意見を尊重すること。
（９）エネルギーに係る多様なインフラ整備
災害リスクに備えた強靱な国土形成を進めるため、地域間連系線等の広域的な
電力系統の強化、天然ガスの広域的なパイプライン網の整備、天然ガスの国家備
蓄対象化、石油製品の国家備蓄分散化、輸入ＬＮＧ気化ガス貯蔵での枯渇ガス田
の利用、燃料電池自動車による V2X の普及促進等、エネルギーに係る多様なイン
フラ整備、広域的な燃料供給体制について、法制度の整備を含め、国として主導
的な役割を果たし、積極的に取り組むこと。

２

電力需給対策等の推進について

（１）電力供給力の確保
国民生活の安定向上や経済活動の維持・発展に必要な電力を安定的に確保する
ため、発電設備の新設、改修、復旧等、電力供給力の十分な確保に向けた対策を
講じること。
加えてＬＮＧの安価な調達、シェールガス輸入等により、環境にも配慮した電
力の低廉な供給を確保すること。
（２）実効性のある節電対策の実施
節電に対する国民及び事業者の最大限の理解と協力を得るため、地方公共団体
と緊密な連携のもと、積極的な啓発活動を行うとともに、節電による国民生活や
経済活動への影響に十分配慮し、ネガワット取引、時間帯別料金制等の節電に向
けたインセンティブとなる電気料金制度の見直し等、引き続き実効性のある節電
対策を講じること。
（３）省エネルギー対策の推進
エネルギーの効率的な利用が重要な課題であることを踏まえ、省エネルギー機
器やエネルギー・マネジメント・システム、コージェネレーション・システムの
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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

南海トラフ地震・首都直下地震をはじめ、いつどこで発生するかわからない大規
模・広域・複合災害に対して、「想定外」という事態を繰り返さないためには、過
去の災害や復興対策から得た教訓等を最大限生かさなければならない。
政府の地震調査委員会が公表した南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率は「70
～80％」に引き上がり、首都直下地震等も含め、刻一刻と国難レベルの巨大地震の
発生が迫っており、国力を最大限投入するための体制の整備が必要となっている。
また、大規模・広域・原子力複合災害である東日本大震災は、その発生から８年
目を迎えても、全国の避難者数は依然多数に上り、復興に向けたまちづくりや住宅
再建は道半ばの状況にあることから、これからも息の長い支援を継続する必要があ
る。
このため、大規模・広域・複合災害への備えから復旧・復興までを見据えた対策
の強化・充実を図ることが急務となっている。
ついては、国、都道府県、市町村、事業者、医療・福祉関係機関、ＮＰＯ、住民
等全ての主体が力を結集し、あらゆる災害に負けない国を創り上げることができる
よう、特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）災害への備えから復旧・復興までを担う「防災省（仮称）」の創設等
大規模災害に備えるためには、国の指揮命令系統を明確化し、対応調整権限や予
算措置権も含めて、災害への備えから復旧・復興までを担う「防災省（仮称）」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。
また、複合災害対策については、別個の関係法令からなる複数の指揮系統によ
る現場の混乱等の課題を踏まえ、法体系や国の指揮命令系統の一元化及び本部機
能充実を含め、必要な検討・見直しを行うこと。
（２）防災・減災対策推進のための包括的な財政支援制度の創設等
大規模災害がもたらす被害の軽減や復旧・復興期間の短縮、国土強靱化をめざ
し、ハード・ソフトの両面で事前の予防対策から復旧・復興までを見据え、自由
度の高い施設整備交付金の創設など、地方において主体的、計画的に事前復興に
取り組むことができる新たな財政支援制度等を創設すること。
また、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。
さ ら に 、緊急防災・減災事業債の恒久化、対象事業の更なる拡大及び要件緩和
など起債制度の拡充を含めた確実な財源措置等を行うとともに、地域の実情に応
じた柔軟な対応を図ること。
加えて、消防の体制強化など地域の防災力を高めるための体制整備に対する財
政支援の拡充並びに重要インフラ対策に係る国庫補助採択基準の緩和等を図るこ
と。

- 170 -

（３）大規模災害を想定した事前復興制度の創設
南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害が想定されている地域において
は、生命、財産、地域産業など住民の日々の暮らしを守る観点から、被災前の円
滑な高台移転や区分所有物件の修理・再建等、地域の実情に応じた事前復興が可
能となるよう法整備や制度設計を行うこと。
（４）南海トラフ地震・首都直下地震の特別措置法等に基づく施策の迅速な実施及び
予算措置
南海トラフ地震及び首都直下地震の特別措置法等に基づき、巨大地震対策及び
津波対策の加速化と抜本的な強化並びに被災後の柔軟かつ早期の復旧・復興が図
られるよう、大規模地震防災・減災対策大綱による具体的かつ実効性のある施策
の迅速な実施及び国の応急対策活動の具体計画を踏まえた防災拠点の整備・機能
向上に係る予算措置等を図ること。
特に「特別強化地域」や「ゼロメートル地帯」など、被災リスクの高い地域に
おいて、緊急性の高い対策に重点化し、短期集中的に推進できるよう、既存交付
金の充実や、新たな財政支援制度を創設すること。
さらに、「南海トラフ地震に関連する情報」の運用が開始される中、南海トラ
フ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループの報告を踏ま
え、地域で迅速、適確な対応が可能となるよう、早急に新たな防災対応に関する
ガイドラインや仕組み等を示すこと。
加えて、産業・雇用の中核であり、災害時にも重要な役割を担う石油コンビナ
ートや石油・ガス貯槽基地における民間事業者の防災投資の取組に対する技術
的・財政的支援を充実、強化すること。
（５）医療資源が絶対的に不足する事態を回避するための大規模地震時における医療
救護体制の強化
南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地震が発生すると、広範囲で多数の負
傷者が発生するなど、医療需要が急増する一方、供給面をみると、水道や電気、
ガスなどのライフラインの寸断や医療機関の損壊等により医療の供給が急減する。
その際には、地震の揺れや津波などにより道路などのインフラが寸断され、傷病者
の後方搬送や外部からの支援もすぐには望めない状況となる。この厳しい環境の
中でも負傷者の命を救うため、定量的な分析を十分に行い、被災地外からの支援
が到着し併せて搬送機能が回復するまでの間、被災地域の医療資源を総動員する
体制づくりを計画的に進められるよう、医療機関の耐震化や資機材の整備、人材確
保、医療従事者を孤立地域へ運ぶ仕組みの構築など、医療救護体制の充実を図る
取組に対する財政面を含めた支援を一層強化すること。
また、全国的に災害派遣医療チーム（DMAT）、災害派遣精神医療チーム(DPAT)
のチ ー ム 数 を 増 や し 、 被 災 地 外 か ら 早期かつ大量、継続的に投入できる体制
の構築や、孤立地域に医療モジュールと運営人材を迅速に配置する体制の整備な
ど、被害想定を踏まえながら国を挙げて人的・物的支援機能を強化すること。
（６）包括的な適用除外措置の創設等
既存の法律や政省令等による規制や制約により、各主体の緊急時対応が阻害さ
れないよう、包括的な適用除外措置を創設すること。また、国の財政支援におけ
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る地方自治体の事務手続きの簡素化及び資金使途や期間制限等の撤廃など、必要
な見直しを行うこと。
（７）広域応援・受援体制の構築
地方自治体の行政機能喪失を想定した水平補完を基本とする支援、支援物資の
調達・輸送・配分、広域避難者の受入及び情報収集・共有などの広域応援・受援
体制については、東日本大震災や熊本地震等の教訓を踏まえるとともに、地方の
意見も十分に把握し、府省庁間の縦割りの是正や国と地方の役割分担の整理をす
ること。また、海外支援を積極的に活用するための協力体制を整備すること。
特に、熊本地震の教訓を踏まえ、支援物資の調達・輸送・配分などの情報を国、
地方公共団体、民間事業者が共有し、連携して物流管理を行う仕組みを早急に構
築すること。
（８）応援職員等の広域応援・受援体制の確立
被災自治体の災害対応を支援する保健・医療・福祉・行政等の専門的な応援体制
の確保や法制化等も含めて制度構築すること。また、「被災市区町村応援職員確保
システム」の全国自治体への十分な周知と円滑な運用を図ること。さらに、同シス
テムに基づく応援に留まらず、応援した自治体へ十分な財政措置を行うこと。
また、被災地での高齢化やマンパワー不足を念頭に、介護職員やボランティア等
の受入れのための資機材等の整備について支援を行うこと。
（９）ＩＣＴを活用した広域応援・受援体制の構築
携帯電話位置情報等のビッグデータを活用した被災者の避難動向の把握やライ
フライン・インフラの被害・復旧に関する情報の共有を図るなど、災害時に国や
地方公共団体、民間企業・団体等の間で、迅速かつ円滑に情報共有等を図る「災
害情報ハブ」の仕組みを早急に構築すること。
特に、ＩＣＴやビッグデータを活用して避難動向やライフライン情報、インフ
ラ情報等を連携させた効果的な仕組みを整備すること。

２

災害予防・減災対策の推進について

災害から国民の生命、身体及び財産を守り、社会生活・地域経済の安定を図るた
めには、事前防災及び減災の視点を取り入れた様々なハード・ソフト対策を適切に
組み合わせて効果的に施策を推進する必要がある。そのため、東日本大震災の教訓
や熊本地震に関する対応状況等を踏まえ、地域防災計画の基本となる国の防災基本
計画の更なる充実を図るなど、災害予防・減災対策の取組を確実に推進することと
し、特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）自助・共助を育む対策
災害時には行政機関による「公助」だけでは限界があり、住民・地域等による
「自助・共助」の取組が求められることから、地域防災力の向上に対する支援、
半公半民の地域における防災まちづくりのリーダー設置の制度化をはじめとした
防災分野の人材育成、各種共済制度や地震保険制度の充実など、住民が取り組む
防災対策を支援すること。
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特に、地震対策の“入り口”と位置付けられる住宅の耐震化については、耐震
化率の向上に向けた財政措置など、引き続き対策の継続・強化を図ること。
（２）安全な避難空間の確保のための対策
障がい者、高齢者及び乳幼児等の要配慮者の支援のため、避難行動を支援する
だけでなく、液体ミルクの配布など安心して避難生活を送れるよう、福祉避難所
の指定拡大及び円滑な運営体制確保を図ること。そのため、施設や資機材整備等
に係る財政上の支援策や専門人材の育成・確保のための支援を講じること。また、
近年の災害時に、有効な避難空間として機能した公園等のオープンスペースの整
備推進のための支援について充実を図ること。
大阪府北部を震源とする地震を踏まえて、帰宅困難者等が避難する一時滞在施
設の確保に向け、その備蓄の推進に係る財政支援を行うとともに、事業者が一時
滞在施設として協力しやすくなるよう発災時の損害賠償責任が事業者に及ばない
制度の創設、駅周辺などで滞留する帰宅困難者の動きをリアルタイムで把握でき
る手段の確保や、地震発生後の鉄道運行再開に関する情報等の発信のあり方につ
いて、国においても検討すること。また、外国人被災者（外国人住民・訪日外国
人旅行者）などの安全を確保するための適切な情報提供などを総合的に推進し、
住民・来訪者の安全・安心を図ること。
（３）災害に強いまちづくりを推進するための対策
建物・構造物等の耐震化や老朽化対策、津波対策及び液状化対策、建物を守る
地盤対策、木造住宅密集地域の改善を図ること。特に、災害対応の中心的施設と
しての機能を有する庁舎や学校施設を含む避難所となる施設、医療施設や社会福
祉施設等について、更なる耐震化や天井等落下防止対策をはじめとした非構造部
材の耐震対策など災害の教訓に基づく対策を速やかに推進すること。
また、耐震改修促進法により耐震診断が義務付け対象となる建築物の更なる耐
震化を促進するため、耐震対策緊急促進事業の延長を行うこと。
さらに、大阪府北部を震源とする地震を踏まえて、通学路、学校施設、避難路
などの安全確保のために現行法令に適合しない又は危険な状態にあるブロック塀
等の専門的な調査や、撤去・改修が必要であるため、木製フェンスの開発を含め
た技術的支援や財政支援を行うこと。加えて、ライフライン（上下水道、ガス等）
の強靱化に向け、法定耐用年数を超える上下水道管の更新・耐震化や、事業の広
域化など基盤強化に必要な財政措置を拡充するとともに、早期復旧を可能とする
全国の相互応援体制の確立等を行うこと。
（４）緊急輸送道路等の公共インフラの整備
緊急輸送道路や港湾施設、鉄道施設の防災対策を含め、災害時の輸送体制の整
備を図るとともに、いまだ骨格を形成する基幹的交通網さえ整備されていない地
域も含め、高速道路等のミッシングリンクの解消など、リダンダンシー確保に必
要な国土軸の構築のため、公共インフラの整備を早急に進めること。
また、加速するインフラ老朽化に対応する戦略的な維持管理・更新のため、必
要な予算の確保等を含めた対策を講じること。
さらに、平成 30 年３月の道路法改正により創設された「重要物流道路」の指定
に当たっては、地域の意見を反映するとともに、指定された道路の整備について
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は、補助事業等による重点支援を行うこと。
（５）防災体制の整備及び災害対応の人材育成
ソーシャルメディア等を活用した災害情報伝達手段の研究と整備、情報通信基
盤の堅牢化・冗長化など、災害時に必要な防災体制の整備を図ること。
大規模災害時に必要な保健・医療・福祉の人材を確保するため、災害派遣医療チ
ーム（DMAT）や災害派遣精神医療チーム(DPAT)、災害時健康危機管理支援チーム
（DHEAT）に止まらず、災害派遣福祉チーム（DCAT、DWAT)や二次救急医療機関等の
幅広い職種を対象とした全国レベルの人材育成研修を各地で実施すること。
平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要
な役割を担う消防団員が全国で条例定数に満たない状況にあることから、その確
保・育成に向けた財政支援等を強化すること。
（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）災害に関する調査研究等の推進
地震津波、風水害や雪害、土砂災害等の予測精度の向上等を図ること。南海ト
ラフ地震や首都直下地震等の観測施設の早期整備と段階的な運用により予測・観
測体制の強化を行い、津波履歴調査並びに日本海側プレート境界及び海底・内陸
部の活断層（未確認断層を含む）の実態など、これまでに十分な知見が得られて
いない地域の地震等に関する調査研究を推進し、調査結果を早期に公表すること。

３

多様な災害対策の推進について

近年、日本列島は地震と火山の活動期に入ったと言われており、地震・津波、火
山噴火による災害が続いている。さらに、台風、線状降水帯の発生による記録的な
豪雨等と様々な災害に見舞われていることから、災害に強い国づくり、まちづくり
を進めるため、多様な自然災害等に対して的確な対策を講ずることとし、特に以下
の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）風水害対策
河川、ダムの整備をはじめ水害防止対策の推進を図ること。また、平成29年九
州北部豪雨では、土砂災害にとどまらず、立木等も一体になって流下し、被害の
拡大をもたらす流木災害も顕著であったことから、それを踏まえて砂防堰堤等を
含めたハード整備の予算拡充や補助率の嵩上げを図ること。同様に、平成30年7
月豪雨では、土砂・流木の流出によって被害が発生したことから、土砂災害の専
門家による調査などの技術支援を行うとともに、それを踏まえたハード・ソフト
対策など総合的な対策を推進すること。さらに、「大雨警報」に対する危機意識
の低下が懸念される中で、「大雨特別警報」の発表により早期避難を徹底するた
め、気象庁による観測・予測技術の向上を図るとともに、適切な住民の避難行動
につながるよう「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を早期
に見直すこと。加えて、住民の避難行動にも深く関連することから、警報を含め
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特別警報が持つ意味について住民に対し一層の周知を図ること。
（２）火山防災対策
戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火をはじめ、相次ぐ噴火を踏まえて、火山
の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組を推進すること。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が、火山周辺地域における避
難計画の策定が進んでいないことから、火山噴火シナリオ、ハザードマップや避難
計画の作成主体に対して、これまで以上に財政支援及び技術的な支援を講じること。
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、
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
者等への効果的な情報伝達についても速やかに検討すること。
（３）雪害対策
近年、豪雪による被害が相次ぐ中、時間単位での予報の精度を高めて情報を提供
するなど、防災気象情報の改善を図ること。特に、今年は福井県での豪雪等による
自動車の立ち往生や長時間にわたる通行止めが発生したことを踏まえ、このような
ことが二度と起こらないよう各地での発生要因の分析・検証と再発防止策を講ずる
こと。また、豪雪による通行止めや大規模な渋滞を回避するため、高規格幹線道路
における暫定２車線区間の４車線化やソフト対策の強化等により、広域除雪に対応
できる強靭な道路ネットワークを構築するとともに、前年度の除排雪経費を特別交
付税の対象経費に算入するなど、増大する雪害対策費に対する財政支援を拡充する
こと。さらに、雪害対策のための設備強化は、地域鉄道事業者の経営に大きな負担
であることから、豪雪地帯を運行する鉄道事業者の雪害対策については、補助率の
嵩上げを行うこと。
加えて、積雪寒冷地域以外において、積雪寒冷地域と同程度の降雪が確認された
場合には、道路除雪費用の緊急臨時的な増大を抑えるため、対象外地域でも国庫補
助等の対象とすること。併せて、最近の大雪災害による教訓を踏まえ、普段降雪
の少ない地域で大雪となった場合の広域応援体制や費用負担等の仕組みづくり等
を検討すること。
（４）大規模な火事災害対策
新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を踏まえ、木造建築物が密集する地域に
おける大規模災害への対応を強化するため、火災延焼シミュレーションの高度化
に関する研究開発等が進められているものの、消防力の整備指針の見直し等を検
討するとともに、住宅等の防火対策や市街地整備、消防力の整備などに必要な財
政措置を講じること。

４

発災後の総合的な復旧復興支援制度の確立について

１で述べた事前復興による取組のみならず、被災後の被災住民の円滑な生活再建
と被災地域の早期復旧復興を推進し、加速化させるため、東日本大震災の教訓や熊
本地震に関する対応状況等を踏まえ、現行の大規模災害からの復興に関する法律か
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らさらに踏み込んだ、財政支援制度等の確立を含む復旧復興基本法（仮称）を整備
すること。その際、被災自治体及び避難者受入自治体が、被災者の生活再建を含め
た復旧復興事業を、地域の実情に応じて主体的な判断で実施できるよう、国が必要
な財源（復興基金や新たなまちづくりに向けた復興交付金等の制度化を含む）を措
置し、次の事項を含めた総合的な支援制度を確立すること。

（１）発災後の計画的復興に対する支援
復興が計画的に、しかも円滑に進められるよう、東日本大震災や熊本地震対応
のため講じられた特別な財政支援措置等で、今後の大規模災害発生の際にも必要
不可欠なものについては、常設化し、被災自治体が復旧・復興の実施に注力でき
るような仕組みを構築すること。
（２）被災者生活再建支援制度等の住まいと暮らしの再建への支援
相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生
時は、東日本大震災の対応や教訓等を踏まえ、特別の国の負担により対応するこ
と。
制度の内容については、被災した世帯がどのように生活再建していくかに着目
した支援も可能となるよう検討協議すること。
また、被災者生活再建支援制度の適用範囲について、一部地域が適用対象とな
るような自然災害が発生した場合には、法に基づく救済が被災者に平等に行われ
るよう、全ての被災区域が支援の対象となるよう見直すこと。なお、現在、支給
対象を大規模半壊から拡大する方向で検討しているところであり、国においても
対象拡大について検討すること。
さらに、被災者生活再建支援基金については、東日本大震災や熊本地震などの
被災者への支援金の支払いが継続していることにより、基金残高が僅少となって
いることから、基金への追加拠出が早急に必要となっている。基金への都道府県
による追加拠出にあたっては、これまでの拠出時と同等以上の財政措置を講じる
こと。
これらに加えて、住まいの再建・確保に向けた相談支援や財政支援などを検討
すること。
（３）被災地の復興への支援
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、災害の実情を踏まえ不断の見直しを行い、既存制度にとら
われない規定を創設すること。
また、熊本城などの国指定重要文化財等で、復旧・復興に高度な技術を要する文
化財については、人的かつ技術的支援を行うとともに、補助率の嵩上げ等、迅速か
つ万全の措置を講じること。
（４）なりわいや産業の復興への支援
地域経済の回復に不可欠な被災企業の早期再建や生産力強化、災害復興支援策と
して新規企業の誘致・立地・設備投資に必要な税制上の特例措置を講じること。

- 176 -

また、平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、大規模災害時には、商工業者が迅速に事業
再開し、農林水産業者が早急に生産活動を再開できるよう、必要な支援を行うとと
もに、風評被害を防止するための正確な情報発信や誘客のための取組など観光産業
に対する支援を行うこと。
（５）災害救助法の見直し等
改正後の災害救助法の運用に関しては、大規模災害時に不可欠な都道府県の広
域調整機能を確保するとともに、救助実施市の指定基準の具体化にあたっては、
客観的で適切な基準となるよう都道府県の意見を十分に反映させること。
また、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。さらに、迅速かつ効果的な救助を行うため、期間や資金使途などの制約
の撤廃等、自治体の自主的・弾力的な運用が可能となるよう、救助範囲を含めて
見直しを行うこと。特に、国や被災自治体からの要請により派遣した応援職員に
係る被害認定調査や罹災証明書の発行業務、応急仮設住宅の維持管理に係る経費
等を対象とするよう、救助範囲の拡大を行うとともに、必要な経費について、確
実な財源措置を行うこと。
（６）災害時の生活再建支援事業のためのシステム構築及び罹災証明制度の見直し
災害対策基本法改正により、適切な被災者生活再建支援を行うため、罹災証明
書の交付及び被災者台帳の作成が法的に位置付けられた。近年の地震・風水害の
実情を踏まえ、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、更なる住家
被害認定調査の簡素化を図るとともに、被災者台帳システムに対し、構築と運用
に係る財源を含めた支援制度を充実すること。
併せて、罹災証明書の判定結果が国費を伴う各種支援と連動している点を踏ま
え、住家被害認定調査結果にばらつきが生じないよう、被害認定に係る指針の見
直し等を図ること。

５

原子力災害対策の推進について

平成 28 年３月の原子力関係閣僚会議において決定された、「原子力災害対策充実
に向けた考え方 ～福島の教訓を踏まえ全国知事会の提言に応える～」の実施にあ
たり、政府一丸となって原子力災害対策に主導的立場で対応するとともに、全国知
事会等と意見交換を行い自治体の意見を十分に反映させること。
（１）原子力安全対策の充実
ア 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故は起こるものというこ
とを前提に、事故時に放射性物質の大量放出や拡散を防ぐため、意思決定などマ
ネジメント面への対応を含め、法制度や体制の整備等、安全対策に取り組むこと。
イ 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る検証と総括を行い、得られた教訓や
新たな知見、世界の最新の知見を規制基準に反映すること。さらに、原子力規制
委員会は、立地及び周辺自治体をはじめ様々な専門家の意見を聴きながら幅広い
議論を行い、ＩＡＥＡ等の関係機関や事業者からの意見も聴いた上で、規制基準
や法制度を絶えず見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強化に不断
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に取り組むこと。
また、真に実効性のある安全規制とするため、規制基準に基づく厳正な審査を
行うとともに、原子力規制の取組状況や安全性について、国民に対し自ら主体的
に説明責任を果たすこと。
運転期間延長認可の審査結果については、国民に分かりやすく説明するととも
に、事業者が行う安全対策に対し指導・監督を強化すること。
（２）原子力防災対策の推進
ア 原子力災害対策指針については、複合災害時における対策など住民の具体的な
防護対策等が、未だ不明確であり、最新の知見や国内外の状況等を踏まえ、今後
も継続的に改定していくとともに、定期的な意見交換の機会を設ける等により関
係自治体等の意見を適切に反映していくこと。また、ＵＰＺ外においても必要に
応じ防護対策を実施することから、対策の具体的実施方法を明らかにすること。
加えて、これらに係る所要の財源措置を行うこと。さらに、防災対策における地
方自治体の役割の重要性に鑑み、地方自治体と国、事業者等との緊密な連携協力
体制について、法的な位置付けも含め早急に検討すること。
イ 原子力災害対策指針においては、ＵＰＺ内外とも屋内退避が最も基本的な防護
措置とされているが、国は、長期化した場合を含め、対応方針をあらかじめ示す
こと。
また、大規模地震との複合であっても、この仕組みが最適であるのか研究を行
い、必要な措置を講ずること。
これら防護措置の考え方について、原子力施設の立地及び周辺自治体の住民を
はじめとする国民に対し、科学的根拠に基づく丁寧で分かりやすい説明に努める
こと。
ウ 避難ルート等の検討や準備・モニタリングの実施などには放射性物質の拡散を
予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報提供の在り方」
を検討する国の分科会において、引き続き関係自治体の意見を十分聴いた上で、
具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
エ 高線量下において地方自治体、関係機関、民間事業者等が作業することを想定
し、法律に規定する被ばく限度や限度を超えた場合の作業の方法に加え、要員及
び避難誘導等に従事する者の指揮命令系統や責任の所在、補償のあり方等に関連
する法整備を図ること。また、民間事業者との協力体制の確立について、「民間
事業者の協力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、引き続き具体的な検討
を進め、必要な対策を講じること。
オ 防災対策に係る資機材の配備、緊急時モニタリング体制、原子力災害医療体制、
安定ヨウ素剤の緊急配布など住民等の避難が円滑に行える体制の整備、一時退避
所、病院、福祉施設等の放射線防護対策等について、関係府省庁一丸となって対
応すること。
カ 都道府県や市町村の行政区域を越える広域避難を円滑に実施するため、積極的
に地方と連携するとともに、避難先、避難経路及び避難手段の調整・確保、広域
的な交通管制に係る調整、避難退域時検査の体制整備並びに必要な資機材の整備、
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。
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併せて、都道府県域を超えるような広域的なＵＰＺ内外の原子力防災訓練につ
いて、国が先頭に立ち、事業者、関係自治体及び住民と連携しつつ、実践的に実
施すること。
キ 重大事故が起こった場合に備え、自衛隊などの実動組織の支援内容、指揮命令
系統や必要な資材の整備等について、「実動部隊の協力」を検討する国の分科会
の報告等を踏まえ、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。
ク 地方自治体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策に
要する経費について、ＵＰＺ外での対策に要する経費や職員の人件費も含め、確
実に財源措置を行うこと。

６

国民保護の推進について

武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するととも
に武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にするため、国は、武力攻撃
事態等における国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施に向けて万全の態勢
を整備することとし、特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。
（１）北朝鮮情勢への的確な対応
これまでになく緊迫していた北朝鮮情勢が、米朝首脳会談を契機に外交的に解
決することをめざした動きも見られるものの、現時点では、具体的な核燃料、弾
道ミサイル等の廃棄の道筋が明確になっていないことから、北朝鮮に対する毅然
とした外交交渉を推進するとともに、万一の危機発生時に備え、国民への情報提
供をはじめとした的確な対応を取れる体制の維持を図ること。
（２）国民保護対策の推進
原子力発電所を含む重要生活関連等施設への武力攻撃事態等や複数の都道府県
に影響が及ぶような大規模な武力攻撃事態等を想定した対処マニュアル等を策定
すること。併せて、生活関連等施設については、施設の性質、規模等が様々であ
り、施設数も多いことから重要施設に限定するなどの政令の基準の見直しを行う
など国民保護に関する業務が的確に実施できるよう努めること。
さらに近年、世界各国でテロ等が多発しており、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会などを控え、その脅威は日本も例外ではない。国民や来訪者
の安全確保のため、放射性物質・爆薬の原料となりうる薬品等の管理強化、ＮＢ
ＣＲテロ等の災害で必要とされる特殊医療に関する国立専門センターの設置を始
め、総合的なテロ対策を推進するための体制を整備すること。
また、国民保護において必要となる物資及び資機材の備蓄整備並びに国民保護
に関する訓練などの充実を図るとともに、国民保護について国民の理解を深める
ため、一層の啓発に努めること。
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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正しく深まらなければ、普
及、定着が進まない。国民が適切に「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」
を取り扱えるよう、その概要、メリット、安全性や信頼性等に加え、注意すべき
事項等についても、引き続き、分かりやすい周知・広報を行うこと。
その際には、各年齢層及び言語や環境による情報格差に応じて、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対する国民の不安を払拭できるよう、引き続き、制
度の安全性や信頼性を、国民に丁寧かつ十分に説明する等により、信頼される社
会基盤として制度を維持、確立すること。
特に特定個人情報保護方策について、社会情勢、国民の意識、法制度等諸環境
の変化を踏まえ、情報漏洩や目的外利用などの事例やその原因、危険性について
不断の検証を重ねた上で、随時追加・見直しを行うこと。
（３）マイナンバー制度に係るセキュリティ対策については、技術的・物理的・人的
対策の観点から不断の見直しを行い、国民の信頼が得られる安全対策を講じるこ
と。
また、地方公共団体が引き続き実施するセキュリティ対策に必要な経費につい
て財政措置を確実に講じるとともに、セキュリティに関する職員研修を実施する
際の技術的助言等を行うほか、民間事業者においても、十分なセキュリティ対策
が確実に講じられるよう、国の責任において適切なフォローアップを行うこと。
（４）マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や悪質商法、マイナンバーに絡めた特
殊詐欺、マイナンバーや個人情報を騙し取る等の事案が発生していることから、
引き続き総務省、内閣官房、消費者庁及び警察庁等が連携して様々な注意喚起及
び情報提供を随時行うとともに、監視体制を確保し、特殊詐欺や悪質行為の被害
を未然に防止するため万全を期すこと。
（５）マイナンバー制度を円滑に運用するためには、全ての地方公共団体と民間事業
者において、制度の理解が重要であることから、引き続き、所管省庁が参加した
説明会や研修会を開催するとともに、随時マニュアルの追加・見直しを行うこと。
特に中小企業・小規模事業者においても、マイナンバー制度への対応が確実に
行えるよう国の責任において適切なフォローアップを行うこと。
なお、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、地方公共団
体や民間事業者が主催する説明会や研修会に対して、講師を無償で派遣すること。
（６）マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、新たにシステム及
びネットワークに係る構築、改修及び維持管理や各種連携テストの実施が発生し
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た際には、それに要する経費については、原則として国が負担し、地方に新たな
経費負担が生じることのないようにすること。
また、その際には、地方の意見を十分に反映させるほか、地方の準備期間が十
分確保できるよう配慮すること。
なお、公的個人認証サービスの運営に当たり、都道府県に多額の経費負担が生
じていることから、市区町村が地方公共団体情報システム機構に交付する認証業
務関連事務交付金の算定方法を電子証明書の発行実績に加え、認証業務関連事務
に要する経費も対象とするなど抜本的な見直しを図り、都道府県負担金の軽減措
置を確実に講じること。
（７）「情報提供ネットワークシステム」を利用した情報連携はマイナンバー制度の
柱であり、国や地方公共団体、医療保険者等の５千を超える関係機関の間で安全
かつ円滑に行われるよう、国が責任をもって情報提供ネットワークシステムの運
営及び監視を行うこと。
また、情報連携においては、膨大な国民の特定個人情報のやりとりが行われ、
国の関係省庁も多岐にわたることから、国においては、引き続き、全体を俯瞰す
る責任者の下、障害発生時には迅速に原因究明や復旧ができるよう、強固な人員
体制等を構築するとともに、地方への支援体制を維持すること。
（８）「ワンストップ・カードプロジェクトアクションプログラム」や「マイナンバ
ーカード利活用推進ロードマップ」によるカードの各種利便性向上策については、
セキュリティや費用対効果等の検証を重ねた上で、国民に対してその効用及び安
全性を分かりやすく周知・広報するとともに、利用者にとって使い勝手がよいも
のとなるよう、創意工夫を図ること。
また、利用時には、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。
なお、マイナンバーカードの発行手数料については引き続き国が負担し、カー
ドの多目的利用、マイナポータルやマイキープラットフォームの機能充実・拡大
に伴い地方公共団体で対応を要する事項については、国による財政措置を含めた支
援を行うこと。
（９）マイナンバーの利用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険
性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現するよ
う、聖域を設けることなく検討を進めるとともに、国民の理解を求めること。
また、検討に当たっては、地方側と十分に協議し、新たな制度施行のための事
前準備に十分な時間を確保するなど、適切に対応すること。
（１０）マイナンバー制度に関して、地方との協議が必要な場合及び地方から協議の
求めがある場合には、「マイナンバー制度に関する国と地方公共団体の推進連絡
協議会」等の場において、地方の意見を十分に聴いた上で、反映させること。
特に、地方側で対応が必要となる作業等の情報については、内閣官房や総務省
の責任の下で、全省庁分を一元的に集約・管理し、地方の準備期間が十分確保で
きるよう迅速かつ適切な情報提供を行うこと。
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２

官民データ活用の本格展開について

（１）官民データ活用の理解促進・意識醸成を図るため、データ活用の効果や重要性
等について広くＰＲするなど、国主導による情報発信を強化すること。
また、官民データの効果的な活用を推進するため、国において必要な環境整備
を引き続き行うこと。
（２）企業等保有データを含む多様な官民データ活用を実証し、地方にも活かせる優
良事例を導出するとともに、地方展開に向け積極的に取り組むこと。
（３）各都道府県が策定する「官民データ活用推進計画」の実効が伴うよう、地方公
共団体への支援制度の充実等に必要な予算を確保すること。

３

地域ＩｏＴ実装の推進について

（１）地域の活性化や課題解決を図る地域ＩｏＴ実装を加速させるため、Ｗｉ－Ｆｉ
の整備や５Ｇの実現等、ＩｏＴを支える基盤となるネットワークの環境整備を進
めるとともに、地域の体制整備やＩｏＴ実装の具体的な計画策定への支援、地域
の先進的な取組や、実証されたモデルの横展開の取組を促進する助成制度などの
拡充を図ること。
また、ＩＣＴ人材が不足する地域におけるＩｏＴ実装を後押しするため、メン
ターや専門家派遣、地方自治体と民間企業等間の人材交流、地方自治体職員、地
域住民等に対する教材の開発・研修の実施、事業パートナーとのマッチング機会
創出などの取組など、人材の育成・活用に対する支援の充実を図ること。
（２）安心して地域ＩｏＴ実装を進めることができる環境の創出に向け、ＩｏＴ機器メ
ーカーをはじめ、システム構築業者、サービス提供者、ユーザーなどのＩｏＴ関係
者を対象とするセキュリティ対策を早急に国において確立し、その成果の共有を図
ること。

４

自治体クラウドの推進について

（１）自治体クラウドの導入を推進するに当たっては、クラウドに対するセキュリティ
や、システムの共同利用等に対する不安を払拭するため、引き続き、導入によるメ
リットや、導入の手順について国民及び地方公共団体に分かりやすく示すこと。
また、各地方公共団体における業務の標準化や、導入の障害となるベンダーロ
ックインの排除に向けた必要な支援を引き続き実施すること。
（２）自治体クラウドの導入に必要となる基盤構築に要する費用や、既存システムの
中途解約に伴う違約金等のイニシャルコストについては、自治体クラウドの導入
を推進するためにも、引き続き、国において適切な財政措置を講じること。
また、市区町村のクラウド導入を支援する都道府県に対しても適切な財政措置
を講じること。
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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。

５

情報セキュリティ対策の推進について

（１）自治体の情報セキュリティ対策を強化し、実効性のあるものとして機能するよ
う、「自治体情報システム強靱性向上」の取組や、「自治体情報セキュリティク
ラウド」の運用及び新たな脅威に対するための機能追加等に要する経費につい
て、必要な財源措置を確実に講じるとともに、「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）新たに導入した自治体情報セキュリティ対策により､情報セキュリティ水準の
向上という面では一定の成果は上げられた。しかし、業務利便性が著しく低下し、
働き方改革に逆行するという新たな課題が生じている。こうした課題を解決でき
るよう、地方自治体の意見を聴きながら、国が主体的に取り組むこと。
（３）現状の自治体情報セキュリティ対策は、その実現方法が都道府県により異なり、
機能やセキュリティ水準・運用等に違いがあるため、総合行政ネットワーク（Ｌ
ＧＷＡＮ）に被害が及ぶことがないよう、強固な情報セキュリティ対策を適正な
コストで実現できる全国共通の仕組みづくりを、地方自治体の意見を聴きながら、
国が主体的に取り組むこと。
（４）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。
（５）「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。
（６）日々多様化する地方公共団体へのサイバー攻撃に関して、未知のウイルスにも
対応可能となる高度なセキュリティ対策の調査・研究を行うとともに、具体的な
対応方法などについて、引き続ききめ細やかな周知・情報提供の充実に努めるこ
と。
また、地方公共団体が行うサイバー攻撃にかかる技術的・物理的・人的対策並
びに訓練・実証事業に要する経費に対し、財政上の支援措置を講じること。
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６

地域情報化の推進について

（１）地域住民が等しく情報通信技術がもたらす利便性を享受し、特に、過疎・離島
等の条件不利地域において情報格差が生じることがないよう、光ファイバ網を始
めとする超高速ブロードバンドなど情報通信基盤の整備及び電子自治体の推進に
不可欠な地域公共ネットワークの整備を推進するため、必要な支援策を講じると
ともに、整備後の安定的な運用を確保するため、維持管理及び再整備に対する財
政措置を含む支援策を講じること。
（２）携帯電話不感地帯解消に向け、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。
（３）情報通信審議会の答申を踏まえ、ユニバーサルサービス制度を時代に合わせて
見直し、光ファイバなどのブロードバンド基盤や携帯電話基地局等の整備・維持
管理を対象とすること。
（４）安全性強化など災害に強い情報通信基盤・地域公共ネットワークの構築への支
援を継続するとともに、災害時に情報収集手段を確保するための支援策を講じる
こと。
（５）自治体のＩＣＴ部門におけるＢＣＰ（事業継続計画）対策を進めていくために、
必要な支援策を講じること。

７

地上デジタル放送に係る必要な措置について

（１）東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により被害を受けている
地域に対し、国の責任において、地上デジタル放送に係る必要な措置を引き続き
実施すること。
特に同発電所事故により被害を受けている地域に対しては、原子力災害の特殊
性にかんがみ、必要な対策を長期的かつ弾力的に実施すること。
（２）地上デジタル放送難視対策により恒久的対策を実施した施設等の維持管理費等
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。
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８

インターネットを介した青少年犯罪被害等への対策について

スマートフォン等の普及に伴い、青少年がコミュニティサイト等を介して犯罪被
害等に遭うケースが後を絶たないことから、被害防止に有効な技術開発やその普及
促進について事業者への働きかけを引き続き行うとともに、青少年や保護者に対す
る広報啓発、相談体制の整備など、青少年が有害情報に触れる機会を減少させるた
めの有害環境対策を推進すること。
また、近年増加傾向にある「自画撮り被害」を防ぐため、悪質な要求行為に対す
る法規制など必要な措置を早急に講じること。

- 185 -

【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 の運 用及び 公 営企 業会
計の適用 の推 進につい て

地方公会計については、平成２７年１月総務大臣名の「統一的な基準による地方
公会計の整備促進について」の通知により、統一的な基準による財務書類等を全て
の地方公共団体で作成し、活用を図ることとなったが、その運用については、地方
公共団体の実態を踏まえ適切な支援を行うこと。また、会計制度改革に先行して取
り組んでいる地方公共団体が、これとは別に、従前と同様の財務書類等を作成・公
表することについては、その創意と工夫を制約することのないよう、十分配慮する
こと。
さらに、地方公共団体における決算審議をより一層充実させるため、「地方自治
法」など関係法令により定められている決算調書の様式緩和を行うこと。
なお、公営企業会計についても、平成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年度までの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）ＪＩＣＡボランティアは、日本国として、開発途上国の経済・社会の発展等の
草の根レベルでの相互理解を増進し、ひいては世界平和にも大きく貢献するもの
である。官民問わず多様な主体による持続可能な国際貢献の取組みが求められて
いる中、「民間連携ボランティア制度」、「現職参加制度」及び「現職教員特別
参加制度」は、民間企業や地方公共団体の職員の国際協力への参画を後押しする
ものであることから、これらの制度における人件費補てんについて、引き続き十
分な財政措置を講じること。
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（４）在外被爆者に対する援護については、在外被爆者は国内とは医療制度が異なる
様々な国や地域に居住していることから、引き続きその実情を踏まえて検討し、
必要な改善を行うとともに、在外公館等において高齢化が進む被爆者支援の強化
を行うこと。
（５）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。
（６）国際定期便・チャーター便の就航、国際ビジネス機の飛来及び外航クルーズ船
の寄港など地域国際化の基盤整備の一環として、空港・港湾のＣＩＱ（税関・出
入国管理・検疫等）体制の更なる整備・充実を図るとともに、国と地方の役割分
担を前提として、大型クルーズ船寄港時など一定の場合には、所定の研修を受け
た地方公共団体の職員等がＣＩＱ業務を補助できる制度等を創設すること。

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。
また、基地対策に関する経費が地元に転嫁されることによって各地方自治体の
財政の圧迫をもたらさないよう、地方公共団体の意向を踏まえ新たな制度の創設
を含め適正な措置を講ずること。
（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。
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、ＣＶ－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。
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（５）米軍航空機による事故に関して、次のとおり米側に申し入れること。
米軍航空機による事故を防止するため、航空機の整備点検、パイロット等の安
全教育の徹底、住宅地域及び工場地帯上空での飛行制限並びに夜間連続離着陸訓
練の中止等、徹底した安全対策を講じること。
米軍航空機による事故が発生した場合には、当該事故に係る情報を関係自治体
へ速やかに提供するとともに、原因を早期に究明し、実効性ある再発防止策を講
じること。
事故後の当該機及び同型機の運用再開にあたっては、日米協議を実施すること。
また、協議にあたっては、安全性を十分に検証するとともに、地元の意向を尊
重すること。
米軍航空機の事故原因や再発防止策、安全性の検証結果については、その内容
を速やかに公表すること。
（６）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。
なお、平成２９年１月に日米両政府間で締結された軍属に関する補足協定を的
確に運用し、事件・事故の防止に向けた取組を進めること。
（７）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

北朝鮮当局は、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
的な拉致被害者の調査を約束したものの、平成２８年２月に調査の全面的な中止と
特別調査委員会の解体を発表し、その後拉致問題に係る進展は見られない。
それに加え、相次ぐ核実験及び弾道ミサイルの発射を繰り返し、国際社会に対し
一層挑発行為を激化させてきたが、国際社会による厳しい圧力を受け、今年２月に
韓国で開催された平昌オリンピックを契機に、対話路線に転換し、中国、韓国及び
米国と相次いで首脳会談を行ってきている。
拉致被害者及びそのご家族は高齢となり、一刻の猶予も許されない。
政府においては、引き続き拉致問題を最優先課題として主体的に取り組み、米国、
韓国、中国、ロシアをはじめ関係諸国や国際関係機関等と連携・協調を図りながら、
拉致問題の一刻も早い解決に全力を尽くし、拉致被害者及び拉致の疑いが排除され
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ない行方不明者の早期帰国等の実現を図ること。
北朝鮮への圧力を継続しつつ、北朝鮮の「拉致問題は解決済み」との立場を崩し
交渉のテーブルに就かせるための粘り強い交渉を行い、日朝首脳会談の実現を見据
え、目に見える形で具体的な成果を早期に出すこと。
日朝首脳会談の開催時期については、全ての拉致被害者等の帰国実現が期待でき
る局面で開催するよう交渉し、拉致問題が解決しない限り国交正常化や経済支援を
行わないとの方針を堅持すること。
米国及び韓国と連携し、両国が北朝鮮と個別協議を行う際には、引き続き拉致問
題を議題として取り上げるよう働きかけること。
また、行方不明者の情報等を逐次提供するなど、地元自治体との連携を密にとる
こと。
さらに、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、有事の際には拉致被害者等の救
出及び安全の確保にあらゆる手立てを尽くすとともに、拉致の可能性を排除できな
い方々について徹底した調査・事実確認を行い、拉致の事実が確認され次第、被害
者として認定すること。

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。
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。

７

漂着 船等 に対する 万全 な対策に つい て

昨今、北朝鮮からとみられる木造船等が我が国に漂流、漂着する事案が増加して
おり、乗組員による領土への上陸も確認されている。
地方公共団体では、生死に関わらず漂着者や漂着物など、その取扱いや対応に苦
慮しているところであり、我が国の領土、領海を保全し、漁業者をはじめ、国民の
生命、財産を守るためにも、早急な対策が必要である。
加えて、外国の不審船が容易に領土に接近しうる状況に、沿岸部の住民はもとよ
り、多くの国民が不安を抱えていることから、国において、国民の安全・安心を確
保する観点から、以下の事項について早急かつ適切に対処すること。
（１）我が国の領土、領海及び排他的経済水域を侵す、領海侵犯や違法操業など、あ
らゆる行為について毅然とした態度で外交交渉に臨むこと。
（２）海上及び沿岸における不審船等の監視、警備体制の強化と漁船などへの注意喚
起を行うための連絡体制の整備を図るとともに、外国漁船等の我が国の排他的経
済水域を含む周辺海域での違法操業や領海侵犯に対しての取締りを強化し、拿捕
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を含む実効的な対抗措置を講じること。
（３）不審船等に由来する漂着者や漂着物などの取扱いや対応、漂着者が傷病人の場
合の救助・搬送及び感染症対策などの対処方法について、明確な見解や指針を早
急に示すこと。
（４）不審船等に由来する漂着者の対応や漂着物などの処理等の円滑かつ継続的な実
施のため、地方負担が発生しないよう、地方公共団体に対する財政支援措置を拡
充すること。
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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、我が国は東日本大震災や熊本地震からの復旧・復興をはじめ、経済の再生、
エネルギー問題、少子高齢時代における持続可能で安定的な社会保障制度の構築、
近い将来に発生が懸念されている巨大地震対策など多くの喫緊の課題への対応を迫
られている。それだけに今、道州制を議論するというのであれば、基本法案には、
道州制の必要性、理念や姿が具体的かつ明確に示されなければならない。その上で、
国の出先機関の廃止や中央府省の解体再編を含む国と地方双方のあり方を見直す抜
本的な改革であることが明記されなければならない。
自由民主党等において統治機構改革という最重要課題について積極的に問題提起
されていることは評価するものの、基本法案においてこうした事項が明確にされて
いない。
ついては、基本法案の検討に当たっては、以下の内容を十分踏まえること。

１

基本法案において最低限明確に示すべき事項について
基本法案は、以下の点が明記されなければならない。

（１）国民的議論が十分に行われるよう、今なぜ道州制なのか、道州制の理念や姿を
具体的かつ明確に示さなければならない。
① 現行の都道府県制度の下で地方分権改革を進めた場合と比較した十分な議論を
踏まえ、道州制の必要性を示すこと
② 道州制の姿やメリット・デメリット等についての明確なイメージを示すこと
③ 道州制については、国民に十分理解されているとは言い難いので、まずは積極
的な情報発信を行い、国民的議論を巻き起こすこと
④ 道州制の根幹部分については、「国と地方の協議の場」をはじめ様々な機会を
通じて十分協議し、地方の意見を十分に反映させること
（２）道州制は中央集権を打破し、地方分権を推進するものであることを明確に示さ
なければならない。
① 国の出先機関の廃止はもちろんのこと、中央府省の解体再編を含む国と地方双
方のあり方を見直す抜本的な改革であること
② 国が引き続き担う役割を具体的に限定列挙し、その上で、道州はもとより、と
りわけ市町村について、どういう役割を担うのか明確に示すこと
（３）道州制は、地域間格差を拡大させることなく、国民の幸せの向上につながるも
のでなければならず、格差是正の仕組みを明確に示さなければならない。
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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１８５兆円に対し、税収は約９８兆円（国約５９兆円、
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９１５兆円、地方は約１９２兆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、国が直接執行する事業の運用改
善など提案対象の拡大を図るとともに、積極的に検討を行い、できる限り実現を
図ること
全国知事会が従前より求めている福祉等の分野における「従うべき基準」の速
やかな見直しや地域交通に関する事務・権限の移譲等について集中的に議論する
こと
④ 憲法９２条における「地方自治の本旨」について議論を深めるとともに、国と
地方の役割分担の見直し、地方税財源の充実や税源の偏在是正など、地方自治の
確立に資する制度的課題について検討を行うこと
⑤ 税源移譲を含め、国と地方の税財源配分の見直しを進めるとともに、税源の偏
在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築すること
また、地方交付税について、臨時財政対策債の廃止や法定率の引上げを含めた
抜本的な見直しにより、持続可能な制度として確立するとともに、安定的な財政
運営ができるよう地方一般財源を充実すること
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