
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 

 
国の施策並びに予算に関する提案・要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年７月１６日 
全 国 知 事 会 

 

 

 

 



平成２７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 

 

 

 東日本大震災からの復興の加速化、南海トラフ地震などに備えた国土強靭化対

策、高齢化社会に備えた介護人材の確保対策、持続可能で安定的な社会保障制度

の構築、地域経済の再生等、我が国には様々な課題が山積している。なかでも、

人口減少・少子化の問題は、我が国の未来のために「待ったなし」で取り組まな

くてはならない。 

 

 すでに多くの地方において、若年人口の減少により地域経済の活力が奪われ、

人口流出に拍車がかかるといった問題が現われている。このままいけば近い将来、

地方はその多くが消滅しかねず、その流れは確実に地方から都市部へと波及し、

やがて国全体の活力を著しく低下させてしまうこととなりかねない。 

 

 この状況を打開するためのスタートラインとして、全国知事会は、「少子化非

常事態宣言」を打ち出すとともに、人口減少問題をはじめ、地域の再生に向けた

さまざまな課題について議論し、平成２７年度国の施策並びに予算に関する提

案・要望をとりまとめた。 

 

 国においては、これらの趣旨を十分に踏まえ、今後の予算編成や施策立案に当

たり、実効性のある形で反映するよう強く要請する。 

 

 

平成２６年７月１６日 

 

 

全  国  知  事  会 
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１ 地方税財源の確保・充実等に関する提言 

 

Ⅰ 地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実 

政府のデフレ脱却と経済再生に向けた取組みにより、日本経済は明るさを取り戻

しつつある。一方で、原材料価格の上昇やエネルギーコストの上昇等により、地域

経済は予断を許さない状況が続いており、あらためて東京一極集中による地域間格

差が進むなか、アベノミクスの効果は地方まで十分及んでいるとは言えない。さら

に、人口減少・少子高齢化の影響は、地方における若年人口の減少などを通じて地

域経済の活力を奪い、人口の流出に拍車をかける形で顕著に現れてきており、人口

減少・少子高齢化は地域社会の衰退のみならず、今後の持続可能な社会保障制度の

構築や財政健全化にとっても大きな課題となっている。 

こうしたなか、政府は平成26年６月24日に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針 2014」（以下「骨太の方針」という。）において、持続的・安定的な成

長実現に向けて、50年後に１億人程度の安定した人口構造の保持を目指し、少子化

対策はもとより日本の未来像に関わるあらゆる分野の制度・システムの改革を進め

るとする一方、国・地方のプライマリー・バランスについては、2015年度までに2010

年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比の半減、2020年度までの黒字化目標の着実な達成を目

指すとしている。特に平成27年度は、基礎的財政収支対象経費に関して、非社会保

障経費については前年度に比べてできる限り抑制することとし、社会保障支出につ

いても聖域なく見直しに取り組むことにより、前年度からの増加を最小限に抑える

とされ、地方財政については、経済再生の進展を踏まえて、できる限り早期に財源

不足額の解消を目指すなど、リーマンショック後の危機対応モードから平時モード

への切替えを引き続き進めるとされたことから、引き続き地方交付税総額や公共事

業費などについて厳しい議論が行われることが想定される。 

地方財政の健全化に向けた努力は、引き続き必要だが、地方税収が未だリーマン

ショック前の水準に回復していないなか、歳出特別枠を含めた地方歳出の一方的な

削減は、景気回復に向かっている地域経済に水をさすことになり、また、住民サー

ビスに大きな影響を与えることとなり、行うべきではない。さらに、近年の地方歳
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出については、総額が抑制されるなか、国の法令等により義務的に実施する事業や

高齢化等の進展等に伴う社会保障関係費の増加を、地方の給与関係経費や投資的経

費などの削減で吸収しているのが実態であり、地方の懸命な歳出削減努力によると

ころが大きい。不可避的に増加する社会保障関係費に加え、地域経済活性化・雇用

対策、少子化対策、国土強靭化対策の必要性が高まるなかで、今後は従来のような

地方の自主的な歳出削減は極めて困難な状況にある。 

地方が責任をもって地域経済活性化・雇用対策や少子化対策はもとより、国土強

靱化のための防災・減災事業、教育、医療、高齢者対策等の福祉などの施策を実施

するためには、その基盤となる地方税財政の安定が必要である。 

平成27年度においては、国と地方が連携してこそ日本の再生が実現できるという

ことを踏まえ、アベノミクスの効果を地域の隅々まで行きわたらせるためにも、地

方単独事業を含めた社会保障関係費の増をはじめ、上記のような地方の財政需要を

地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要となる地方一般財源総額を

確保すべきである。 

 

今後、人口減少・少子高齢化に伴う福祉、医療、少子化対策や、地域経済活性化・

雇用対策、国土強靭化対策など地方の増大する役割に対応し、地方分権改革を実現

していくためには、国と地方の税財源配分を国と地方の役割分担に見合った形で見

直すとともに、地方消費税の充実や地方法人課税のあり方を見直すことにより税源

の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築することが必要である。 

 

Ⅱ 税制抜本改革の推進等 

１ 社会保障と税の一体改革 

社会保障と税の一体改革においては、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ことから、消費税・地方

消費税率を５％引き上げるにあたり、地方分として 1.54％（うち地方消費税 1.2％、

地方交付税原資 0.34％）が確保されることとなり、まずは本年 4月に消費税・地方
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消費税率が８％に引き上げられた。 

厳しい日本の財政状況や急速に進む少子高齢化という現状を踏まえれば、国民生

活や地方経済の実態について勘案した上で、税率 10％へのさらなる引上げを行うこ

とが必要であり、そのためには今後も着実に国・地方を通じて経済状況を好転させ

なければならない。 

また、税率引上げの際には引き続き、いわゆる「逆進性」への対策をはじめ、「社

会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律」（以下「消費税法等改正法」という。）において消費税率の引

上げを踏まえて検討することとされた課題等について、国・地方が相互に協力し、

検討を進める必要がある。 

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）低所得者層に配慮した「逆進性」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も踏まえて、十分な配慮が必要である。

税率８％への引上げにあたって実施される簡素な給付措置等は暫定的及び臨時

的な措置であることから、今後、①所得税の税額控除と低所得者層への給付金を

組み合わせた「給付付き税額控除制度」等による緩和措置の導入、②食料品等の

生活必需品や特定のサービスへの軽減税率の導入、③その前提としての「インボ

イス方式」の導入などについて、そのメリット・デメリットを広く国民に明らか

にした上で検討すべきである。 

なお、軽減税率については、平成 26年度与党税制改正大綱において、税率 10％

時に導入すること、そのため、制度導入に係る詳細な内容について検討し、平成

26 年 12 月までに結論を得るとされ、先般６月には、与党税制協議会において、

対象品目の線引き例と財源、区分経理など軽減税率制度導入のための課題と論点

が示されたところである。 

軽減税率の導入については、検討を要する課題が多岐に渡るため、その導入時

期については慎重に検討すべきであり、実際に導入する際には、地方消費税や地

方交付税原資が減少することから、地方の社会保障財源に影響を与えることのな

いよう、地方税財源を確保する方策を同時に講ずるべきである。 
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（２）中小事業者への配慮 

取引上不利な地位にある中小事業者において、消費税・地方消費税の円滑かつ

適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確

保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき、

今後も引き続き、下請事業者に対する不公正な取引の取締りや監視の強化などの

対策を確実に実施すべきである。 

（３）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。 

（４）「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討 

地方消費税については、税の最終負担者である消費者が消費を行った地域と税

収の最終的な帰属地を一致させるために、各都道府県間において清算を行ってい

る。社会保障財源を確保するため地方消費税を引き上げる経緯にも鑑み、清算基

準である「消費に相当する額」について、小売年間販売額やサービス業対個人事

業収入額、新たに導入された経済センサスでは正確に都道府県別の最終消費を把

握できない場合に、消費代替指標として「人口」を用いること等により、算定に

おける「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべきである。 

（５）税源の偏在性の是正 

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直

すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきである。 

なお、地方法人課税のあり方の見直しにあたっては、法人が地方団体の行政サ

ービスの提供を受けていること、地方法人課税が地方団体にとって企業誘致等に

よる税源涵養のインセンティブになっている面もあることなどを踏まえ、今後の

地方法人課税のあるべき全体像を見据えた検討が必要である。 

地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さい
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税ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、さら

に、不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増収が生じ

る一方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財政対策債の

減少等により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格

差がさらに拡大するといった課題が生ずる。偏在性の小さい地方消費税において

も、このような課題を抱えていることから、今後増加する社会保障関係費の財源

を確保するため、消費税・地方消費税率をさらに引き上げる場合には、引上げ分

の全てを国の消費税とし、そのうちの一部を地方交付税としたほうがよいのでは

ないかという議論につながるおそれもあり、これは、地方分権の観点からは必ず

しも好ましいことではない。また、地方法人特別税のように地方税を単純に国税

化し、偏在是正の財源として活用することは、暫定措置としてはともかく、地方

分権の観点に沿った税制のあり方としては適切ではない。大都市圏の都道府県か

らは本来地方税の充実によって対応すべきとの意見もあるが、今後も地方分権改

革を進め、地方税源の更なる充実を実現していくためには、地方消費税率の引上

げとあわせて税源の偏在是正策を講ずることが必要不可欠である。 

平成 26年度税制改正においては、消費税・地方消費税率の８％への引上げを

踏まえ、法人住民税法人税割の一部を地方交付税原資化することによる偏在是正

方策が講じられ、併せて地方法人特別税の規模を２／３に縮小し、法人事業税へ

の復元が図られたところである。 

さらに、平成 26年度与党税制改正大綱においては「消費税率 10％段階におい

ては、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。また、地方法人

特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是

正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う」とされている。 

このため、消費税・地方消費税率の 10％への引上げの際には、法人住民税法

人税割の交付税原資化をさらに進めるなど、引き続き偏在性が小さく、税収が安

定的な地方税体系の構築を図るとともに、偏在是正により生ずる財源については

確実に地方財政計画に計上し、実効性のある偏在是正措置とすべきである。 

（６）地方法人特別税・譲与税制度の抜本的な見直し 

地方法人特別税・譲与税制度については、あくまでも暫定的な措置として導入
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されたものであり、その廃止等を図ることを基本として検討すべきであるが、単

に法人事業税に復元するだけでは地域間の税収格差が現在より拡大すること、ま

た景気回復に伴い法人関係税収が増加するとさらに税収格差が拡大することに

なるといった課題があり、現行制度が持つ偏在是正効果を十分に踏まえるべきで

ある。 

（７）マイナンバー制度の円滑な導入 

マイナンバー制度については、平成 28 年１月からの利用開始に向けて準備が

進められているが、マイナンバー制度の導入に伴うシステム及びネットワーク構

築・改修や維持管理に要する経費については、この制度が国家的な社会基盤であ

ることを踏まえ、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が

ないようにすべきである。 

平成 26 年度には国により社会保障・税番号制度システム整備費補助金による

財政措置が講じられたところであるが、国が設定した補助金の上限額と、地方団

体の見積額に乖離が生じているものについては、その原因を分析し、地方に説明

するとともに、不足が生じる場合には、必要な財政措置を講ずるべきである。 

２ 法人実効税率の見直し 

（１）法人実効税率を引き下げる場合の代替税財源の確保 

   「骨太の方針」においては、「日本の立地競争力を強化するとともに、我が国

企業の競争力を高めることとし、その一環として、法人実効税率を国際的に遜

色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に

着手する。そのため、数年で法人実効税率を 20％台まで引き下げることを目指

す。この引下げは、来年度から開始する。財源については、アベノミクスの効

果により日本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつつあることを含めて、

2020 年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、課税ベース

の拡大等による恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具

体案を得る」とされた。 

国と地方を通じた巨額の財政赤字が生じており、さらに、今後の人口減少・少

子高齢化の進展による社会保障関係費等の増加が避けられないなかで、地方交付
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税原資分を含めるとその約６割が地方団体の財源である法人課税の見直しは、地

方財政に深刻な影響を与えることが懸念される。 

また、地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービ

スの提供を受けていること、地域社会の費用について法人も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。 

法人実効税率を引き下げる場合には、法人関係税に係る課税ベースの拡大等に

より、地方交付税原資の減収分も含め必要な地方税財源を確保することを併せて

検討し、地方の歳入に影響を与えることのないよう、恒久減税には恒久財源を確

保すべきである。 

なお、平成 27 年 10 月に予定されている消費税・地方消費税率 10％への引上

げ（消費税法等改正法第３条）という状況を踏まえると、個人住民税や固定資産

税の税率引上げは住民理解を得ることが困難であり、現実的な措置ではないため、

可能な限り「法人課税の中での税収中立」を優先すべきである。 

（２）外形標準課税の拡大 

法人事業税は、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から、

法人が行う事業活動の規模に着目して課税するものであり、応益性の原則から見

て外形標準課税は法人事業税の課税方式として望ましいものである。 

法人事業税の外形標準課税は、法人の事業活動の規模、すなわち事業活動価値

等に応じた薄く広い課税により公平性を確保するとともに、応益課税としての税

の性格を明確化し、税収を安定化させる機能を持つものである。  

また、外形標準課税は、努力をして成果を上げた企業にとっては、法人所得に

係る税負担が軽減される効果を持ち、新規投資や新分野への進出の促進による経

済の活性化が期待でき、政府が目指す経済政策の方向性と一致するものである。

なお、付加価値割による外形標準課税は、法人による給与額の増減はその分単年

度損益の増減につながり、結果として課税標準である付加価値額は変化しないこ

とや、付加価値額に「雇用安定控除」の仕組みがあることから賃金や雇用に影響

を及ぼすことはなく、経済の好循環の実現に反するものではない。 

よって、応益性の強化・税収の安定化のために、まずは既に外形標準課税が導

入されている大法人（資本金１億円超）について、外形標準課税（付加価値割）
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を拡大していく方向で検討すべきである。 

なお、中小法人（資本金１億円以下）への外形標準課税の拡大については、今

回の法人税改革は法人の国際競争力の強化等の観点から議論が行われているこ

と、地域経済の実態として中小法人を取りまく環境は依然厳しいこと、中小法人

の経営に対する配慮から中小法人に係る現行の税率は低く設定されていること

などを踏まえて、慎重に検討する必要がある。 

（３）法人事業税及び固定資産税の損金算入 

法人が納付する租税公課は、国税・地方税を問わず企業会計上は一般に費用と

して経理されるものであり、法人税法上は法人税、法人住民税等の一部の税目に

ついてのみ、限定的に損金算入を否定している。 

法人事業税は、その一部が所得への課税となっているものの、法人が行う事業

そのものに課される税であり、法人がその事業活動を行うにあたって地方団体の

各種の行政サービスの提供を受けていることから、これに必要な経費を分担すべ

きであるという考え方に基づいて課税されるものであり、法人所得計算において

損金に算入されているのは、こうした法人事業税の性格を踏まえたものである。 

また、固定資産税は、資産の保有と行政サービスとの受益関係に着目し、資産

価値に応じて応益的に課税する財産税（物税）であり、こうした性格を踏まえて

同様に損金に算入されている。 

法人実効税率引下げの代替税財源として、法人事業税や固定資産税の損金算入

の廃止が検討されているが、これらの税は法人の事業活動や固定資産に係るコス

トであり、その応益課税としての性格に反するのではないかと懸念されることか

ら、税制としての妥当性について十分議論し、慎重に検討すべきである。 

３ 自動車関係税制の見直し 

自動車関係税制については、平成 26年度与党税制改正大綱において、自動車取得

税に関しては消費税・地方消費税率 10％への引上げ時に廃止することとされた一方

で、自動車税に関しては消費税・地方消費税率 10％段階において、自動車取得税の

グリーン化機能を維持・強化する環境性能課税（環境性能割）を、自動車税の取得

時の課税として実施することとし、平成 27年度税制改正で具体的な結論を得ること
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とされ、その税収規模は、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政への影

響を及ぼさない規模を確保するとされた。 

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。 

平成 27年度税制改正における自動車取得税の廃止については、他の車体課税に係

る措置と併せて講ずることとされていることを踏まえ、都道府県及び市町村に減収

が生ずることのないよう、地方団体の意見を十分踏まえて安定的な代替税財源の確

保を同時に図るべきである。 

４ 地球温暖化対策のための税財源の確保 

地球温暖化対策は、国のみならず、地方団体、事業者及び国民が一体となって取

り組むことが重要であり、ＣＯ2排出抑制と森林吸収源の両面から対策を推進する必

要がある。こうした観点から、地方団体においては、新エネルギー・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。 

「骨太の方針」においては、地球温暖化対策として森林吸収源対策等に取り組む

とともに、「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保の新たな

仕組みについて、森林整備等に係る受益と負担の関係に配意しつつ、早急に総合的

な検討を進める」とされている。 

現在、地方団体は、国の森林整備加速化・林業再生基金等を活用し多くの事業を

実施しているところであるが、基金はあくまでも臨時的な措置であることから、今

後の税制改正論議を通じて、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率上乗せ分の

使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地方の役割等に応じた税

財源として確保するなど、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に地方団体が果たす

役割を適切に反映した安定的かつ恒久的な地方税財源の充実・強化のための制度を

速やかに構築すべきである。 

 

- 9 -



 

Ⅲ 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 

１ 一般財源総額の確保 

偏在性の小さい地方税体系の構築を目指したとしても、地域間の財政力格差を解

消することはできず、地方税源の充実に伴い地方交付税の役割は一層重要なものと

なる。 

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。国の基礎的財政収支対象

経費は近年、社会保障関係費の増により増加傾向である一方、地方はほぼ横ばいと

なっており、社会保障関係費の増嵩分については、給与関係経費や投資的経費の自

主的な削減などにより対応してきたのが実情である。今後、少子高齢化の進展等に

伴い社会保障関係費がさらに増加し、加えて、地域経済活性化・雇用対策、少子化

対策、国土強靭化対策の必要性が高まるなか、従来のような地方歳出の削減は極め

て困難な状況にあり、このようなこれまでの地方の自主的な歳出削減努力を十分踏

まえ、今後必要となる地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映すべきである。

なお、現在政府においては地方公務員の給与制度の総合的見直しの検討が進められ

ているが、その検討にあたっては、平成25年度における国の主導による地方公務員

給与の削減のための地方交付税総額の圧縮が再び繰り返されないようにすべきであ

る。 

平成26年度の地方財政対策では、歳出特別枠及びそれに伴う国の別枠加算につい

て一部縮小された一方、地域の元気創造事業を創設し、実質的には従来の特別枠の

水準が確保された。近年の地方歳出は、社会保障関係費の自然増がある一方で歳出

特別枠を含め同規模で推移しており、結果的に特別枠を含めて全体の所要額が確保

されている状況にある。 

平成27年度においては、東日本大震災の復興財源を別枠扱いとした上で、上記の

ような地方財政の状況を踏まえ、社会保障関係費の財源や臨時財政対策債の償還財

源はもとより、地方団体が地域の実情に沿った地域経済活性化・雇用対策や少子化

対策などを講ずることができるよう、地方単独事業も含め、地方財政計画に的確に

反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確保すべきである。 
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特に、地方交付税については、成長力の違いにより地域間格差が拡大するなか、

本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されることが経済効果

を地域の隅々に波及させるために必要であり、その総額を確保するとともに、法定

率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債など特例措置に依存

しない持続可能な制度の確立を目指すべきである。 

あわせて以下の取組みを進める必要がある。 

（１）中期財政計画に基づく一般財源総額の確保 

「中期財政計画」においては、地方財政について、国の歳出の見直しと基調を

合わせつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額につい

ては、平成26年度及び平成27年度において、平成25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の方針が明記された。 

一方、「骨太の方針」の平成27年度予算編成の基本的考え方においては、基礎

的財政収支対象経費に関して、非社会保障経費は前年度に比べてできる限り抑制

するとし、社会保障支出についても聖域なく見直し、前年度からの増加を最小限

に抑えるとされている。 

社会保障関係費については地方においても同様に不可避的に増加しており、国

と同じくその増分について適切に地方財政計画の歳出に計上すべきである。また、

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率引上げに伴う社会保障支出の増に係る地方負

担の増はもとより、社会保障支出以外の経費の消費税率引上げに伴う歳出の増に

ついても、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映すべきである。 

平成27年度地方財政計画策定にあたっては、従来のような給与関係経費や投資

的経費の削減などによる対応は極めて困難な状況にあることや社会保障関係費

がさらに増嵩することなどを踏まえ、地方が、地域経済活性化・雇用対策、少子

化対策、国土強靭化のための防災・減災事業、教育、医療、高齢者対策等の福祉

等の行政サービスを十分に担えるよう、地方の安定的な財政運営に必要な一般財

源総額を確保すべきである。 

なお、地方の積立金が増加していることから地方財政計画の歳出の適正化等を

速やかに行うべきとの議論があるが、地方における近年の財政調整基金の増加は、
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巨額の借入金残高やリーマンショック時の税収減等を踏まえ将来の税収の変動

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、

財政・税制上の広範な権限を有していないため、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。地方交付税

が法定率の引上げによる制度本来の運用が行われないまま毎年度財源手当がな

されるなど、財政運営上の予見が困難な状況の下、地方団体自らが基金の積立て

等により年度間調整をせざるを得ないのであり、短期的な積立金の増減による歳

出削減の議論は妥当ではない。 

（２）歳出特別枠の実質的な堅持 

「骨太の方針」及び「中期財政計画」において、地方財政については、国の歳

出の見直しと基調を合わせることとされており、特に、リーマンショック後に創

設された地域経済の活性化や雇用対策のための歳出特別枠などを、経済再生に合

わせ、削減する必要があるとされている。しかしながら、地方歳出は、地方財政

計画ベースでは歳出特別枠を含めてもリーマンショック前とほぼ同規模であり、

少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加や地域経済活性化等に係る歳出を地方

の給与関係経費や投資的経費の削減などで吸収し、また歳出特別枠で補っている

状態にあると言える。そもそも地方が国の法令等により義務的に実施する事業や

住民生活を守るために必要な地方単独事業の財政需要については、地方財政計画

において明確に措置すべきであり、これまで歳出特別枠が地域経済活性化・雇用

対策等の財源確保に果たしてきた役割を踏まえ、引き続き堅持すべきである。仮

に見直すのであればこれらの経費を通常の歳出に計上すべきであり、地方が責任

をもって地域経済活性化等の取組みを実施するため、歳出特別枠を実質的に堅持

すべきである。 

（３）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保 

累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、

臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等

を行うべきである。また、その償還額が累増していることを踏まえ、発行額の縮

減に努めるとともに、償還財源を確実に確保すべきである。 
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（４）偏在是正により生ずる財源の地方財政計画への確実な計上 

消費税・地方消費税率の引上げにあたり、法人住民税法人税割の一部を地方交

付税原資化することによって得られる偏在是正により生ずる財源に見合う歳出

を確実に地方財政計画に計上するとともに、その配分にあたっては、地方交付税

が地方固有の財源であることを十分踏まえ、国による政策誘導とならないよう、

また、地方の経済や財政の状況等にも留意して、実効性のある偏在是正措置とな

るようにすべきである。 

（５）東日本大震災からの復興への対応 

東日本大震災からの復興事業が遅滞することはあってはならず、平成27年度に

おいても、国の責任において所要の財源を確保し、復旧・復興事業が着実に実施

されるよう、必要な地方の復旧・復興事業費及び財源について、通常収支と別枠

で確実に確保すべきである。 

また、大規模な社会資本の復旧・復興等には平成27年度までの集中復興期間を

超えた予算措置が必要となるものもあるため、来年度予算編成に支障を来たさな

いよう、平成28年度以降の特例的支援の継続について、方針をできるだけ早期に

示すべきである。 

２ 経済状況の好転等に向けた取組み 

（１）消費税・地方消費税率の引上げ 

消費税・地方消費税率の 10％へのさらなる引上げのためには今後も着実に

国・地方を通じた経済状況の好転が必要であり、平成 27年度の地方財政計画の

策定にあたっては、地方団体による地域経済活性化、景気・雇用対策とその積み

重ねが日本経済に大きく貢献していることを踏まえ、アベノミクスの効果を地域

の隅々まで行きわたらせ地域経済の底上げを図るために、地方が地域経済対策を

十分講じられるよう、必要な地方一般財源総額を確保すべきである。 

（２）人口減少対策の抜本強化 

   近年の人口減少・少子高齢化の進展により、地方は消滅すら危惧される状況

に至っている。 

「骨太の方針」では、持続的・安定的な成長実現に向けて「人口急減・超高齢
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化」を克服し、50年後に１億人程度の安定した人口構造の保持を目指すとされた

が、その達成のためには、国と地方があらゆる政策を総動員し、これまでの延長

線上ではない効果的な対策を強力に展開していく必要がある。 

国においては、平成25年度補正予算で「地域少子化対策強化交付金」及び「地

域女性活躍加速化交付金」が創設されたが、少子化など人口減少の要因や女性の

活躍を促進するための課題は地方ごとに大きく異なることから、抜本的な対策の

強化に向けて地域の実情に応じた取り組みが重要となっている。地方において、

結婚から子育てまでのライフステージに応じた施策はもとより若者や女性の雇

用環境の改善や産業振興等の人口減少対策に総合的かつ主体的に取り組むため

に、新たな交付金の創設など自由度が高く安定した恒久財源の十分な確保を図る

とともに、人口減少対策に資する新しい税制措置などについても検討すべきであ

る。 

なお、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、人

口減少対策に資する効果も期待されることから、その制度の拡充について検討す

べきである。 

（３）国土強靭化対策の推進及び多重・分散型国土軸の形成 

近年、大規模な地震や津波、台風、集中豪雨等といった災害が頻発し、住民生

活の安全・安心が脅かされる事態が生じている。国土強靭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。 

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の整備、災害に強いまちづく

りのための事業等の地方単独事業に係る緊急防災・減災事業債を恒久化のうえ、

地域の実情を踏まえ拡充するほか、新たな交付金の創設も含め、緊急性の高い対

策へ集中投資し強靭化を加速するための財源を確保すべきである。 

また、首都機能のバックアップを担う交流圏の形成や日本海国土軸及び太平洋

新国土軸をはじめとした多重・分散型国土軸の形成など、国土構造の変革による

- 14 -



 

災害に強い国土づくりのためのインフラ整備を積極的に進めるべきである。 

３ 基金事業等の取扱い 

現在の景気回復傾向を確かなものとし、アベノミクスの効果を地域の隅々まで行

きわたらせるためには、引き続き、財政的な下支えが必要である。 

平成25年度補正予算において、地域の実情に応じた多様な人づくりを進め、雇用

の拡大や賃金の上昇等を図るため、緊急雇用創出臨時特例基金に「地域人づくり事

業」が創設されたところであるが、当該事業はもとより、森林整備加速化・林業再

生基金など、既存の基金が地域の経済、産業、雇用などを下支えする効果があるこ

とや、今後の消費税引上げの影響を見据え、基金事業の進捗等に応じ、必要なもの

は基金を増額し、事業期間も延長するとともに、地方の裁量による主体的かつ弾力

的な取組みが可能となるよう、要件の見直しを行うべきである。 

なお、人づくりや森林整備、介護・医療など既存の基金が担う事業については、

国・地方を通じて継続的に取り組むべき課題であり、本来は安定的・恒久的に財源

が確保されるべきことに留意する必要がある。 

 

Ⅳ 課税自主権の活用等 

１ 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、厳しい地方財

政事情を踏まえて、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、課税自主権のさらなる活用、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。 
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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。 

 

Ⅴ 国と地方の協議の場における意見の反映 

国と地方団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他

の地方自治に関する事項等については、法定化された「国と地方の協議の場」にお

ける協議項目とされている。平成 27年度地方財政対策や税制改正等についても、「国

と地方の協議の場」の議題とするとともに、「地方税財政分科会（仮称）」を設置し、

地方の意見を適切に反映すべきである。 
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３ 農地制度のあり方について 

 

 農地は、食料の安定供給にとって不可欠な資源であると同時に、国土の保全、

水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、多面的機能を果たしてい

る有限で貴重な資源である。真に守るべき農地をしっかり確保していく必要が

あることは国と地方を通じた共通の認識であるが、現実には、農業・農村を取

り巻く厳しい状況の下、減少率は鈍化しているものの、農地面積は減少が続い

ている（資料 1）。 

 一方、我が国の人口は既に減少局面に入っており、今後、どの国もこれまで

経験したことのない人口減少社会を迎える。国立社会保障・人口問題研究所の

平成 24年 1月の推計は、2060年には人口が現在の 1億 2800万人から 8600万人

程度に約 33％減少すると想定している（資料 2）。これは、農地を耕作する農業

就業者数の減少ばかりでなく、国民への食料の供給、国土の管理の両面から、

農地のあり方に大きな影響をもたらさざるを得ない。前者の面からは、国内の

食料需要の低下が見込まれることになる。後者の面からは、都市機能の集約化

が進み、これまでの都市機能が都市から農村へと拡大する流れが変わることが

見込まれる。 

 こうした社会の変化を踏まえ、今こそ、真に守るべき農地を確保しつつ、住

民に身近な地方自治体が主体となって都市と農村を通じ地域の実情に応じた土

地利用を実現する観点から、農地制度のあり方を見直すべきである。 

その際、個々の農地は多様であり、集団的に存在する生産性の高い農地もあ

る一方、中山間地域等に存在する小規模・未整備地、地形、水利その他生産条

件の不利な農地だが、農業生産に加えて多面的な機能を果たしているもの（以

下、条件不利農地という。）もあることから、それぞれの実情に応じた施策を適

切に講じながら農地を確保していかなければならない。また、地域が主体とな

った総合的なまちづくりを推進するためには、土地の都市的な利用と農業的な

利用を地域の実情に応じて適切に配置し、快適な生活空間が形成されるよう誘

導していかなければならない。 

 このような認識の下、農地制度のあり方の見直しの考え方をとりまとめる。 

 

１ 基本的な考え方 

 

(1)現行制度の課題 

 

国は、平成 21年に農地法等の改正（以下、平成 21年法改正という。）を行い、
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農業への参入を促進する措置を講じるとともに、農地確保のための措置の徹底

を図り、具体的には農業振興地域の農用地区域内農地を対象として「確保すべ

き農用地等の面積の目標」の設定の義務付け、農用地区域からの除外要件・農

地転用規制の厳格化等の措置を講じた（資料 3）。このうち農地転用規制の厳格

化等は農地転用面積の減少をもたらし（資料 4）、農地の確保に一定の効果を上

げていると認められるが、平成 21年法改正により講じられた措置を含め、現在

の制度の課題も明らかになっている。 

 

(a)農地の総量確保の目標と現実の乖離 

 

 「確保すべき農用地等の面積の目標」は国の｢農用地等の確保等に関する基本

指針｣（以下、国指針という。）で定めることとされ(農振法第3条の2)、平成21

年現在の農用地区域内農地面積407万haに対し、平成32年時点で415万ha(102%)

と設定されている（｢農用地等の確保等に関する基本指針｣（平成22年6月11日公

表））1。この目標設定に当たっては農用地区域からの農地の除外や耕作放棄地の

発生についてのこれまでのすう勢を踏まえ、農用地区域への編入促進や除外の

抑制等の効果及び耕作放棄地の発生抑制・再生の効果が織り込まれて算定され

ているが（資料5）、現実には、農用地区域内農地面積は平成24年の時点で406万

haに減少しており（資料6）、目標と現実の間には既に乖離が生じている。 

 この要因を分析するために、国が目標設定の際に想定した農地面積の増減の

すう勢や農地確保のための各種の施策効果と、それらの現実の動きを対比する

と、農用地区域への編入・除外や耕作放棄地の再生については全国ベースでは 

概ね相違がない23一方、耕作放棄地の発生については当初の想定から乖離し、そ

                                                   
1  農用地区域内外を問わない農地全体の面積を確保するための法的な枠組みは設けられて

いないが、｢食料･農業･農村基本計画｣（平成 22年 3月 30日閣議決定）において、平成 32

年に食料自給率 50％を達成するために必要となる農地面積として 461万 haが示されてお

り、これは平成 21年現在の 461万 haを維持することを意味している。これについても、

現実には、農地全体の面積は平成 25年の時点で既に 454万 haに減少している。農用地区

域外の農地の減少を制御する政策手段は、地方にとって限られていることから、今回の検

討の対象外としているが、食料の供給の確保という観点からは、農用地区域外の農地を含

む農地面積を対象として目標を設定し、管理していく必要があるのではないかという意見

もあった。 
2 農林水産省「平成 24年度実施政策の評価書」政策分野名「優良農地の確保と有効利用の

促進」施策(1)「計画的な土地利用の推進と転用規制の厳格化」及び施策(2)「耕作放棄地

対策の推進」（資料 7）の測定指標によって判断した。ただし、平成 26年 3月に当プロジ

ェクトチームが実施した全都道府県への調査によると、農用地区域への編入・除外につい

ては、都道府県単位では当初の想定と現実の動きの間に乖離が見られる団体もあること、

及び農用地区域への編入のみに限定すると（編入のみに限定した値について回答があった

- 22 -



 

の幅は拡大している4。 

 なお、今後の農地の総量確保の目標を考えるに際しては、我が国が人口減少

社会を迎え、農地を耕作する農業就業者数の減少、国内の食料需要の低下が見

込まれること、米の消費量の減少等の食料消費構造の変化が進んでいること（資

料 8）も併せて勘案しなければならない。 

 

(b)農地の総量確保の目標の設定プロセスの課題 

 

 「確保すべき農用地等の面積の目標」は、国指針とともに、都道府県の「農

業振興地域整備基本方針」（以下、都道府県方針という。）でも定めることとさ

れた（同法第 4条）。目標の達成状況については、毎年、国が資料提出要求を行

って公表することとされ（同法第 5 条の 2）、目標の達成状況が著しく不十分で

ある場合には、都道府県知事に対して、農業振興地域の指定、市町村による農

用地利用計画の策定・変更に当たっての同意等について、地方自治法による是

正の要求を行うことも想定されている（同法第 5条の 3）。 

この目標については国に協議し、同意を得なければならないとされ、国指針

の「都道府県が定める確保すべき農用地等の面積の目標の設定基準」（以下、設

定基準という。）において目標値の算定式、すう勢や施策効果等の具体的な基準

が示されている（資料 9）。 

この設定基準を国が定めるに当たっては、都道府県知事の意見を聴くことと

されており（同法第 3 条の 2）、多くの都道府県が地域の実情の適切な反映を求

めた。これに対して、国は、具体の協議に当たっては、十分調整する旨の回答

をしている。 

都道府県方針における目標を、この設定基準を踏まえつつ具体的にどのよう

な水準に設定するかについては、当時、各都道府県で様々な検討がなされたよ
                                                                                                                                                     

団体のみ）、全体としても当初の想定と現実の動きとの間に乖離があることには注意が必

要である。 
3 農用地区域内農地の耕作放棄地の再生面積について、農林水産省は市町村による「荒廃

農地の発生・解消状況に関する調査」の結果によって把握している。一部の都道府県から

は、耕作放棄地再生利用緊急対策等の補助事業や農業生産基盤整備事業による耕作放棄地

の再生について、効果が限定的であるにもかかわらず、再生作業に多額の事業費を要して

いる等の指摘がなされているが、この調査では補助事業等によらず人力や農業用機械によ

る作業で再生される耕地まで含めている。なお、「耕地及び作付面積統計」に基づく開墾

面積とは、調査手法のほか、耕起・作付けの有無による開墾・再生のカウントの相違があ

る（地方分権改革有識者会議農地・農村部会第 5 回会合資料 1-2 P38）。 
4 平成 32年までに 16万 ha発生するすう勢に対して 15万 haの発生抑制によって 11年間

で 1万 haの発生にとどめるという国の当初の算定に対し、現実には、発生抑制の取り組

みにかかわらず平成 24年だけでも 1.1万 haが発生し、実際には 10倍を超えている。 
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うであるが、国から国指針の目標に準じた増加率（102％）とすること、設定基

準に即した算定に直すこと等、目標の上積みの要請がなされ、施策効果の見込

みが過大であったものの最終的に国の同意を得る必要があることから応じたと

いう声も聞かれる。こうして設定された目標は、多くの団体で、国と同様、達

成できる見通しにない5。 

 農地確保のためには国、地方が適切に役割を分担して制度や施策を展開して

おり、特に、個々の農地の確保の施策の最前線にいるのは地方である。国指針、

都道府県方針いずれについても、「確保すべき農用地等の面積の目標」の設定に

当たっては、本来、国も、地方もそれぞれの立場から十分議論を尽くし、双方

の立場で納得できる点を見いだすべきであった。 

 結局、都道府県の目標は形式的には都道府県方針で定められているが、都道

府県における関連施策の企画、実施に当たって、達成すべき目標としては十分

意識されていないのが実態である。市町村については、農業振興地域整備計画

（以下、市町村計画という。）に目標を設定することは義務付けられていないが、

都道府県の目標が十分意識されていないという実態においては同じである。ま

た、地域の農業関係者の多くはそもそもこの目標設定の議論の外にあった。 

 

(c)農地確保に資する施策の必要性と農地の多様性への配慮 

 

 農地の確保のためには、目標設定と併せ、目標の達成に向けて、国と地方が

それぞれの役割に応じて農地の確保に資する施策に適切に取り組むことが必要

である。個々の農地において、農業を営む前提となる経営環境と生産基盤を整

え、また、担い手の育成・確保に取り組んだ上で、農地を担い手に集積・集約

化していく必要がある。その際には、農地の総量確保の目標と現実の乖離の大

きな原因が耕作放棄地の発生によることを十分踏まえる必要がある。 

 また、個々の農地は多様であり、それぞれの実情に応じた施策を講じていか

なければならない。特に条件不利農地では、耕作者が確保できないことが大き

な課題になっており、経済的支援、生活環境の整備等によって耕作が維持でき

る環境を整える施策が必要になる。一方、様々な施策を講じてもなお耕作の維

持が困難である場合には、その現実を受け止めることも必要であり、その場合

には、地域の農業、農村の維持のために農地以外の用途での利用も検討が必要

となる。 

                                                   
5 平成 26 年 3 月に当プロジェクトチームが実施した全都道府県への調査によると、回答

があった 39 団体のうち、現時点で目標を達成できる見込みという回答はなく、29 団体は

目標の達成は厳しいという認識を示している。 
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(d)総合的な土地利用行政の観点からの課題 

 

農地転用許可（農地法第 5 条）は、農用地区域の設定（農振法第 8 条）とと

もに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政の一角を占める制度

である。都市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、土

地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土

地利用の実現を図るべきであり、これまでの地方分権改革の取り組みを通じ、

都市計画法に基づく都市計画決定権限の多くが市町村に移譲された。 

しかしながら、農地転用許可については、優良農地を守る必要があるとして、

農林水産大臣許可・協議制度が未だ残されるとともに、農用地区域の設定を含

む農用地利用計画についても市町村が策定するが、都道府県知事へ協議し、同

意を得ることとされている。これらについて、地方からは、地方自治体は地域

の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わらず、大臣許

可・協議の事務処理に多大な時間・手間を要し、迅速性に欠ける、総合的なま

ちづくりを進めていく上で課題がある等、これまで数多くの支障を指摘してい

る。全国知事会・全国市長会・全国町村会「農地制度に係る支障事例等につい

て」（平成 25 年 10 月 2 日）を既に公表しているが（資料 10）、さらに、今般、

「農地制度に係る支障事例等について【追補版】」（平成 26 年 7 月 1 日）（資料

11）をとりまとめている。 

 

※「農地制度に係る支障事例等について」及び「農地制度に係る支障事例等について【追

補版】」より 

・新駅設置に伴う周辺の区画整理について、新駅は位置が決まっており、駅前開発の範囲

も既存の河川、国県道など事実上決まってしまうにもかかわらず、農振除外のために多く

の説明や資料が要求され、数年を要した。 

・新駅設置に伴う周辺整備のための農地転用について、事前協議開始から正式協議まで 1

年 4ヵ月（打合せ 7回）を要した。 

・海に近く、塩害による被害が多い農地についてインターチェンジ至近性から企業が立地

を計画したが、高性能機械による営農に適するかどうかで県の判断（1種又は 3種）と国の

判断（甲種）が異なった。最終的に県の判断の妥当性が国にも理解されたが、ここまでに 1

年を要し、企業は進出を断念した。 

・ショッピングセンター新設のための農振除外・農地転用許可について、代替性、集団性

の要件等の確認のために必要な周辺の土地利用状況について国に情報が少ないことから、

大臣許可までに 3年 8ヵ月もかかり、開店が大幅に遅延した。 
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・地域高規格道路の建設のための農振除外について、農政局との打合せやそのための説明

資料作成に多くの時間と手間を要し、2年 7ヵ月を要した。 

・企業誘致のための農地転用に際し、農政局との事前協議に 2 年間を要した。その間に、

対象となる農地の一部で相続が発生し、用地取得が難航することになり、転用許可申請に

至るまでさらに時間を要することになった。また、この間の経済情勢の悪化による計画中

断も懸念された。 

 

(2)農地制度のあり方の見直しの方向性 

 

現行制度の諸課題を踏まえ、農地の総量確保（マクロ管理）については、地

方が農地の確保の責任を国と共有することを基本とした上で、目標管理の実効

性を確保するため、地方が主体的に農地確保の目標を設定して、その管理も行

うようにし、目標達成のための施策にも取り組むようにすることを見直しの方

向性とするべきである。また、国は、総量確保の目標の設定に当たって食料の

安定供給、国土の保全等の観点で地方と議論を行うとともに、設定された目標

の管理を全国的な立場で行い、必要な施策の充実を図ることによって目標達成

に責任を持つべきである。 

その上で、個々の農地転用の許可や農用地区域の設定（ミクロ管理）につい

ては、総合的な土地利用行政の観点から、市町村がその執行を担う仕組みにす

るべきである。  
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２ 農地の確保に資する国・地方の施策の充実 

 

 農地の確保に当たっては、本質的には、農地において農業が力強く営まれる

ようにしていくことが重要であり、このため、国と地方が協力して、農業の担

い手の育成・確保、経営環境の整備、生産基盤の整備の3つの視点に立った総合

的な取り組みを行っていかなければならない。また、特に、耕作放棄地の発生

が国の想定を大幅に上回っていることに鑑みれば、遊休農地の利用指導、耕作

放棄地の再生にも努めていく必要がある。さらに、条件不利農地では、経済的

支援、生活環境の整備等によって耕作ができる環境を整え、耕作者を確保する

ための施策に取り組まなければならない。 

なお、農用地区域内農地の面積は直接的には農用地区域への編入や除外によ

って増減する。編入や除外は基本的には法令上の要件を踏まえて行われるもの

であるが、本来、行政の主体的な判断による土地利用のゾーニングであり、ま

た、公共施設の設置等に際して除外が検討されることも多いため、運用の段階

で地方にも一定の判断や創意工夫の余地はある。したがって、地方は、編入や

除外を適切に運用し、農用地区域内農地の確保に努めていく必要がある。 

また、こうした農地の確保に資する様々な施策の実施に当たっては、国が施

策体系の構築や制度の枠組みづくり等を行い、地方は、地域の実情に応じ具体

の施策の実施を担うなど、国と地方が適切に役割分担しつつ行っていくべきで

ある。 

このため、以下のとおり、国と地方の施策の充実を図るべきである。 

 

(1)担い手の育成・確保と経営環境・生産基盤の整備 

 

(a)担い手への農地の集積・集約化 

 

 地方は、集落・地域が抱える人と農地の問題の解決を目指し、地域における

話し合いを経て「人・農地プラン」を策定してきたが、内容の充実を図る、地

域の取り組みを強化する等によってさらに実効性のあるものとする。特に、新

たに制度化された農地中間管理機構については、地方は、実際に、農地の出し

手、借り手と向き合って、事業を進めていく役割を担い、農地の集積・集約化

に向けて積極的に取り組みを進めていくべきである。 

 これらの取り組みを促進する観点から、国は、利用権の設定要件の緩和、非

農家である出し手への支援拡大等、制度・事業の見直しを進めるべきである。

また、農地の集積・集約化に資する農地売買についても支援策の拡充を図ると
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ともに、農地の集積・集約化を進める上で必要な農地台帳の作成等への支援の

充実を図るべきである。 

 

(b)担い手への支援の充実 

 

 地方は、地域の実情に応じて、新規就農者や就農希望者への支援、高齢農業

者への支援、集落営農化の推進等に積極的に取り組む必要がある。その際、企

業等、新たな担い手の確保の視点も重要である。 

 このため、国は、青年就農給付金の支給要件の緩和、集落営農組織及び複数

個別経営の法人化の支援等、関連制度・事業の充実等の措置を講じるべきであ

る。また、「田舎で働き隊！」、「地域おこし協力隊」は農村への定着の効果も上

げており、一層の拡充を図るべきである。 

 

(c)経営環境の整備 

 

 農業の生産性向上の観点から、地方は、生産コストの削減、多収性品種の導

入促進、耕地利用率の向上等に取り組み、国は、水田活用の直接支払交付金等、

これを支援するための措置や新技術の開発、普及のための取り組みを充実させ

ていく必要がある。 

また、農業の六次産業化の推進の観点から、地方は、農産物の販路開拓や産

地づくり施策のほか、農産物直売所や農産物加工施設の設置等を積極的に支援

する必要があり、国はこれらの支援措置の充実を図るべきである。 

 一方、国において、経営所得安定対策の法制化が予定されているが、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べきである。また、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て地域の裁量が発揮できる仕組

みとするとともに、非主食用米等の生産をより一層誘導する仕組みとする必要

がある。 

 

(d)生産基盤の整備 

 

 国と地方は、強い農業の実現に向けた基盤づくりや担い手への農地利用集積

を推進するため、引き続き農地の大区画化や汎用化、農業用水利施設の老朽化

対策等の農業生産基盤整備を計画的に進めていくべきである。 

 また、農地や農業用施設の維持管理は地域の共同活動によって支えられてい
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る。今後、耕作者の減少が進む中、これらの施設の維持管理の負担が大きくな

ることが見込まれるが、新たに創設された多面的機能を支える共同活動を含め

て支援する日本型直接支払制度を活用して、集落・地域において農地や農業用

施設を維持する体制づくりや地域の課題解決に向けた取り組みを支援すること

が必要である。 

 

(2)遊休農地の利用指導と耕作放棄地の再生 

 

 市町村では、農地の利用状況調査（農業委員会所管）、国の通知に基づく「荒

廃農地の発生・解消状況に関する調査」（長部局所管）が毎年実施されているが、

これらによって把握された耕作放棄地について、農業委員会は遊休農地の利用

の増進のために必要な指導等を行っている。昨年 12 月の農地法改正によって、

耕作していた所有者の死亡等によって耕作放棄地となるおそれのある農地（耕

作放棄地予備軍）についても遊休農地対策の対象とする、遊休農地所有者に対

して農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを含めて具体的な利用意向調

査を行う等、対策が強化されたが、地方はこれらを適切に運用していくべきで

ある。 

 耕作放棄地の再生に当たっては実施主体となる担い手に大きな負荷がかかる

ことになる。国は、農業生産基盤整備事業のほか、再生作業や基盤・施設整備

を支援する耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の充実等に努めるべきである。

地方は、これらの事業や交付金を十分に活用し、具体的な実施に引き続き適切

に取り組んでいく必要があり、地域の実情に応じて、国の交付金への上乗せや

国の制度の対象とならない事業に対する補助制度など独自の施策にも取り組ん

でいく必要がある。 

 

(3)条件不利農地の維持のための施策 

 

(a)農業・農村の多面的機能の維持・増進のための施策 

 

 地方は、地域で非農家や地域団体を含めた地域住民協働による農地・農業用

水・農道や、農村環境等の地域資源の計画的な保全管理のための施策を推進し、

多面的機能の維持・増進を図る必要がある。 

また、中山間地域等の条件不利農地を維持するためには営農の継続に資する

環境整備が不可欠であることから、国と地方は、条件不利農地の実情に応じた

担い手の育成・確保と経営環境・生産基盤の整備に努めるべきである。 
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中山間地域等直接支払交付金など、日本型直接支払制度は地域において不可

欠な役割を果たしてきたが、今後さらに中山間地域等の条件不利地域の地域特

性や実情を的確に反映した制度とするべきである。 

 

(b)鳥獣被害防止対策 

 

 野生鳥獣による農作物被害は、耕作放棄地の増加や過疎化・高齢化等に伴う

人間活動の低下等を背景に深刻化している。このため、地方は、引き続き、鳥

獣による被害に対して、鳥獣の個体数調査や捕獲活動のほか、侵入防止柵や緩

衝帯の整備、放任果樹の除去等、地域ぐるみの被害防止活動を実施していく必

要がある。また、地域の実情に応じて、活動を担う人材の育成・確保や捕獲し

た鳥獣の利活用も必要である。これらを促進するため、国は、鳥獣被害防止総

合対策交付金等による支援の充実を図るべきである。 
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３ 国・地方の協力による実効性のある農地の総量確保の目標管理 

 

 国と地方が責任を分かち合いつつ、相互に協力して実効性のある農地の総量

確保の目標管理の仕組みを構築する観点から、現在の仕組みについて以下の見

直しを行うべきである。 

 

(1)現実を見据えた合理的な目標の必要性 ～現実を見据えた目標管理 

 

実効性のある農地の総量確保の目標管理の仕組みを構築するに当たっては、

現実を見据えた合理的な目標設定が前提となる。 

 既に述べたとおり、耕作放棄地の発生は、国・地方を通じたその抑制のため

の取り組みにもかかわらず、国の想定を大幅に超えて推移している。現在でも

農地面積に対して農地利用の需要は低い状況にあり、平成 24年時点での耕地利

用率は 91.9%にとどまって（資料 12）、耕作放棄地以外にも多くの不作付地が存

在している。 

また、今後、我が国は人口減少社会を迎え、農地を耕作する農業就業者数の

減少が見込まれる。さらに、国内の食料需要は、今後、急激な人口減少によっ

て減少し、加えて、食料消費構造の変化により、自給率の高い米等の消費量は

減少し、自給率の低い畜産物や油脂類等の消費量が増加している。 

無論、農地が果たす役割は食料の供給にとどまらず、国土の保全等の多面的

機能を果たすものであるが、過去のすう勢のほか、これらの要因を十分考慮し、

真に確保すべき農地を見定めた上で、国指針の「確保すべき農用地等の面積の

目標」を設定する6。 

 

(2)施策効果ごとの目標の設定 ～根拠のある目標管理 

 

 「確保すべき農用地等の面積の目標」の設定に際しては、国及び地方による

農地確保のための実際の取り組みの効果を適切に示す目標管理となるよう、同

時に農地確保の施策効果ごとの目標を設定する。具体的には、 

①農用地区域への編入促進 

②農用地区域からの除外抑制 

③耕作放棄地の発生抑制 

                                                   
6  いくつかの地方自治体から、そもそも、現在、把握されている農地面積は必ずしも一筆

ごとの積み上げが行われておらず、実態と乖離があるという実情が報告されている。政策

検討の土台として正確な農地面積の把握が求められ、そのための体制整備も必要である。 
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④荒廃した耕作放棄地の再生 

について、現在、進捗状況が目標と大きく乖離している施策があることから、

国、地方における各施策の実施状況・見込みを踏まえた上で、農地の条件や地

域の状況を考慮して設定する7。この際には、農地中間管理事業の創設、経営所

得安定対策の見直し、日本型直接支払制度等の新たな施策の効果を適切に反映

する。 

 

(3)国と地方の十分な議論のための枠組み ～納得感のある目標管理 

 

「確保すべき農用地等の面積の目標」及び新たに設定する農地確保の施策効

果ごとの目標は、国、都道府県、市町村が十分議論を尽くした上で設定する。

このため、単に国が地方の意見を聴取するのではなく、国と地方が透明性を確

保した中で、実質的な議論を行うための新たな枠組み8を設ける。目標の設定に

当たっては、市町村が主体的に判断し、設定した目標を積み上げていくことに

よって、国の目標とすることを基本とするべきである。 

まず、市町村が個々の農地や農村の実態を踏まえ、真に確保すべき農地と判

断する農地について目標の案を示すこととする。一方、国は、食料の安定供給

や、国土の保全等の多面的機能を果たしている有限で貴重な資源であるという

観点で目標を考えることになるが、その目標が必要と判断した根拠を分かりや

すく示した上で、国と地方が双方の立場で納得できる点を見出す。 

市町村が考える目標と、国が考える目標の間で生じることが見込まれる乖離

については、真に確保すべき農地の範囲の考え方について国と地方の間で議論

を重ねること、また、農地面積の減少のすう勢、農地確保の施策効果を過大・

過小に見積もることなく、国と地方で精査すること等によって解消するが、そ

れでもなお市町村が考える目標を上回る目標を国が必要と考える場合、国は地

方が農地を確保できるよう施策のさらなる充実を行い、その施策効果によって

解消を図る。これら一連の過程において、都道府県は地域の実情により、必要

に応じて、広域的な調整を行うこととする。 

この結果として設定される「確保すべき農用地等の面積の目標」については

国指針、都道府県方針、市町村計画にそれぞれ明記する。 

                                                   
7 このうち①農用地区域への編入促進、④荒廃した耕作放棄地の再生については長期間にわ

たり計画的に取り組むものである。このため、必ずしも目標年までに編入又は再生はでき

ないが、将来的には編入又は再生を目指すべき農地の把握も重要であるとの意見があった。 
8 例えば、厚生労働省が開催している「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協

議」では、事務レベルのＷＧでの検討を経た上で、政務レベルでの議論を行っており、地

方の意見を反映した制度設計を行うこととしている。 
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 具体的にどのような施策を講じるかについても、国指針では「農用地等の確

保に関する基本的な方向」として農地確保のための全国的な基準の運用方針や

施策のメニューを提示し、都道府県方針や市町村計画では「農用地等の確保に

関する事項」として、国指針を踏まえて実際に基準をどのように適用し、また、

どのような施策を講じて農地を確保していくかを明記する。 

 

(4)国と地方による「実行計画」の策定と事後評価 ～実行力のある目標管理 

 

 国指針、都道府県方針、市町村計画に盛り込まれた農地確保のための施策を

確実に実行に移すため、国、都道府県、市町村それぞれのレベルで、「実行計画」

を策定する。 

実行計画の実施とそれによる農地確保の状況については、事後に専門家（国

のレベルでは地方の代表者を含む。）で構成される第三者機関による評価を地域

の実情を踏まえながら行い、その結果は議会、農業関係者等にも広く周知し、

その後の施策や実行計画に反映させる。 

 

(5)条件不利農地の扱い 

 

 中山間地域等の条件不利農地を維持するための施策を実施してもなお、耕作

を維持していくことが困難と思われる農地が数多く存在することもまた直視し

なければならない現実である。今後、人口減少に伴う集落機能の小規模化や、

高齢化が一層進展して、集落機能の維持が困難になり、こうした傾向には拍車

がかかることが見込まれる。 

 このような条件不利農地について、農地として存続させるより、鳥獣被害防

止のための緩衝帯や環境・景観保全のための用地として管理する、あるいは農

村集落の維持や人口減少の抑制に資するような施設用地として活用するなど、

農業以外の用途に供することが地域の農業、農村の維持にとって有益な場合も

考えられる。このため、地域の農業、農村の維持という積極的な目的のために

農用地区域からの除外を行う場合、それによる農地面積の減少については、当

該地域の実情を十分勘案して事後評価を行うこととする。 
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４  農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し 

 

(1)農地転用許可制度の見直し 

 地方が、農地を含めた土地利用について権限と責任を担うことにより、真に

守るべき農地を確保しつつ、地域の実情に応じたまちづくりを行うことができ

るようになるとともに、事務手続きの迅速化が図られ、より機動的な対応が可

能となる。 

このため、３のとおり国は農地の総量管理（マクロ管理）の仕組みを充実し

つつ、個々の農地転用許可については、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行

政を基礎自治体である市町村が総合的に担っていく観点から市町村に移譲し、

国、都道府県の関与は不要とするべきである。 

 なお、農林水産省は、都道府県知事許可について不適正な事案があることを

繰り返し指摘している。例えば、平成 22年度都道府県知事許可事案について実

態調査を実施した結果、「適正な事務の処理の確保が必要と考えられた事案」と

した件数が 12.3％（290件/2350件）であったとしている（資料 13）。不適正と

された件数には許可後の転用事業の頓挫、法定添付書類の不備等も含まれてい

るが、農地区分に当たって「立地基準に関して不適正な事務処理があった」と

している件数が多い（259件）。 

 この点について、平成 25 年 10 月に実施した全国知事会から全都道府県への

聞き取り調査によると(農林水産省による実態調査対象 2350件のうち 2047件に

ついて回答を得た)。都道府県（地方自治法による事務処理特例で移譲されてい

る場合には市町村）側の見解としては、技術的助言に沿っていない、事実認定

を誤った、添付書類の不足等が多くを占め、農地区分の誤りや転用不許可の例

外等に関する法令の解釈を誤ったとしている件数は 12件(0.59%)である。 

 このため、個々の事案を見ると必ずしも法令に違反した事案を指摘している

ものばかりではないとは考えられるが、法令に違反した事務処理について地方

は真摯に反省し、再発防止を徹底しなければならない。また、農地転用許可が

私人に対して課している土地利用の権利制限を解除する行政処分であることを

踏まえれば、地域の実情を踏まえつつも、必要な事案については統一的な運用

が確保される必要があり、このため次の措置を講ずるべきである。 

 

(a)地方との意見交換と基準等の明確化 

 

 地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書において、国は「農地制度の

検討を行う間においても、農地転用制度及び農業振興地域制度に係る課題につ
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いて国と地方の間で定期的に意見交換を行う場を設けるべきである。」とされて

いる。これを速やかに実施するとともに、具体の設定に当たっては関係する都

道府県及び市町村が幅広く参加できるようにし、また、運用面に限らず、制度

面に係る課題についても地方の声を反映できるようにする。 

 また、意見交換、農地転用事務実態調査の結果等を踏まえ、地方による農地

転用許可の自主的かつ迅速な判断に資するよう、法令の基準と技術的助言の区

分を明瞭にするとともに、それぞれの内容の明確化を図る。 

 

(b)意見聴取の見直し 

 

 詳細に示されている法令の基準を適正に解釈し、必要に応じて技術的助言を

適切に参照した上で公正な立場から許可権者に意見を述べる視点が必要である。

このため、市町村農業委員会の委員のうち、農業分野に知見を有する各種専門

家等の学識経験者の選任委員の比率（現在 4 人以内）を高めることができるよ

うにする。 

 一方で、農地転用許可に当たっては、都道府県農業会議からの意見聴取が義

務付けられているが、地域によっては、限られた開催回数の中、短時間で多数

の案件を処理している実態があり、市町村農業委員会の意見に加えての意見聴

取を法律上一律に義務付ける必要性は低い。このため、都道府県農業会議の意

見聴取の義務付けは廃止して、地域の実情を踏まえ、必要に応じて許可権者が

意見を聴取するものとする。 

 

(2)農用地区域設定制度の見直し 

 

 市町村計画の策定のうち農用地区域の設定・変更については、都道府県知事

の同意を不要とする。 

 一方、都道府県方針のほか、市町村計画への記載を提案した「確保すべき農

用地等の面積の目標」については、市町村と都道府県、都道府県と国が十分に

議論を尽くした上で設定する。 
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（単位：万ha）

開墾
干拓・
埋立て

復旧

工場用
地・宅
地等へ
の転用

その他
耕作放

棄
自然災

害

昭和35年(1960) 607.1 1.9 0.1 1.0 - ▲ 2.4 - ▲ 1.1

36(1961) 608.6 2.0 0.1 0.6 - ▲ 2.7 - ▲ 0.9

37(1962) 608.1 2.0 0.0 0.5 - ▲ 2.9 - ▲ 0.5

38(1963) 606.0 2.2 0.1 0.3 - ▲ 4.7 - ▲ 0.2

39(1964) 604.2 2.8 0.1 0.2 ▲ 2.8 ▲ 1.9 - ▲ 0.2

40(1965) 600.4 3.1 0.1 0.2 ▲ 3.1 ▲ 3.8 - ▲ 0.1

41(1966) 599.6 3.9 0.1 0.3 ▲ 2.7 ▲ 2.0 - ▲ 0.3

42(1967) 593.8 4.5 0.2 0.3 ▲ 3.4 ▲ 4.9 - ▲ 0.3

43(1968) 589.7 4.7 0.2 0.5 ▲ 3.3 ▲ 4.1 - ▲ 0.6

44(1969) 585.2 4.7 0.3 0.3 ▲ 4.2 ▲ 4.9 - ▲ 0.3

46(1970) 579.6 4.4 0.4 0.2 ▲ 5.2 ▲ 4.9 - ▲ 0.2

46(1971) 574.1 5.3 0.2 0.1 ▲ 5.0 ▲ 6.1 - ▲ 0.1

47(1972) 568.3 3.8 0.1 0.3 ▲ 4.7 ▲ 4.3 - ▲ 0.9

48(1973) 564.7 4.7 0.1 0.4 ▲ 4.9 ▲ 3.8 - ▲ 0.1

49(1974) 561.5 3.4 0.1 0.1 ▲ 4.2 ▲ 6.7 - ▲ 0.2

50(1975) 557.2 4.1 0.4 0.1 ▲ 2.9 ▲ 5.9 - 0.0

51(1976) 553.6 4.3 0.1 0.2 ▲ 2.7 ▲ 5.2 - ▲ 0.2

52(1977) 551.5 3.7 0.0 0.1 ▲ 2.3 ▲ 3.6 - ▲ 0.1

53(1978) 549.4 3.3 0.0 0.1 ▲ 2.4 ▲ 3.2 - ▲ 0.1

54(1979) 547.4 3.2 0.0 0.0 ▲ 2.3 ▲ 2.7 - 0.0

55(1980) 546.1 3.1 0.1 0.0 ▲ 2.2 ▲ 2.2 - 0.0

56(1981) 544.2 2.5 0.0 0.0 ▲ 2.2 ▲ 2.1 - 0.0

耕地面積及び増加・減少要因別面積の推移

耕地面
積

拡張 かい廃

56(1981) 544.2 2.5 0.0 0.0 ▲ 2.2 ▲ 2.1 - 0.0

57(1982) 542.6 2.1 0.1 0.0 ▲ 1.9 ▲ 2.0 - ▲ 0.1

58(1983) 541.1 2.2 0.0 0.1 ▲ 1.8 ▲ 1.7 - ▲ 0.2

59(1984) 539.6 2.0 0.0 0.1 ▲ 1.7 ▲ 1.7 - ▲ 0.1

60(1985) 537.9 1.8 0.0 0.0 ▲ 1.7 ▲ 1.9 - 0.0

61(1986) 535.8 1.7 0.0 0.0 ▲ 1.8 ▲ 2.1 - 0.0

62(1987) 534.0 1.8 0.0 0.0 ▲ 1.7 ▲ 1.9 - 0.0

63(1988) 531.7 1.8 0.0 0.0 ▲ 1.8 ▲ 2.2 - 0.0

平成元年(1989) 527.9 1.4 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.2 - 0.0

2(1990) 524.3 1.1 0.0 0.0 ▲ 2.3 ▲ 2.3 - ▲ 0.1

3(1991) 520.4 0.8 0.0 0.1 ▲ 2.4 ▲ 2.3 - 0.0

4(1992) 516.5 0.7 0.0 0.0 ▲ 2.5 ▲ 2.2 - 0.0

5(1993) 512.4 0.6 0.0 0.1 ▲ 2.3 ▲ 0.5 ▲ 1.8 ▲ 0.2

6(1994) 508.3 0.5 0.0 0.2 ▲ 2.2 ▲ 0.4 ▲ 2.1 ▲ 0.1

7(1995) 503.8 0.5 0.0 0.1 ▲ 2.1 ▲ 0.4 ▲ 2.4 ▲ 0.1

8(1996) 499.4 0.3 0.0 0.0 ▲ 2.1 ▲ 0.4 ▲ 2.3 0.0

9(1997) 494.9 0.3 0.0 0.0 ▲ 2.1 ▲ 0.4 ▲ 2.3 0.0

10(1998) 490.5 0.2 0.0 0.0 ▲ 1.9 ▲ 0.4 ▲ 2.3 0.0

11(1999) 486.6 0.2 0.0 0.2 ▲ 1.7 ▲ 0.4 ▲ 2.0 ▲ 0.3

12(2000) 483.0 0.2 0.0 0.1 ▲ 1.6 ▲ 0.4 ▲ 2.0 ▲ 0.1

13(2001) 479.4 0.2 0.0 0.0 ▲ 1.4 ▲ 0.3 ▲ 2.1 0.0

14(2002) 476.2 0.2 0.0 0.0 ▲ 1.3 ▲ 0.3 ▲ 1.7 0.0

15(2003) 473.6 0.2 0.0 0.0 ▲ 1.1 ▲ 0.3 ▲ 1.4 0.0

16(2004) 471.4 0.2 0.0 0.1 ▲ 1.1 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲ 0.1

17(2005) 469.2 0.2 0.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 0.3 ▲ 1.1 ▲ 0.3

18(2006) 467.1 0.2 0.0 0.2 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 1.1 0.0

19(2007) 465.0 0.2 0.0 0.1 ▲ 1.1 ▲ 0.2 ▲ 1.0 0.0

20(2008) 462.8 0.1 0.1 0.0 ▲ 1.2 ▲ 0.2 ▲ 1.0 0.0

21(2009) 460.9 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.9 ▲ 0.2 ▲ 1.0 0.0

22(2010) 459.3 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.8 0.0

23(2011) 456.1 0.2 0.0 0.0 ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 1.7

24(2012) 454.9 0.2 0.0 0.4 ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.7 ▲ 0.1

25(2013) 453.7 0.3 0.0 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.2 ▲ 1.0 0.0

出典：農林水産省大臣官房統計部『耕地及び作付面積統計』

注： 1)拡張面積及びかい廃面積は、共に田畑転換を除く。

2)「工場用地・宅地等への転用」は、「工場用地」、「道路・鉄道用地」、「宅地等」で

あり、 昭 和39年から調査を行っており、それ以前は「その他」に含まれる。

出典：農林水産省大臣官房統計部『耕地及び作付面積統計』

注： 1)拡張面積及びかい廃面積は、共に田畑転換を除く。

2)「工場用地・宅地等への転用」は、「工場用地」、「道路・鉄道用地」、「宅地等」で

あり、 昭 和39年から調査を行っており、それ以前は「その他」に含まれる。

3)「その他」は、「農林道等」「植林」「耕作放棄以外のその他」であり、「耕作放棄」

については 、平成５（1993）年から調査を行っており、それ以前は「その他」に含ま

れる。
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○農地転用の推移 
農地の転用面積の内訳                                    （単位：ha） 

 総数 許可 届出 協議 その他 

平成 9 26,250.9 13,879.9 5,423.4 - 6,947.6 

10 24,206.4 13,245.5 4,740.2 - 6,220.7 

11 22,410.8 11,872.6 4,425.0 - 6,113.2 

12 21,657.7 11,384.6 4,706.6 - 5,566.6 

13 19,720.3 10,324.6 4,207.3 - 5,188.4 

14 18,183.1 9,419.0 4,073.8 - 4,690.4 

15 17,966.4 9,338.6 4,286.7 - 4,341.2 

16 17,634.2 9,451.6 4,352.6 - 3,830.0 

17 16,954.1 9,058.4 4,485.6 - 3,410,2 

18 16,922.7 8,867.8 4,544.9 - 3,509.9 

19 16,140.5 8,711.7 4,310.4 - 3,118.4 

20 15,820.0 7,452.6 3,768.6 - 4,598.7 

21 13,668.8 6,002.0 3,035.0 - 4,631.8 

22 12,261.9 5,760.9 3,151.3 1.8 3,347.9 

23 11,280.8 5,284.4 3,246.8 0.4 2,749.3 

出典：農地の移動と転用（農地の権利移動・借賃等調査(21年までは土地管理情報収集分析調査）) 
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農用地区域内農地面積の目標について 

○ これまでのすう勢を踏まえ、農用地区域への編入促進や除外の抑制等の効果及び戸別所得補

償制度の導入を始めとする各種施策による耕作放棄地の発生抑制・再生の効果を織り込んで、

農用地区域内の農地面積の目標を設定 

 

 

 
平成２１年現在の農用地区域内の農地面積 ４０７万ha 

 

 

 

 

 

 

 

すう勢 
平成 32年まで 
の農地の増減 

施策効果 
平成 32年まで 
の農地の増減 

これまでのすう勢が 

今後も継続した場合の 

平成32年時点の農用地 

区域内の農地面積 

３７９万ha（すう勢）

 

農用地区域からの農地の 

除外 

△１２万 ha

 

 

ha農用地区域への編入・除外

抑制等 

＋１１万

 

耕作放棄地の発生 △１６万 ha

 

 

ha耕作放棄地の発生抑制 ＋１５万

  

ha荒廃した耕作放棄地の再生 ＋１０万

４１５万ha 平成３２年時点で確保される農用地区域内の農地面積の目標

出典：農林水産省ホームページ「農用地等の確保等に関する基本指針　（参考）農用地区域内農地面積の目標について」

資料5

資料5

- 44 -

tateishi
テキストボックス
資料５

yamane
四角形

yamane
四角形

yamane
四角形



北 海 道 1,111.4 1.5 ▲ 0.5 2.0 滋　　賀 50.7 0.0 ▲ 0.1 0.1

青　　森 134.5 0.0 ▲ 0.5 0.5 京　　都 23.3 ▲ 0.2 ▲ 0.3 0.1

岩　　手 152.3 － － － 大　　阪 4.6 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0

宮　　城 113.4 － － － 兵　　庫 62.1 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1

秋　　田 143.2 0.1 ▲ 0.2 0.3 奈　　良 15.9 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1

山　　形 122.0 0.0 ▲ 0.1 0.1 和 歌 山 30.5 ▲ 0.4 ▲ 0.5 0.1

福　　島 138.2 ー ー ー 鳥　　取 31.1 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.3

茨　　城 126.5 0.2 ▲ 0.8 1.0 島　　根 38.0 ▲ 0.3 ▲ 0.4 0.2

栃　　木 101.2 ▲ 0.0 ▲ 0.4 0.4 岡　　山 56.2 ▲ 1.1 ▲ 1.5 0.3

群　　馬 61.6 0.2 ▲ 0.4 0.6 広　　島 48.0 ▲ 3.0 ▲ 3.5 0.4

埼　　玉 64.1 0.1 ▲ 0.2 0.3 山　　口 40.2 ▲ 0.8 ▲ 1.0 0.3

千　　葉 96.7 ▲ 0.0 ▲ 0.4 0.4 徳　　島 28.7 ▲ 1.6 ▲ 1.6 0.1

東　　京 1.9 0.1 ▲ 0.0 0.2 香　　川 26.4 ▲ 0.8 ▲ 1.7 0.9

神 奈 川 10.5 0.0 ▲ 0.1 0.1 愛　　媛 44.5 0.2 ▲ 0.3 0.4

山　　梨 23.3 ▲ 0.5 ▲ 0.7 0.3 高　　知 28.7 ▲ 1.6 ▲ 1.8 0.2

長　　野 94.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 福　　岡 71.6 0.0 ▲ 0.2 0.2

静　　岡 56.9 0.1 ▲ 0.4 0.5 佐　　賀 55.7 1.8 ▲ 0.6 2.5

新　　潟 165.8 ▲ 0.0 ▲ 0.1 0.1 長　　崎 43.6 ▲ 0.2 ▲ 0.9 0.7

富　　山 55.8 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 熊　　本 92.6 ▲ 0.2 ▲ 0.4 0.3

石　　川 38.7 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.2 大　　分 54.2 ▲ 0.7 ▲ 0.8 0.2

福　　井 38.2 ▲ 0.0 ▲ 0.1 0.1 宮　　崎 62.4 0.9 ▲ 0.3 1.2

岐　　阜 44.4 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1 鹿 児 島 103.0 0.2 ▲ 0.5 0.8

愛　　知 58.9 ▲ 0.8 ▲ 1.2 0.3 沖　　縄 37.0 ▲ 0.1 ▲ 0.5 0.4

三　　重 53.3 0.1 ▲ 0.2 0.2 全　　国 4,056.1 － － －

被災３県除き 3,652.1 ▲ 7.3 ▲ 25.6 18.4

農林水産省農村振興局農村計画課調べ
※　全国計の増減は、被災３県を除き算出している。
※　東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難指示のあった福島県の９町村については、平成21年

　の農地面積からこれまでの農用地区域の除外・編入手続きを行った面積を踏まえ算出している。

※　四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

※　平成22年の「基本指針」における平成32年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標は415万ha。

（参考）

平成24年の農用地区域内の農地面積
（平成24年12月１日現在）

（単位：千ha）

対前年
増減

除外等 編入等
対前年
増減

H24年
農地面積

（参考）

除外等 編入等
H24年

農地面積
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農用地等の確保等に関する基本指針（抜粋） 

 

第２ 都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関す

る事項農業振興地域整備基本方針において定める確保すべき農用地等（農用

地区域内農地）の面積の目標の設定に当たっては、次によるものとする。 

① 目標年及び基準年 

確保すべき農用地等の面積の目標年は平成 32 年とし、目標設定の基準年

は平成 21 年とする。 

② 目標値の算定基準 

最近年のすう勢が今後（平成 22 年から 32 年まで）も同様に継続し、農

用地区域からの農地の除外や耕作放棄地の発生により農用地区域内農地面

積が減少した場合の平成 32 年時点の農地面積に、第１の(２)及び(３)の施

策効果を加味して設定する。 

なお、具体的な設定基準については、別添のとおりとする。 

資料9
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（別添）

都道府県が定める確保すべき農用地等の面積の目標の設定基準

１ 算定式
［平成 年の農用地区域内の農地面積の目標値］32
＝［これまでのすう勢が今後も継続した場合における平成 年時点の農用地32

区域内の農地面積］
＋［平成 年までの集団的に存在する農地等の農用地区域への編入促進及び32

除外抑制等］
＋［平成 年までの耕作放棄地の発生（荒廃）抑制］32
＋［平成 年までの荒廃した耕作放棄地の再生］32
＋［平成 年までの各都道府県において独自に考慮すべき事由］32

２ 設定基準

（ ） （ ）１ 平成 年の農用地区域内の農地面積のすう勢 ○○千 ①－②32 ha

21 ha① 平成 年 基準年 の農用地区域内の農地面積 ○○千（ ）

② これまで（平成 年から 年まで）のすう勢が今後も継続した場17 21
32 ha合における平成 年時点の農用地区域内の農地面積 ○○千

ア 農地以外の用途に供するための農用地区域からの除外
・ 地方公共団体の具体的な計画によるもの
・ その他の農地以外の用途に供するための農用地区域からの除外

イ 自然的条件が不利な農地等農用地区域の設定要件を満たさないと
判断された農地の農用地区域からの除外

ウ 耕作放棄地の発生（荒廃）
・ これまでのすう勢が今後も継続した場合に発生が見込まれる耕
作放棄地
・ 農業の生産条件の不利を補正するための中山間地域等における
支援、地域ぐるみでの農地保全に関する共同活動の推進の効果を
考慮しない場合に発生が見込まれる耕作放棄地

ha（２） 集団的に存在する農地等の農用地区域への編入促進及び除外抑制等 ○○千

① 農業振興地域における農用地区域以外の地域（農振白地地域）の農地のうち、
法第 条第３項各号に掲げるものについて、農用地区域への編入を積極的に促10

、 。進することにより 集団的に存在する農地の相当部分の面積を農用地区域に編入

② 戸別所得補償制度の導入による農業経営の安定化並びに農業の生産条件の不利
を補正するための中山間地域等における支援、地域ぐるみでの農地保全に関する
共同活動の推進及び農業生産基盤整備事業等の施策の推進による農用地区域への
編入(今後の施策の取組面積を基に算定 。）
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③ 法の改正に伴う農用地区域からの除外要件の見直し及び農地法の改正に伴う農
地転用許可基準の見直し並びに制度の適切な運用等を通じ、これまでのすう勢が
今後も継続した場合における平成 年までの農地以外の用途に供するための農32
用地区域からの除外面積について、集団的に存在する農地、農業生産基盤整備事
業の対象地を中心に抑制等。

ha（３） 耕作放棄地の発生（荒廃）抑制 ○○千

農用地区域内農地の耕作放棄地の発生については、以下の施策により、これま
でのすう勢が今後も継続した場合における平成 年までの耕作放棄地の発生見32
込み面積について、田はほとんどの面積を、畑は相当部分の面積を抑制。
ア 戸別所得補償制度の導入による農業経営の安定化等
イ 農業の生産条件の不利を補正するための中山間地域等における支援及び地域
ぐるみでの農地保全に関する共同活動の推進

ウ 意欲ある多様な農業者への農地の利用集積及び不作付地を含む遊休農地の解
消に向けた取組の推進

エ 農業生産基盤整備事業等による良好な営農条件の確保
オ その他の農業振興施策

ha（４） 荒廃した耕作放棄地の再生 ○○千

耕作放棄地全体調査の結果、草刈り・耕起・抜根・整地や基盤整備等により耕
作可能とされた農用地区域内の荒廃した耕作放棄地(（２）の①及び②と併せて
農用地区域に編入されるものを含む。)について、以下により再生・有効利用。
ア 戸別所得補償制度の導入による農業経営の安定化等
イ 遊休農地の解消に向けた取組の推進
ウ 耕作放棄地の再生利用のための対策の推進
エ その他の関連施策

ha（５） その他各都道府県において独自に考慮すべき事由 ○○千

都道府県独自の農地保全施策の推進による農用地区域への編入の促進及び耕作
放棄地の発生（荒廃）の抑制等各都道府県において独自に考慮すべき事由
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４ 地域経済の再生に向けた提言 

 

 

アベノミクスによるデフレ脱却と経済再生に向けた取組により、日本経済は

明るさを取り戻しつつある。 

一方で、原材料価格の上昇やエネルギーコストの上昇等により、地域の中小

企業や農林水産業には予断を許さない状況が続いているが、地域間格差の存在が、

こうした傾向に拍車をかけているといっても過言ではない。 

人口減少・高齢化が急速に進行する中、今後も地方から大都市圏への人口移

動が収束しなければ、若年女性が５割以上減少する市町村が急増するといった指

摘もある。このままでは、地方が、次いで都市が消滅してしまう可能性すら生じ

かねず、産業振興等による地方の再生が急務となっている。 

また、地域によっては建設業や福祉関係などで人手不足の問題が深刻化して

いる。地域を支える人材の減少などにより地域社会が衰退しては、競争力のある

産業社会を築くことも難しい。地域を支える人材や将来を担う若者が安心して働

き、将来設計のできる地域社会を築くことにより、地方からの人口流出を食い止

め、更には地方へ人材や若者を呼び込み、地域社会を持続可能なものとしていく

ことが、現下の喫緊の課題である。そのためにも、地域経済の再生には一刻の猶

予も許されない。 

国においては、新たな国土構造の構築など国が担うべき地域間格差の是正の

ための施策や多様性と活力に満ち溢れた地域の創出支援など、国全体の活力と競

争力が強化される大胆な施策をしっかりと講ずるべきである。 

我々地方は、それぞれの実情に応じた独自の産業政策を展開しており、今後、

更に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。 

地方の再生は国と地方が両輪となって取り組んでいくべきものであり、人口

減少を克服し、地域経済の活性化を目指すためには地方の意見が最大限尊重され

なければならない。今後、国で設置予定の地方創生本部は、地方の様々な意見を

十分に踏まえる必要がある。 

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 地方の産業競争力強化戦略の実現に向けた支援について 

（１）各地域では、地方ブロックごとに地方産業競争力協議会において策定した

産業競争力強化戦略で戦略産業を特定し、産学官金が連携して地域経済の活

性化に取り組んでおり、「日本再興戦略」に盛り込まれた施策などを積極的
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に活用しながら、戦略の実現に向けて取り組んでいく所存である。 

地方の活性化なくして日本全体の再生はあり得ないことを念頭に置き、地

方発の経済成長を牽引する政策を構築すること。 

また、各地域からの具体的な提案に対して、地域を絞り込んで選別すると

の発想ではなく、地域が自ら主体的かつ責任ある取組を行うことができるよ

う、引き続き大胆な規制緩和や、税制の優遇措置、国家戦略特区に係る地方

からの提案の積極的な指定などの国家戦略特区制度の充実・改善、自由度の

高い交付金の創設や補助制度の拡充・新設等の財政措置等を通じ、地方への

伴走支援を行うこと。 

 

（２）地方産業競争力協議会には国の地方支分部局も参画して地方と連携し、地

域における多様な経済活動のニーズを反映させた取組を進めていることから、

地方と一体となって責任を持って地域の取組を進めるとともに、各地域の提

案・要望項目の国の施策・予算への反映状況を地方支分部局において取りま

とめてフィードバックするなど、地方レベルでの伴走支援もしっかりと行う

こと。 

 

（３）国の経済財政諮問会議や産業競争力会議など、経済財政政策について検討

する機関及び今後設置される地方創生本部に、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 対日直接投資について 

対日直接投資は、地域における雇用創出、新たなイノベーション創造等地

域経済再生に資するものであるとともに、地域間格差の是正効果も期待でき

るものである。これらを踏まえ、中小企業とのマッチング、投資案件の発掘、

人材斡旋等の機能を担い、地域への直接投資誘致の際の司令塔となるべき拠

点施設の全国複数箇所での設置を含め、外資系企業の地域への進出を総合的

に支援する仕組みを構築すること。 

 

 

３ 中小企業・小規模事業者の振興対策について 

（１）我が国の国際的な競争力を高めるためには、ものづくりを担っている地方

の競争力を高めていくことが重要である。このことを踏まえ、地域の経済・

雇用を下支えする重要な役割を担っている中小企業・小規模事業者の輸出促

進を含めた振興策の充実・強化を図ること。 
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特に、ものづくり中小企業・小規模事業者の競争力を高めるためには、大

企業のＯＢ人材等を活用し、生産性の向上を支援することが有効であること

から、インストラクターとしての養成や派遣、あるいは就業等を促進する仕

組みを構築すること。 

 

なお、先般の通常国会において、「小規模企業振興基本法」が成立したと

ころであるが、国において同法に基づく小規模企業振興基本計画の策定等を

行う場合には、地方の意見をしっかり反映させるとともに、都道府県が行う

中小企業支援策との整合を図るなど、地方との十分な連携を図ること。 

 

（２）依然として厳しい経営状況にある中小企業の実態を踏まえ、中小企業の資

金繰りに支障を来さないよう対策を講じること。特に、原材料価格の高騰や

電気料金値上げ等に伴い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。 

 

 

４ 農林水産業の振興対策について 

（１）為替相場の円安への転換などにより、燃油価格、肥料・配合飼料価格が高

騰し、農林漁業者の生産コストが増加していることから、生産資材の価格変

動に左右されない安定した農林水産業経営の確立に向け、適正な収益が得ら

れるよう構造的改革に取り組むとともに、資材の効率的な利用・低コスト化

への取組への支援や、燃油価格高騰への更なる対策強化を図ること。加えて、

このような経営環境の中で競争力を高めるための生産基盤の整備や就業者の

確保、６次産業化、輸出拡大への支援等、所得を向上させ、農業・林業・水

産業を成長産業へと飛躍させるための対策を強力に推進すること。 

 

（２）農業改革に当たっては、農業協同組合や農業委員会等が果たす役割を踏ま

えつつ、中山間等地域の実情や、農業・農村が国土や自然環境の保全、文化

の維持・継承、さらには就労の場として、地域社会の持続可能性など多面的

な機能を担ってきたことなどにも配慮し、生産現場に混乱を来すことなく、

農業者、農業団体、地域住民など関係者の意見を広く聴き、慎重に議論を尽

くした上で、今後とも地域の農業・農村振興や食料供給等を通した国民生活

に十分な機能を果たすような見直しとすること。また、改革を推進するに当

たっては、東日本大震災からの復興の途上にある被災地の活力を決して低下

させることがないよう、十分に配慮すること。 
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（３）これまで林業・木材産業の発展に大きく貢献してきたが、今年度限りとな

っている森林整備加速化・林業再生基金について、基金を継続すること、あ

るいは同様の事業が実施できる仕組みを創設すること。 

また、森林吸収源対策及び地球温暖化対策における地方の役割等に応じた

安定財源を確保する仕組みを早期に構築すること。 

 

 

５ 地域における人づくりの推進について 

今後、地方における人口減少等を防ぎ、労働力不足に対処するためには、

地域経済再生の核となる若者・女性、さらには障害者や高齢者などの多様な

人材について、地方が「人づくり」や「産業人材の確保」を強力に推進でき

る仕組みの構築が必要である。 

このため、テレワークなどの新たなライフスタイルの提案にもつながる、

長期的な視野に立った継続的な施策展開ができるよう、緊急雇用創出事業臨

時特例基金などの人づくりのための基金について、地域の雇用状況等に応じ

た基金の増額や期限の延長及び地方の裁量による主体的かつ弾力的な取組が

可能となるような要件の見直しを行うこと、あるいは新たな基金の創設を行

うこと。  

 

 

６ ＴＰＰ協定交渉について 

（１）ＴＰＰ協定については、地方経済・国民生活への影響や効果、交渉内容等

に関する国民への十分な情報提供と明確な説明を行い、交渉に当たっては、

地域の活力を決して低下させないよう、国益を守ること。 

 

（２）農林水産業については、経済連携の推進のあるなしに拘わらず、持続的に

発展していけるよう、国の責任において、具体的・体系的対策を明示し、講

ずること。 

 

（３）ＴＰＰ協定への参加を判断するに当たっては、地方はもちろん、広く国民

の意見を十分に聴き、東日本大震災からの復興の途上にある被災地の活力を

決して低下させることがないよう、十分に配慮すること。 
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５ 東日本大震災からの復興を加速化するための提言 

                      

 平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災から約 3年 4か月が経過した。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 40万戸に上る甚大な被害を受けた被災

地では、官民が一体となって懸命に復旧・復興に努めているところである。 

国におかれては、復旧・復興の推進に当たり、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、依然として 25万人もの被災者が仮設住宅等での避難生活を余儀なくされ

ており、原子力災害に伴う避難指示区域や家屋等の流出地域の一部では公共インフラの復旧

が進んでいない。資材の高騰や人手不足、用地取得の煩雑な手続のため、復興まちづくりが

計画通り進んでいない地域も少なくなく、産業の再生もまだまだこれからである。このまま

では住民の流出が加速し、地域の再生が困難になりかねないという危機的な状況に被災地は

直面している。また、東京電力株式会社（以下「東京電力」という）においては、相変わら

ず福島第一原子力発電所の汚染水処理等に伴うトラブルが続出し、損害賠償における不誠実

な姿勢が一向に改まらないことは、甚だ遺憾とするところである。 

こうした山積する困難な課題を乗り越えて復興を加速させるためには、これまでにない思

い切った対策を採ることが不可欠である。 

そこで、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、

復興を加速するための緊急課題等である以下の事項について、速やかに実施するよう提言す

る。 

１ 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束 

 

 

 

 

 

 

【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

れている中で、除染や放射性物質に汚染された廃棄物処理、損害賠償などが遅延しており、

東京電力による汚染水処理においてはお粗末なトラブルが多発している。 

 当該発電所事故の責任は、最終的には監督者である国に帰せられるものであるので、原子

力災害に起因する一切の問題を解決するために、これまで以上に国が前面に立って責任を果

【提言のポイント】 

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束に向けて、廃炉に向けた取組における

安全確保、損害賠償、除染、放射性物質に汚染された廃棄物等の処理、風評被害の防止

など原子力災害に起因する一切の問題を早期に解決するため、国が責任を持って全力で

取り組むこと。 

○ 東京電力による汚染水処理の不手際や損害賠償の遅延などが復旧・復興の妨げとなっ

ているので、国の指導・監督責任を果たし、速やかに改善すること。 
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たすことが不可欠である。 

 

【個別の提言事項】 

提言 1-1 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組における安全の確保 

 東京電力福島第一原子力発電所事故の完全収束に向け、汚染水全体の処理対策を含めた中

長期ロードマップに基づく廃炉に向けた取組については、国が前面に立ち責任を持って安全

かつ着実に進めること。 

東京電力に対しては、あらゆるリスクについて不断に検討し、必要な対策を講じるよう求

めるとともに、その取組に対する指導・監督を徹底すること。 

提言 1-2 東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策の徹底 

喫緊の課題である汚染水対策については、「汚染水問題に関する基本方針」、「廃炉・汚染

水問題に対する追加対策」等に示された対策に、国が総力を挙げて国内外の英知を結集して

取り組み、速やかに解決すること。 

 特に、東京電力がお粗末な不手際を繰り返していることを深刻に受け止め、地下水の建屋

への流入、地上タンクからの漏えい、海域への汚染などの防止に万全を期し、東京電力に対

する指導・監督を徹底すること。 

提言 1-3 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国と

しての責任を果たすこと。 

 国策として原子力事業を推進してきた経緯や、原子力損害の実態を踏まえ、原子力災害の

賠償に関する法律を改正し、賠償についての国の責任をより明確にすること。 

あらゆる風評被害について、損害の範囲を幅広く捉え、風評が完全に払拭されるまで確実

に賠償の対象となるよう、原子力損害賠償紛争審査会の定める指針に早急に明示すること。 

被害者に対して誠実かつ迅速な対応を行うよう東京電力を強力に指導し、被害者に多大な

負担を強いている審査等事務の改善を速やかに行うこと。 

消滅時効への対応について、東京電力に対して、将来にわたり消滅時効を援用しないこと

を具体的かつ明確に示すとともに、時効期間の延長により賠償基準の策定や賠償金の支払を

遅延させないよう東京電力を指導すること。 

東京電力が出荷制限指示や風評被害による対象産品等の営業損失に係る賠償金額から事

業者の営業努力等による売上高の増加額を控除しないよう指導すること。 

地方公共団体の損害に係る賠償については、住民の安全・安心を守るために行っている 

様々な検査等に要する費用や地域の復興のために実施している風評被害対策などの事業に

要する費用等についても、政府指示の有無に関わらず事故との因果関係が明らかであること

から、確実に賠償がなされるよう東京電力を指導すること。 

提言 1-4 国の責任の下での除染等の促進 

 放射性物質の影響を受けた地域の除染については、市街地や住家周辺の生活環境はもとよ

り、農地や農業用ダム・ため池及び森林に至るまで迅速かつ着実に行うこと。 

 特に、避難指示区域における住民帰還を早期に実現するためには、除染特別地域における

直轄除染とインフラ復旧等を迅速かつ計画的に進める必要があることから、国は災害復旧事
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業等に先行した除染を実施すること。 

 森林の除染については、対象区域の拡大や、森林内の放射性物質の動態変化に即した新た

な除染方法の追加など、地域の実情に応じた除染の方針を速やかに決定するとともに、実施

に関するロードマップを早急に示すこと。 

仮保管を余儀なくされている除染に伴い発生した大量の除去土壌等については、早急に最

終処分の方針を示すとともに、国が責任を持って主体的かつ迅速に最終処分先を確保するこ

と。 

除染に要する費用については、除染に伴い毀損した財物の原状回復費用も含め、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。 

 陸域での除染作業により生じる排水が河川及び海洋に流出することがないよう国として

万全の対策を講じること。 

提言 1-5 放射性物質に汚染された廃棄物等の処理の促進 

 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、農林業系副産物等の廃棄物

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を処分するための最終処分場

を地元の合意を得た上で国が早急に整備・確保すること。 

また、指定廃棄物を国に引き渡すまでの間、各事業者等が適切に保管できるよう、国が対

策を講じること。 

 8,000Bq/㎏以下の廃棄物の処分や再利用を円滑に進めるため、ごみ焼却施設の設備改修や

最終処分場の新設及び拡幅などに対する十分な財政支援を行うとともに、住民の理解が得ら

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など、国が説明責

任を十分に果たすこと。 

用排水施設の維持管理等で発生する汚染土砂は、放射性物質汚染対処特別措置法の対象外

であるが、現実に処理できない状況にあるので、同法の対象とし、早急に処理や再利用等の

基準を定めるとともに、国が責任を持って迅速かつ適切な処理を進めること。 

これらの廃棄物等の保管や処理に要した費用について、今後発生するものも含め、すべて

国庫負担又は東京電力による賠償の対象とし、迅速に支払いを行うこと。 

提言 1-6 食品・低線量被ばくの健康影響等についての対策の強化 

 食品に含まれる放射性物質の基準値や低線量被ばくの健康影響について、国が正確な情報

を国民に対して分かりやすく継続的に情報提供するとともに、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、水、大気、土壌、水道水、農林水産物

などに含まれる放射性物質や空間放射線量に関して総合的かつ長期的にモニタリングを実

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。 

 放射性物質の検査体制の整備・充実を図るため、地方公共団体や事業者が行う放射性物質

検査に係る費用については、検査に要する人件費、検査機器購入費、賠償請求のための事務

費を含め、すべて国庫負担又は東京電力による賠償の対象とすること。 
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提言 1-7 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の払拭を確実に実現するため、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により、

国内外への正確な情報の発信と安全性のＰＲを強化すること。 

 地方自治体、事業者等が実施する観光誘客事業や農林水産物、加工食品、工業製品等の販

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。 

国産食品に対する諸外国の輸入規制の撤廃に向けて、政府間交渉の取組を強化すること。 

 事業者及び地方公共団体が行う放射性物質検査に係る費用は、すべて国庫負担又は東京電

力による賠償の対象とすること。 

根拠のない風評によって経済活動や市民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 1-8 出荷制限解除の明確化等 

出荷が制限されているすべての品目について、具体的な解除要件や解除に向けた手法を明

示すること。 

野生の山菜やきのこ、野生鳥獣の肉などについては、検体量確保の困難性などを踏まえ、

生態に即した解除要件とすること。 

 

 

２ 財政支援の継続、復興庁の権限強化、復興交付金や繰越手続の 

  簡素化等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【課題等】 

復旧・復興事業においては国庫補助率のかさ上げや補助対象の拡大、復興交付金や震災復

興特別交付税の創設など様々な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、集中復興期間以降も長期にわたる国の特例的な支援が必要である。 

復興加速のためには、復興交付金の自由度向上、取崩型復興基金の拡充などにより地方の

より主体的な取組を可能にし、復興庁の機能強化による真のワンストップ化が必要である。 

【提言のポイント】 

○ 平成 27 年度以降も復興完了までの間は、復興交付金や震災復興特別交付税等の様々

な財政支援措置、国が直接実施する施策などに関する十分な予算を確保すること。 

○ 復興交付金の更なる要件緩和、取崩型復興基金の拡充、復興庁の機能強化による復興

関連業務のワンストップ化を行うこと。 

○ 深刻化している被災地の資材・人件費の高騰による入札不調・事業の遅延に対応する

ため、繰越手続の簡素化などの実効性のある措置を講じること。 

○ 大規模な社会資本の復旧・復興等には、集中復興期間を超えた複数年の予算措置が必

要となるものもあるため、来年度予算編成に支障を来たさないよう、平成 28 年度以降

の特例的支援の継続の方針をできるだけ早期に示すこと。 
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被災地では資材や人件費の高騰による入札不調が続出し、繰越手続等の柔軟性の欠如が相

俟って復旧・復興の進捗に深刻な悪影響を及ぼしており、抜本的な対策が不可欠である。 

 

【個別の提言事項】 

提言 2-1 復興施策に係る予算の確保 

 平成 27年度以降も復興が完了するまでの間は、復興交付金や地方負担分等について別枠

で確保する震災復興特別交付税をはじめとする様々な財政支援措置、国が直接実施する復興

関連施策などに関する十分な予算措置を確実に講じること。 

 被災地方公共団体の復興状況を勘案し、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、特別交付税等によ

り通常収支とは別枠で整理した上で、適切に所要額を措置すること。 

大規模な社会資本の復旧・復興や被災者の生活再建等については、複数年にわたる事業実

施と予算措置が必要となるものもあるため、来年度の予算編成に支障を来たさないよう、集

中復興期間後となる平成 28年度以降の国庫補助率のかさ上げや補助対象の拡大、復興交付

金や震災復興特別交付税の創設などの特例的支援の継続について、方針をできるだけ早期に

示すこと。 

提言2-2 復興庁の権限の強化 

 復興庁の権限強化により、復興庁が被災地の復興政策に関し各府省をリードできる体制を

築き、真のワンストップ化を早期に実現すること。 

提言 2-3 取崩型復興基金の大幅な追加交付等 

 平成 23年度に創設された取崩型復興基金は、被災者のニーズや被災状況に応じた復興事

業を柔軟に実施する上で極めて有効であるので、今後の地域経済の振興に向けた事業に活用

できるよう、大幅な追加交付を行うこと。 

 また、支払が長期に及ぶ復興事業については、基金取り崩し後に負担とならないよう財政

措置を講じること。 

提言 2-4 復興交付金の更なる自由度向上、事業施行権限の復興庁への集約 

復興交付金については、これまでも要件緩和等が図られているが、基幹事業（５省 40事

業）の拡充・弾力運用、効果促進事業の被災地方公共団体における自主的・主体的な活用、

原子力事故への対応が必要な内陸部の市町村においても幅広く活用できるよう更なる要件

緩和を早期に行うこと。 

特に、効果促進事業の一括配分については、使途の自由度の高い資金として創設された趣

旨を踏まえ、被災地方公共団体の創意工夫による復興事業が迅速かつ確実に実施できるよう、

柔軟な運用を図ること。 

復興交付金事業計画に計上した事業については、地域の実情を踏まえて必要とするもので

あるので、所要額を確実に交付すること。 

すべての事業執行権限を復興庁に集約し、復興交付金事業計画の提出や申請等の手続の窓

口を復興庁が担うだけではなく、復興交付金予算を復興庁から各府省へ付け替えることなく、

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 社会資本整備総合交付金（復興）・農山漁村地域整備交付金（復興枠）の拡充 
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復興交付金の対象とならない復興事業が着実に実施できるよう、復興が完了するまでの間、

社会資本整備総合交付金（復興）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。 

これらの地方負担に対して、復興交付金と同等の財政支援措置を講じること。 

提言 2-6 復興交付金等の事務手続の簡素化の徹底、各種制約の緩和・撤廃等 

 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。 

 また、復旧・復興を迅速に進めるため、原形復旧を原則としている復旧復興財源の制限撤

廃、災害査定等の一連の事務手続の更なる簡素化・迅速化及び事業期間制限の緩和など、既

存制度にとらわれない措置を講じること。 

提言 2-7 復旧・復興事業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、事故繰越手続の簡素化など、できる限りの事務手続の簡

素化を図ること。 

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の

更なる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 2-8 「新しい東北」の推進 

復興推進委員会が提言した「新しい東北」が確実に実現できるよう、必要な予算や制度に

ついて措置すること。 

 

 

３ 被災地方公共団体に対する人的支援の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【課題等】 

被災地方公共団体においては、市街地や産業の再生、被災者の生活再建支援、除染や原子

力損害賠償、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おり、被災地方公共団体独自の職員採用や地方公共団体による広域的な

人的支援によっても依然として人員不足が解消されていない。 

とりわけ、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深刻

であり、復旧・復興の足かせとなっており、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。 

【提言のポイント】 

○ 被災地方公共団体に対する国・独立行政法人や民間企業からの中長期的な人員派遣を

一層強化すること。 

○ 復旧・復興業務に従事する任期付職員を国において一括して採用し、被災地方公共団

体へ派遣する制度を早急に導入すること。 
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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。 

提言 3-2 人員派遣や職員採用の支援等 

全国の地方公共団体からの更なる人員派遣、被災地方公共団体の職員採用に対する支援を

強化すること。 

職員の事務負担軽減のため、民間企業等への復興関連事業の業務委託を一層支援すること。 

提言3-3 震災復興特別交付税による人件費等に対する支援措置の継続等 

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、経費全額に対する支援措置を確実に継続すること。 

また、国・独立行政法人や民間企業からの人的支援についても被災地方公共団体の負担が

生じないよう配慮すること。 

 

 

４ 用地確保・住宅再建・復興まちづくりの支援強化、鉄道復旧・ 

  道路整備の促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【課題等】 

被災地の復興まちづくりの遅れは住民流出につながり、地域の再生が困難になってしまう

ことが懸念されている。復旧・復興事業に必要な用地確保に当たっては、所有者不明等の土

地に関する権利取得に膨大な労力と時間を要し、復旧・復興の遅延の大きな要因となってい

る。このため、用地確保の迅速化を引き続き図るとともに、住宅再建、防災集団移転、防潮

堤整備などを促進することが必要である。 

 また、鉄道・道路の復旧・整備は地域再生のバックボーンとなるものであり、一層の支援

強化が不可欠である。 

 

【個別の提言事項】 

提言 4-1 用地取得手続の迅速化 

【提言のポイント】 

○ 復旧・復興事業に必要な用地確保を促進するため、東日本大震災復興特別区域法の一

部を改正する法律を円滑に運用するための説明会の開催等必要な措置を講じるととも

に、司法書士の駐在派遣等、市町村支援を一層強化すること。 

○ 相続登記未了地等の取得困難な土地については、収用制度の運用方法の改善や任意で

の用地取得を迅速に行えるよう特別措置を講じること。 

○ 復興まちづくりを促進するため、住宅再建、防潮堤の整備、ＪＲ各線の復旧、復興道

路の整備、液状化被害対策への支援を強化すること。 

○ 復旧・復興事業の入札不調続出を解消するため、資材不足及び建設業界等の人材不足

への効果的な対策を早期に講じること。 
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東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 32号）を円滑に活

用するため、制度運用についての説明会の開催等の必要な措置を講じるとともに、国と県と

の連携を一層強化すること。 

なお、土地の保全義務とともに使用許可、処分権限等を被災市町村等に付与して、当該市

町村等が適切に管理を行えるようにするなどの特別措置を講じること。 

また、復旧・復興事業の本格化に伴い、被災市町村ではマンパワー不足、専門職員の不足

が深刻な状況にあることから、司法書士の被災市町村への駐在派遣、用地加速化支援隊等に

よる市町村支援を一層強化すること。 

さらに、相続登記未了地等の取得困難な土地が多数存在していることから、収用裁決申請

が短期間に集中し、収用委員会での手続にこれまで以上の時間を要することが懸念されるた

め、所有者等の確認について、調査すべき範囲の軽減及び方法の簡素化など、収用制度の運

用方法の改善や任意での用地取得が迅速に行えるよう特別措置を講じること。 

提言 4-2 住宅再建促進の取組等に対する財政支援 

復興まちづくりの取組を一層加速させるとともに、一日も早い住宅再建を支援することが

可能となるよう被災市町村に対する十分な財政支援を行うこと。 

提言 4-3 防災集団移転促進事業の要件の一層の緩和 

 市町村が被災した土地を買い取るための要件は、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に要件を緩和

すること。 

提言 4-4 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、地方負担を伴わない「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4-5 被災による鉄道運休区間の早期復旧への支援 

東日本大震災で被災したＪＲ各線の一部区間は現在も運休しているが、１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、避難指示区域内での復旧が今後の最大の課題であり、早期に全

線復旧できるよう原子力政策を推進してきた国が責任をもって支援するとともに、単なる復

旧にとどまらない基盤強化を検討すること。 

また、復旧に当たりルート変更などが必要な場合は原状復旧に比べて事業費が多額となる

ことから、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。 

提言 4-6 復興道路等の整備の促進 

三陸沿岸道路等の復興道路・復興支援道路の整備については、地域の再生のために極めて

重要であるので、事業予算を十分に確保してできるかぎり早期に完成させること。 

 被災地域と避難先や内陸部の後方支援拠点基地等を結ぶ道路等の災害に強い交通ネット

ワークの整備も重要であることから、社会資本整備総合交付金（復興）の予算枠を拡大し、

復興事業が終了するまで制度を継続すること。 

提言 4-7 復旧・復興事業における資材不足及び建設業界等の人材不足の解消 

 復旧・復興事業の発注工事の入札不調の原因となっている資材不足及び建設業界等の人材
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不足について、効果的な対策を早期に講じること。 

提言 4-8 液状化被害への支援の強化 

 液状化による被害を受けた世帯や地方公共団体に対する支援を強化すること。 

提言 4-9 福島県における災害廃棄物処理の促進 

福島県における災害廃棄物処理を促進するため、国の責任の下、焼却灰等の処分先や仮設

焼却炉等の設置に必要な用地の確保に努めること。また、放射性物質汚染対処特措法に基づ

く対策地域内における国による廃棄物の直轄処理を迅速かつ確実に実施すること。 

 

 

５ 産業の復興、雇用対策の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題等】 

 津波被害や原子力災害により壊滅的な被害を受けた被災地の農林水産業や商工・観光業な

どの事業者は各種支援措置を活用しながら事業の再生に努めているが、その多くが未だ大震

災以前の水準まで回復していないのが実情である。 

これらの主要産業が力強く復旧・復興を果たすことができるよう、これまでの枠組みを越

えて事業者に対する支援を一層強化することが不可欠である。 

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新たな産業立地を促進し、きめ

細かな就業支援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し住民の流出を防ぐため、地域の基幹的な産業の復興を促進するとと

もに、成長分野の新たな産業立地を強力に推進し、安定した雇用の確保を強化すること。 

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支援を強化すること。 

農林水産業の６次産業化は、地域資源を活かして新たな雇用、所得を創出し被災地の早期

復興に有効であるので、地方公共団体や事業者の取組に対する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 

【提言のポイント】 

○ 被災地の復興を加速し住民の流出を防ぐため、地域の基幹的な産業の復興を促進する

とともに、成長分野の新たな産業立地を強力に推進し、安定した雇用の確保を強化する

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、被災企業の二重債務問題

の早期解決を行うこと。 

○ 農地等の復旧・整備、水産業における漁業と流通・加工業の一体的な再生、農林水産

業の６次産業化、観光振興、就業支援等を強化すること。 
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 農林水産業の復旧・復興を促進するため、漁港・海岸保全施設・海岸防災林・農地・森林

組合等の復旧・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すると

ともに、補助事業等の要件緩和・手続簡素化など、復興状況等に応じた支援を強化・継続す

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・経営再建への支援を継続すること。 

 用地の嵩上げと併せた水産加工施設の復旧・整備、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 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、今後の土地の嵩上げや区画整理の進捗、避難解除等区域への帰還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、平成 27 年度以降も引き続き制度を継続するととも

に、十分に予算を確保すること。 

提言 5-4 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の充実 

 「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」については、被災地の企業立地及

び雇用創出並びに商業機能の回復に有効であることから、被災地域の意見を踏まえて事業採

択を柔軟に行うとともに、復興が遅れる地域への企業立地や商業施設等の整備に対しても確

実に交付されるよう本補助制度の期間を 10年間とすること。 

提言 5-5 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、外国人旅行者増加のためのビザ発給条

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講じること。 

提言 5-6 就業支援の強化 

「雇用復興推進事業」については、より実効性のある事業とするため、事業期間・対象者

の要件緩和を図ること。 

「被災者雇用開発助成金」については、要件を緩和し、震災時から引き続き被災地域に居

住している求職者すべてを対象労働者とすること。 

地元就職を希望する新規高卒予定者の厳しい就職環境を踏まえ、求人の確保・拡大や被災

地に考慮したきめ細かな就職支援を継続すること。 

提言 5-7 福島・国際研究産業都市（イノベーション･コースト）構想の推進 

福島・国際研究産業都市構想については、廃炉に向けた最先端の研究を確実に進めるとと

もに、国内外の産学連携と関連産業等の集積を促進するものであり、原子力災害被災地域再

生のエンジンとなることから、地域産業への波及と実効性が担保されるよう、必要な予算措

置や制度構築を行い、積極的に推進すること。 
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６ 避難者・被災者等に対する総合的な支援の強化、東日本大震災 

の風化防止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【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が、こうした避難者・被災者に対して、早期の帰還や生活再建

に向けた総合的かつ継続的な支援を強化することが急務である。  

 被災地の再生のためには、地域医療・福祉や子育て支援など住民が安心して暮らせる環境

を整備することが不可欠である。 

 東日本大震災の実情と教訓を今後とも風化させることなく正しく伝えていくことは、復興

を国民全体で支え、防災意識を向上させる上で不可欠である。 

 

【個別の提言事項】 

提言 6-1 被災者の生活再建に向けた支援の強化、避難者の早期帰還の促進 

 地震・津波災害及び原子力災害による被災者の安定した生活の再建及び雇用の確保や事業

の再建への総合的な支援を強化するとともに、「早期帰還・定住プラン」を着実に実行し、

避難者の早期帰還等を促進すること。 

避難者の所在地を的確に把握できるようにするとともに、避難先がプレハブ仮設住宅か借

上げ仮設住宅か、県内か県外か、自主避難か否かなどは問わず、必要とする生活支援を確実

に受けられるようにすること。 

被災者の福祉的サポート、健康支援、メンタルケア等を今後ともきめ細かく行うことがで

きるよう緊急雇用創出事業臨時特例交付金や介護基盤緊急整備等臨時特例基金等を拡充す

るとともに、平成27年度以降も財政支援を継続すること。 

被災者に対するきめ細かな生活支援やコミュニティの再生に配慮した住民主体のまちづ

くりなどに関する民間専門家やＮＰＯ等による多様な支援活動を幅広く支援すること。 

被災地方公共団体及び避難者を受け入れている地方公共団体の取組に対して十分な財政

支援を行うこと。 

提言 6-2 原子力災害により長期にわたり帰還困難となる避難者の支援 

  原子力災害により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。 

 「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る

【提言のポイント】 

○ 避難者の早期帰還、避難先での生活支援・雇用確保等を促進すること。 

○ 被災者の福祉的サポート、健康支援、メンタルケア等をきめ細かな生活支援を行う事

業やコミュニティの再生に配慮した住民主体のまちづくりを行えるよう、十分な財政措

置を継続すること。 

○ 国民健康保険、介護保険等に関する財政支援、子育て支援、医療・福祉提供体制の復

旧・復興支援を強化すること。 
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事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」（原発避難者特例法）に基づく避

難先自治体による避難者に係る事務の実施について、周知の徹底を図ること。 

 故郷に当分の間戻れない住民等が帰還できるまで居住する避難中の拠点を整備する際に

は、関係地方公共団体と十分協議し、雇用の確保も含めて国が責任を持って対応すること。 

提言 6-3 被災地の実態に合った子育て支援の強化 

 被災地の復興の力となる子ども達の健全育成については、国が責任を持って支援すること

が必要であり、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進められるよう被災地の実態

に合った施策の実施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は、家族を残したまま母子のみでの避難が多いなど精神的、

経済的に厳しい状況に置かれていることを踏まえ、被災児童の保育料減免、就学援助など、

経済的負担の軽減を図る財政支援を継続・強化すること。 

提言 6-4 個人の二重債務解消に向けた支援 

 個人の住宅ローン等に係る二重債務問題は被災者の生活再建に大きな障害となっている

が、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」による債務整理の成立件数が低調に推

移していることから、現行制度の効果的な運用や、法整備を含む新たな仕組みの構築など、

その早期解決に向け、国による積極的な支援を行うこと。 

提言 6-5 医療・福祉提供体制の復旧・復興支援 

 原子力災害の影響の大きい福島県を始めとする被災地では、医療従事者や介護職員等の人

材確保が困難であり、医療・福祉サービスの提供体制が危機的状況にあるため、効果的な人

材確保対策を促進し、特例措置として全額国庫による処遇改善のための財政支援制度を新設

すること。 

 医療復興に向けた取組が長期かつ広範囲にわたるため、地域医療再生臨時特例基金の設置

期限を延長するとともに、基金の活用に当たっては弾力的な運用を認めること。 

 被災病院の再建に当たり、労務費や建設資材の高騰が、入札不調など復興事業の進捗に影

響を及ぼしているため、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。 

 また、介護分野においては、被災地での安定的な介護人材の確保・定着を図るため、介護

基盤緊急整備等臨時特例基金が引き続き活用できるよう設置期間の延長と基金の積増等の

財源措置を講じること。 

 復興需要の増加に伴い資材価格等の急騰が続いているため、被災した社会福祉施設等に対

する災害復旧費国庫補助については、査定後の価格急騰に対応して補助額の増額が可能とな

るよう制度を見直すこと。 

提言 6-6 被災者の国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等に係る一部負担金・保険 

     料の減免に対する財政支援及び被災地方公共団体の財源の確保 

被災者の国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険等に係る一部負担金（利用者負担）の

免除及び保険料（税）の減免に要した費用について、平成 24 年９月末までの特別の財政措

置と同様の十分な財政支援を講じること。 

避難指示等対象地域については、これらの全額免除に対する国の特別な財政支援を引き続

き継続すること。 

震災により、保険料（税）の大幅減収や医療費の増大など、被災市町村の財政的基盤が大

きく損なわれたことから、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の安定的な運営が図
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られるよう、調整交付金の増額や国費による補填など、国による十分な財政支援措置を講じ

ること。 

提言 6-7 災害救助法に基づく救助の適用範囲の拡大等 

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

など救助に要する経費のすべてを災害救助法に基づく救助の適用範囲とし、全額国庫負担に

よる支援を行うこと。 

プレハブ仮設住宅の集約化や民間賃貸住宅の再契約に対する貸主の不同意等による入居

者の責めによらない転居に要する経費について、全額国による財政支援を行うこと。 

用途廃止した応急仮設住宅の解体撤去に要する経費についても国による財政支援を行う

こと。 

避難者の生活実態の変化に伴う応急仮設住宅の借り換え要望など、被災地のニーズに合わ

せて柔軟に対応できるようにすること。 

提言 6-8 東日本大震災の教訓等の政府広報の強化、被災地ツーリズムの促進等 

 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政府広報を強化するなどの取組を推進すること。 

被災地でのボランティア活動や学校の修学旅行を始めとする被災地ツーリズム等を促進

すること。 

学校、家庭・地域、自治体等が一体となった防災教育を徹底できるよう支援し、東日本大

震災の教訓を踏まえた実践的な避難訓練及び防災訓練を充実させること。 

提言 6-9 被災地域の復興に向けた教育環境の整備への支援 

 被災地の児童生徒に対しては、それぞれの状況に応じたきめ細かな教育的支援や心のケア

が必要であることから、各種支援を継続するとともに、地域の復興を支える人材育成のため、

発達段階に応じた教育環境の整備を支援すること。 

 また、東日本大震災で被災した幼児児童生徒に対する長期的な就学支援を継続して実施す

ること。 
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６ 東日本大震災の被災地の復興を加速化する決議 

 

 

多くの尊い命が失われ、甚大な被害が発生した東日本大震災から約３

年４ヶ月が経過しました。被災地では、復興まちづくりや産業再生に向

けた取組が懸命に進められていますが、なお険しい道のりの途上にあり

ます。 

これまで、国においても被災地の声に対し真摯に対処していただいて

いるところですが、原子力災害の様々な課題は依然として解消せず、特

に、喫緊の課題である汚染水対策については、国が総力を挙げて国内外

の英知を結集して取り組み、速やかに解決する必要があります。 

各都道府県においても人的・物的支援、積極的な特産品販売や観光キ

ャンペーンなど様々な形で支援を行ってきました。 

さらなる復興を加速化するため、全国知事会においては、これまで以

上に様々な支援に取り組み、東日本大震災の被災地復興を支援していき

ます。 
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７ 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 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故から３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

適合性審査を厳格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。 

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。 
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Ⅰ 東京電力株式会社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の安全確保が被災地

の復興の大前提であること、また、事故により、被害を受けている国

民が今なお多数いることを重く受け止め、一刻も早い事態の収束に向

け、国が前面に立ち責任を持って取り組むこと。 

特に、喫緊の課題である汚染水問題については、国内外の英知を結

集し、漏えいを防ぐための事前対策や海への影響を最小限に抑えるた

めの拡散防止対策を早急に講じるよう東京電力に対する指導・監視を

徹底するとともに、汚染水を増やさないための抜本的な対策に総力を

挙げて取り組むこと。 

また、同発電所の廃止措置に向けた取組にあたっては、依然として

重大なトラブルが頻発していることを踏まえ、仮設や恒久化されたも

の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、現場を管理できる人材の計画的な確保・育成について東

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。 

さらに、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、

除染作業の速やかな実施及び根拠のない風評に対する正確な情報の発

信について、政府一丸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を徹底的に究明し、そこか

ら得られた教訓や新たな知見等を総括した上で、国民に明確に説

明すること。 

また、福島第一原子力発電所の事故から得られた知見はもとよ

り、絶えず国内外における最新の知見を収集し、関係機関や専門

家等の意見を聴きながら幅広い議論を行った上で、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。    
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(２) 実効性のある安全規制の実施について 

真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕帯の

評価を含む原子力施設の安全審査にあたっては、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あたっては、現在の原子力規制

委員会の有識者会合の構成を見ると、委員の専門分野に偏りがあ

るので、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、国として責任を持って速やかに評価すること。また、

運転期間の延長に係る審査にあたっては、審査の方法や進め方を

明確にした上で厳正な審査を行うこと。 

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、事業者に対し厳正な指導・監督

を行い、安全確保に万全を期すことはもとより、廃棄物の取扱い

基準等の確立や廃止措置費用の確保等についても、早急に方針を

示すこと。 

  

(３) 事業者に対する指導・監督の強化について 

安全確保の第一義的な責任を有する原子力事業者に対し、最低

限の規制要求事項を満たすだけでなく、さらなる安全性の向上に

向けた自主的かつ継続的な取組を一層促すとともに、徹底した情

報公開など指導・監督を強化すること。 

 

(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、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、組織の健全性や信

頼性を評価する機関を新たに設置するなど、改善出来る仕組みを

構築すること。 

また、新規制基準等に基づく適合性審査について、設備運用に

係るソフト面の規制を含め、厳格かつ迅速に行えるよう審査体制
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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は、優先して審査する原子力発電所以外

も含め、安全性の確保のため着実に審査を行うこと。 

 

 

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必要性等

を十分に考慮し、国が責任を持って判断するとともに、その判断に

至った経緯や結果については、国民や地方公共団体に十分な説明を

行い、その理解を得るよう取り組むこと。 

さらに、原子力施設における事故やトラブルの情報については、

国が国民及び地方公共団体に対する説明責任を十分に果たすこと。 

 

 

 ３ バックエンド対策について 

(１) 使用済燃料対策について 

使用済燃料対策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、国、原子力事業者、地方公共団体等による協議を開

始するなど、その早期解決に向け、国が主体となって取り組むこ

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１４

年が経過したが、未だ文献調査すら行われていない状況にあるこ

とから、最終処分地の早期選定に向け、全国知事会とも協議しな

がら国が前面に立った取組を一層強化すること。 
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(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について 

原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する

低レベル放射性廃棄物については、高レベル放射性廃棄物と同様

に、最終処分に向けた取組を加速させること。 

                   

 

４ 原子力安全に関する人材の育成と研究開発の推進について 

原子力分野における人材育成及び技術の伝承に大きな懸念が生じ

ていることから、国は、中長期的な視点で、原子力分野の人材育成

等に取り組むこと。 

また、地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要な研

究開発予算を十分に確保し、その促進を図ること。 

 

 

 

Ⅲ 原子力防災対策について 

１ 原子力防災体制の強化について 

(１) 原子力災害対策指針について 

原子力災害対策指針については、最新の知見や国内外の状況等

を踏まえ、今後も継続的に改定していくとともに、地方公共団体

等の意見を適切に反映していくこと。 

また、プルームの影響を考慮したＰＰＡの導入や実用発電用原

子炉以外の原子力施設及び事故を起こした原子炉に係る原子力災

害対策重点区域の範囲など未策定の事項について、速やかに指針

を策定するとともに、廃止措置に向けて長期間停止する原子炉に

ついても、必要な対策を示すこと。 

 

(２) 原子力防災体制について 

複合災害や過酷事故が起こることを想定し、地方公共団体の意

見を踏まえ、原子力防災体制を充実させるとともに、災害対策に

おける地方公共団体の役割の重要性に鑑み、地方公共団体と国、

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。 
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また、現行の法制度では、緊急時において線量限度を超える高

線量率下での対応が出来ないことから、法制度の見直しや特殊部

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

に取り組むとともに、関係地方公共団体が事故拡大防止に関与す

る体制についても検討すること。 

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し、速やかにガイドラインに準拠した整備を

行うこと。 

なお、避難行動要支援者の避難のあり方など省庁横断的に進め

る必要がある対策については、原子力発電所立地地域毎に設置さ

れたワーキングチームにおいて、各地域毎の取組状況を把握し、

国として地域の実情に応じた適切な防災体制の確立を支援するこ

と。 

 

 

２ 具体的な原子力防災対策について 

(１) 避難対策について 

実効性ある避難計画の策定を支援するため、ＯＩＬに基づく避

難範囲の特定方法などを含む各種防災関係マニュアルを作成し、

関係地方公共団体に対し、速やかに示すこと。なお、作成にあた

っては、関係地方公共団体の意見を十分に聴き反映させること。 

また、災害発生時の避難のための道路や港湾等のインフラ、公

共施設等について、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、国が積

極的に関与し、早急に整備を進めること。 

併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主体的

に関係地方公共団体や運輸事業者等と避難先の確保や具体的な避

難手段を調整するとともに、避難先への迅速な人的支援や国によ

る大規模備蓄施設の整備などの物的支援ができる体制を構築する

こと。 

特に、避難行動要支援者の避難にあたっては、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、避難行動要

支援者が迅速かつ安全に避難できる支援体制を確立すること。屋
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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。 

さらに、避難住民や避難車両等に対するスクリーニング及び除

染の方法や実施場所選定に係る基準、そのための人員体制や資機

材の配備等について、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、

国の責任において災害時に確実に機能する体制を構築すること。 

また、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放射線等

に関する知識の普及啓発を行うこと。 

  

(２) 放射線モニタリング体制について 

緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施

するためにも極めて重要であり、国は、関係地方公共団体、事業

者における実施内容や役割分担等を速やかに示し、緊急時モニタ

リング計画の策定を支援するとともに、地方放射線モニタリング

対策官の増員や資機材の早急な整備など、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。 

また、原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や

実施範囲、測定地点の設定間隔等について、防災範囲の拡大に対

応した新たな基準を早急に示すこと。 

特に、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。 

さらに、緊急時により迅速な防護措置を実施するため、ＳＰＥ

ＥＤＩ等による放射性物質の拡散予測精度を向上させ活用するこ

とや、緊急時モニタリングセンターに参画する機関間で情報共有

できるシステムの整備を促進すること。 

 

 

３ 緊急被ばく医療について 

緊急時に国、地方公共団体、医療機関等が適切に連携して対応で

きるよう、必要となる対策について具体的に整理し、対応マニュア

ルを早急に作成するとともに、備蓄や施設整備、医療従事者の確保

等に関する支援を強化すること。 

また、安定ヨウ素剤に関して、住民不安や過度な混乱を防ぎ、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、早急
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に対応マニュアルの充実を図るとともに、副作用等に対する補償制

度を創設すること。 

乳幼児が確実に安定ヨウ素剤を服用できるよう乳幼児用の安定ヨ

ウ素剤の開発及び製造について、早急に製薬業者を指導・支援する

こと。 

配布体制の整備にあたっては、説明を行う医師等の確保・育成や

説明資料の作成等について、十分な支援を行うこと。 

なお、ＵＰＺ外における安定ヨウ素剤の配備など、プルーム通過

時の防護措置の在り方についても検討すること。 

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の配備

やインフラの整備、防災関係マニュアル等の作成、人員の増員等に

係る必要経費などについては、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、

新たな負担とならないようＵＰＺ外の地域における対策に要する経

費を含め適切な財政措置及び人的支援を行うこと。 

また、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、予算を確保するとともに、それらの施設の維持

管理等に係る経費についても適切な財政措置を行うこと。 
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８ 少子化非常事態宣言 
 

少子化の問題は、すでに多くの地方において、若年人口の減少により地域

経済の活力が奪われ、人口流出に拍車がかかるといった形で顕著に現われて

いる。 

このままいけば近い将来、地方はその多くが消滅しかねず、その流れは確

実に地方から都市部へと波及し、やがて国全体の活力を著しく低下させてし

まうこととなりかねない。 

 

しかも、今後の数十年間に高齢者が激増する一方で、労働力人口は減少の

一途を辿る。今生まれている子ども達が社会を支える働き手となる時代には、

経済規模の縮小に加え、耐え難いような社会保障負担を背負わされるなど、

国全体が閉塞感で覆い尽くされる時代の到来をも招きかねない。日本全体の

衰退に向けた壮大なシナリオができあがりつつあると言わざるをえない。 

 

戦後、急成長を成し遂げた我が国が、成熟社会への転換を目指さなければ

ならない今まさにこの時に、国家の基盤を危うくする重大な岐路に立たされ

ていると言っても過言ではない。 

 

次代を担う子ども達が将来に希望を持てなくなってしまった国には、もは

や発展は望めない。直ちに、若い世代が希望を叶え、安心して結婚し子育て

のできる環境整備に向けて、国・地方はもとより、地域社会や企業などが世

代を超えて協力し、子育てをともに支え合う社会を築き上げていく手立てを

早急に講じなければならない。 

 

今から直ちに取り組めば、将来の姿を変えていくことは十分に可能である。 

少子化対策を国家的課題と位置付け、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み、我が国の未来の姿を変えていくことは我々に課せら

れた使命であり、今こそ、思い切った政策を展開し、国・地方を通じたトー

タルプランに総力を挙げて取り組むべき時であることを、ここに宣言する。 
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全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム

〔論点〕

全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム

（提言本編）
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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、ますます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、閉塞感が社会を覆い尽くす！

さらには、生活の基盤を支える地域社会そのものも、消滅の危機！

20402040年の我が国の未来図年の我が国の未来図

消滅の危機を消滅の危機を
免れる自治体は、免れる自治体は、
この程度！この程度！

福島県内を除く市区町村数 1,683

・高齢者が４割以上、生産年齢人口
が４割以上減少する自治体 780

我々は今、あの「日本沈没」が現実のものとなる瀬戸際に立たされている！

（注）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月）をもとに高知県で作成
※福島県はデータが無いため都道府県値で表示

○こうした自治体が消滅へと向かえば、我
が国の未来は、まさに日本沈没ともなり
かねない！

○その流れは確実に、地方から都市部へと
波及！

地方が滅び、国家も滅びかねない！

2

が４割以上減少する自治体 780
・上記以外の自治体【=白】 903
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10,000 

12,000 

14,000 

しかし、「直ちに」対策の抜本強化に取り組み、将来の姿を変えていくことは十分可能！

○総人口の将来推計
（万人）

9,661万人
※高齢化率26.6%

◆2030年までに出生率を2.07に上昇させる場合（内閣府：選択する未来委員会資料）
⇒ その後も同水準を維持すれば、2060年には１億人程度の人口を維持
＜高齢化率は 60年に約33%まで上昇するが、2110年には26.6%で安定！＞

2013年:人口12,730万人、合計特殊出生率1.43、高齢化率25.1%

‘60年
1.35

‘60年
2.07

2030年までの取組の
成否が その後の

‘30年
2.07

‘30年
1.337

’20年 ’25年
1.339   1.330  

合計特殊出生率
’20年 ’25年

1.706   1.891  

※ 2.07 = 人口置換水準（H24）

4,000 

6,000 

8,000 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090 2095 2100 2105 2110 

国立社会保障人口問題研究所：日本の将来推計人口（24年1月）中位推計
内閣府：26/4/21 経済財政諮問会議「選択する未来」委員会提出資料
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）中位推計
経済財政諮問会議「選択する未来」委員会への内閣府提出資料（26/4/21）

（ただし、’30年までの合計特殊出生率の仮定値は、高知県で独自試算）

4,286万人
※高齢化率41.3%

◆2030年時点で1.35に止まる場合（国立社会保障・人口問題研究所：中位推計）
⇒ 2060年には現在の2/3程度の人口、100年後には1/3程度まで減少
＜高齢化率は４割に増加！＞

3

成否が、その後の
大きな分かれ道！

◆国を挙げて少子化対策の抜本強化に取り組み、未来の社会を変えていくのが我々の使命。
◆今が、思い切った財源を投入し、国策としてのトータルプランに取り組む最後のチャンス！

少子化対策の抜本強化に向けた「３本の柱」
 合計特殊出生率2.07を目指すために 

Ⅰ 出生率を高めるための施策 Ⅱ 地方で家庭を築く若者を増加させる施策

Ⅲ 世代間の支え合い
Ⅰ 出生率 × Ⅱ 若者の人口
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合計特殊出生率を２．０７（人口置換水準）にするためには 【イメージ】

Ⅰ 出生率 Ⅱ 若者の人口現 状

少子化対策の抜本強化に向けたトータルプラン
Ⅱ地方で家庭を築く
若者を増加させる施策Ⅰ 出生率を高めるための施策
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少子化対策の抜本強化に向けたトータルプラン
【 政 策 集 】

Ⅰ 出生率を高めるための施策Ⅰ 出生率を高めるための施策

Ⅰ出生率を高めるための施策 － 結 婚 － 1 総合的な結婚支援策の強化
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Ⅰ 出生率を高めるための施策 － 妊娠・出産 － 2 妊娠・出産のための環境整備

Ⅰ 出生率を高めるための施策 子育て － 3 子育て支援策の充実
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Ⅰ 出生率を高めるための施策 子育て ー 4 子育てに伴う経済的負担の軽減

Ⅰ 出生率を高めるための施策 仕事と育児の両立－

○ 生涯未婚率の推移○ 1985年を起点とした25 34歳の
男女の非正規雇用比率の増減

5 子育てを阻んでいる雇用環境の改善

○子育て世代である30 40代男性の労働時間は
５人に1人が週60時間と、他の年代に比べ高い水準
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Ⅰ 出生率を高めるための施策 仕事と育児の両立－ 6 仕事と子育ての両立が可能となる職場環境の整備

9.9

25.8

48.1

55.3

67.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児ゼロ

２時間未満

２ ４時間未満

４ ６時間未満

６時間以上

出生あり 出生なし

○ 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

ゼロと２～４時間
を比較しただけでも、
次の子どもの出生には
約５倍の差！

（厚生労働省：H22第9回21世紀成年者調査）

○末子を妊娠した時の女性社員の退職理由

（厚生労働省：H23育児休業制度等に関する実態把握のための調査）

正社員

非正社員

正社員でも多く
の方が、妊娠を
契機に退職を
せざるを得ない！

Ⅱ 地方で家庭を築く地方で家庭を築く
若者を増加させる施策
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Ⅱ 地方で家庭を築く若者を増加させる施策

○都道府県別の合計特殊出生率（H25）○ 三大都市圏と地方圏との人口移動（転入超過数の推移） （厚生労働省：H25人口動態月報年計（概数））

7 若者が地方にとどまり働ける雇用の場の創出

（日本創成会議：ストップ少子化・地方元気戦略（要約版）資料）

Ⅲ 世代間の支え合いの仕組みⅢ 世代間の支え合いの仕組み
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Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み 世代間協力と官民協働

２０、３０歳代の家計資産は非常に少ないが、６０歳以上の高齢者は不動産資産を中心に多額の家計資産を保有。

高齢者から子・孫の世代への所有資産の移転と再配分が促進される税財政制度の創設
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提案① 「結婚・子育て支え合い非課税制度（仮称）」の創設

○贈与税について、現行制度の要件を緩和し、「結婚・子育て支え合い非課税制度（仮称）」を創設（恒久制度）。
○相続税について、課税ベースの拡大（基礎控除の引き下げ）により、その一部の少子化対策目的税化を検討。

【現 行】 教育資金等の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

子
第１子
（出生済）

学齢期を過ぎている 出生前

第２子
（未出生）配偶者

・・・贈与資金の対象

祖父母 父母

学齢期の子・孫等 ＜現行制度の課題＞

①出生した学齢期の子・孫等に対する贈与のみが対象
結婚、出産していない若年世代の将来の経済不安の
軽減につながらない

②金融機関に領収書等を提出した後、支出した資金を払い出し
手続きが極めて煩雑

③対象資金は教育資金に限定
子育て世代の幅広い資金ニーズに応えられていない

④時限的な制度

【新制度】 「結婚・子育て支え合い非課税制度（仮称）」（イメージ）

第２子
（未出生）

第３子
（未出生）将来の

配偶者

第１子
（未出生）

※ 各種調査結果を基に試算すると、結婚し、大学卒業（全て
国公立）まで３人を子育てする場合の費用は約9,100万円。

祖父母 父母 子

20歳以上の子・孫等（結婚・出産前でも可）

教育資金

結婚・子育て全般のための資金要件を大幅に
緩和！

④時限的な制度（Ｈ25.4.1からＨ27.12.31までの贈与に限る）
将来の子育て世代が利用できない

＜新制度の改正ポイント＞

①対象要件の緩和

○20歳以上の子・孫等であれば結婚、出産前の贈与も対象

②手続きの簡素化

○結婚、出産の事実があれば、金融機関から一定額を払い出し
③対象資金の拡充

○対象資金を結婚・子育て全般のための資金にまで拡充
○上限額（現行1,500万円）の引き上げを検討（※）

※各種調査結果を基に試算すると、結婚し、３人の子どもを大学卒業
（すべて国公立）まで育てる場合の費用は約9,100万円

④制度の恒久化

16

○子・孫世代への資産移転促進のためには、高齢者の不動産資産の現金化を容易にするリバースモーゲージのさら
なる普及が必要。
○そのためには、普及の課題となっているリスク補償のための公的保険制度の整備が必要。

提案② 公的保険の補償による新たなリバースモーゲージ制度の創設

高齢者（契約者）

【リバースモーゲージの仕組み】

金融機関
居住不動産を担保

生活資金等を融資

【リバースモーゲージの具体例】

分類 実施主体 主な貸付要件 貸付限度額 資金使途

公的
都道府県

社会福祉協議会
65歳以上
市町村民税の非課税世帯

居住用不動産の評価額の７０％程
度
１月当たり３０万円以内の額

毎月の生活費

公的 住宅金融支援機構 60歳以上
1000万円又はリフォーム工事費の
低い額

自己所有宅のバリアフ
リーリフォーム、耐震改
修工事等資金

民間

【公的
保険】

民間金融機関

（住宅金融支援機構に
よる融資保険）

60歳以上
1,500万円、リフォーム工事費又は
担保評価額50％の低い額

自己所有宅のリフォー
ム等資金

生活資金等を融資

（死亡時）

死亡時に、担保不動産の
売却等により返済

民間金融機関が幅広い高齢者を対象に子・孫への贈与等の資金をリバースモーゲージで融資する際に、公的保険
により補償する新制度を創設！

民間 A銀行

年収120万円以上
55 歳以上80 歳以下
対象地域（マンション）
　　：首都圏・京阪神エリア

500万円以上１億円（マンションは
5000万円）以内
年に１回見直し

自由

民間 Ｂ信託銀行
60歳以上84歳未満
対象地域：三大都市圏エリア

自宅の土地評価額の５０％以内（但
し評価額は8,000万円以上）

３年に１回見直し

自由

民間 Ｃ銀行

金融資産を相応に保有し、安
定・継続収入が見込めること
55 歳以上
対象地域：首都圏エリア

1,000 万円以上2 億円以内で自宅
の土地評価額以内（但し評価額は
2,000万円以上）

自由又は有料老人ホー
ム入居料等

契約者の長生き、金利の上昇、不動産価格の
下落による担保割れリスク

⇒カバーするための公的保険の整備が必要

17

公的機関は使途限定、民間金融機関は対象限定

⇒幅広な高齢者が利用しやすい制度が必要
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○提言Ⅲ 女性の就労意欲を高める社会システムの構築   

○提言Ⅳ 「日本の未来を創る女性活躍応援基金」の創設 

全国知事会 男女共同参画プロジェクトチーム 提言について               

 

１０ 女性も男性も共に働き共に育むことができる社会     

   ～女性の活躍ウーマノミクスで日本を変える ～〔論点〕 

 

○社会の現状 

  ① 出産・子育てを理由とする離職が多い 

                     （第一子出産後の退職率 2005～2009年 ６２．０％） 

  ② 女性が指導的役割に占める割合が低い 

  ③ 男性の長時間労働と家事・育児への参画時間の短さ 

  ④ 人口減少社会において日本経済を維持・成長させるためには労働生産性の向上が必要 

 

 

 

 

 
 

     ・長時間労働の縮減に向けた取組みの強化を図り、制度改革を進めることで企業経営者  

  や管理職層の意識改革を促進 

 

  ２ 就業継続のための支援の取組み   

     ・中小企業への優遇措置を創設するなど女性の就業継続に取組む企業の支援強化 

 

  ３ 再就業のための支援の取組み   

     ・都道府県が取り組む再就職支援相談窓口など再就業希望者支援の強化 

 

  ４ 男性の家事、育児参画の推進   

     ・男性の育児参画休暇創設、企業における男性の育児休業の取得目標設定の義務化と 

実績公表 

 

 

 
 
     ・数値目標の設定義務化と達成状況の「見える化」推進 

 

  ２ 女性人材の積極的な育成   

     ・キャリア教育の充実など女性の活躍フィールド拡大を支援 

 

  

 

     ・税制や社会保険制度の見直し促進 

 

 

 
     ・地域の実情に合わせた施策展開を継続的に支援するための基金創設 

○提言Ⅰ 働きやすい環境の整備 

  １ 企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進        

○提言Ⅱ 女性の活躍促進 

  １ 指導的地位に占める女性割合の増加を図る               

以上のことを踏まえた、政府への提言 
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（提言本編）（提言本編） 
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１１ 介護人材確保に向けた総合的な対策の推進に関する提言 

 

 

我が国は、高齢化が急速に進行し、団塊世代が全て 75 歳以上となる 2025

年には、３人に１人が 65歳以上、５人に１人が 75歳以上となると言われて

おり、医療や介護が必要となる人も急激に増加していくと見込まれている。 

そうした中で、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進・介護との連携等、

効率的で質の高い医療提供体制の構築や、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て暮らしていくことを可能とする地域包括ケアシステムの実現など、地域に

おける医療・介護の一体的な提供体制を確立するための取組が全国で始まっ

ており、先の国会においては、それらの取組の根拠となる「地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」

が成立したところである。 

一方で、健康長寿社会の実現に向けて、全国で、健診受診率の向上、健全

な食生活の実践や介護予防の重要性の普及啓発など、様々な健康づくりと介

護予防の取組が行われているが、医療・介護需要の伸びを抑えるためにも、

これらの取組を充実させて、高齢者がいきいきと活躍する、豊かで活力ある

地域社会を築くことが重要である。 

このように、今後、地域において、医療、介護、健康づくりなど総合的な

観点から高齢化に対応していくためには、人口減少が急速に進む中にあっ

て、医療・介護従事者のみならず、ＮＰＯ、ボランティア、自治会や企業な

ど地域の様々な主体の社会参加が必要であり、人づくりが重要なテーマとな

る。 

特に、介護分野においては、国の 2012年時点の推計によれば、介護サービ

スの需要の増加によって、全国で新たに年間７万人から８万人、2025年まで

にトータルで約 100万人の介護人材が必要とされていることから、介護人材

確保対策の取組強化は、まさに喫緊の課題である。 

都道府県では、福祉人材センターにおけるマッチング、ハローワークと連携

した就職支援、職場体験の実施や介護福祉士等養成施設への助成等様々な対

策を講じて介護人材の確保に取り組んでいるものの、有効求人倍率が全職種

平均の約２倍であるなど、介護分野は他産業と比較すると、新規採用が難し

い、離職率が高い、賃金が低い、未就労の有資格者が多数存在するといった

構造的課題を抱えているため、その取組には限界がある。 

また、今後生産年齢人口が急激に減少していくことも踏まえると、100万人

にも及ぶ新たな介護人材の確保は困難であると言わざるを得ず、このままで

は、まさに「介護崩壊」が現実のものとなってしまう。 

以上のことを踏まえ、国は、改めて、国家的課題である介護人材の確保が

危機的な状況にあることをしっかりと認識し、将来にわたって持続可能な社
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会保障制度の確立に向けて、総合的な対策を直ちに講じる必要があることか

ら、下記のとおり提言する。 

記 

１ １００万人介護職員確保・育成プランの策定 

国の責任において、１００万人必要とされる介護職員の具体的かつ計画的

な確保・育成プランを早急に策定すること。その際、処遇及び労働環境の改

善に加え、以下のような対策を講じてプランの実効性を確保すること。 

（１）新規参入・定着の促進と潜在的な人材の掘り起こし 

中学校や高等学校での教育課程への介護の魅力や重要性を伝える体験学

習の導入等を図るほか、国を挙げたイメージアップ活動の展開、専門職員に

よる的確なマッチング等により、新規学卒者、他産業からの転職者などの介

護業界への新規参入と定着や有資格者の再就業等を促進すること。 

（２）介護従事者のすそ野の拡大 

地域包括ケアシステムの実現のためには、介護予防や生活支援において、

ボランティアやＮＰＯ、老人クラブなど、地域の多様な主体の参加を得るこ

とが不可欠であることから、新たな地域支援事業に係るガイドラインの作成

等により、元気な高齢者や就労復帰を望む子育てを終えた女性などの積極的

な参加を促進すること。 

２ 介護職員の処遇及び労働環境の改善 

介護報酬改定を通じた給与の改善やキャリアパスの確立などにより、介護

職員の処遇を改善し、専門職として介護職員の社会的評価の向上を図るとと

もに、介護サービスの質の向上や介護職員の負担軽減のため、最新介護福祉

機器や介護ロボット利用を介護保険の適用対象とするほか、介護サービス情

報公表制度を活用した労働条件の公表などにより、労働環境を改善すること。 

３ 抜本的な対策の推進 

今後必要となる介護人材を確実に確保するためには、上記の対策の効果  

を検証しながら、絶えず制度や事業等の改善を図るとともに、地域の実情を

丁寧に把握した上で、施策に必要な予算措置を講じて計画的に実行すること。 

併せて、国は、都市部等での深刻な介護職員不足に対する外国人介護福祉

士の活用も視野に入れ、抜本的な対策を早急に打ち出すこと。 

なお、介護分野に外国からの人材を受入れることについては、単に短期的

な労働力確保ではなく、業務特性、地域社会や労働市場への影響、サービス

の質確保、処遇・労働環境等、様々な課題について十分議論し、場当たり的

な対応ではない、受入から育成、継続的な就業まで一貫した制度とすること。 
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 １２ 国民健康保険制度の見直しに関する提言 

 

 

国は、全国知事会に国保基盤強化協議会への参加を要請するに当たり、「国

民健康保険に対する財政支援の拡充をしっかりと行い、財政上の構造的な問題

の解決に責任をもって取り組む」旨を表明した。 

国民皆保険制度の最後の支え手である国保を将来にわたって持続可能なも

のとするためには、国保の被保険者の負担が限界に近づいていることを踏まえ、

「あるべき保険料水準」について十分議論した上で、極めて高い被用者保険と

の保険料負担の格差をできる限り縮小するような、抜本的な財政基盤の強化が

必要である。 

それにもかかわらず、国は、被用者保険との保険料負担の格差に係る議論を

十分に行わないばかりか、このたび提示された「国民健康保険の見直し（中間

整理）」案においても、未だ構造問題解決のための具体策を明らかにしていな

い。 

我々都道府県は、国保の構造的な問題が解決され持続可能な制度が構築され

るならば、市町村とともに積極的に責任を担う覚悟である。 

国は、こうした状況を改めて認識し、その責任において、将来にわたり国民

が安心して医療を享受できる国保制度を構築すべきである。 

以上のことを踏まえ、今後の国保基盤強化協議会をはじめとした国保の見直

しの協議に向けて、次のとおり強く要請する。 

 今後、国が構造問題解決への道筋を明確に示さずに、都道府県と市町村の役

割分担についての議論のみを進めようとする場合には協議から離脱する。 

 

記 

 

１ 全国知事会が財政上の構造的な問題の解決策として受け入れることが可

能かを判断するのに支障をきたすことのないよう、後期高齢者支援金への全

面総報酬割を導入することにより生じる財源を国保の支援に優先的に活用

することはもとより、抜本的な財政基盤強化の具体策を、追加国費の規模も

含めて一刻も早く提示すること。 

  また、今後増嵩する医療費に対して、被保険者に過度な負担を負わせるこ

となく、将来にわたり国保の持続可能性を担保するための制度的措置を講じ

ること。 

  解決策の決定に当たっては、全国知事会をはじめ地方と十分に協議し、そ

の意見を反映させること。 

２ 役割分担については、現在、国保基盤強化協議会で、財政上の構造問題の

解決を前提とし、その解決に必要な範囲で議論を行っているところである。 
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プログラム法にあるとおり財政運営をはじめとして都道府県が担うこと

を基本としつつ、保険料の賦課・徴収、保健事業の実施等に関する市町村の

役割が積極的に果たされるよう、また、被保険者の利便性や制度の一体性・

安定性を損なうことのないよう、都道府県と市町村において適切に権限と責

任を分担するための方策について、引き続き十分に議論すること。 

 

３ 乳幼児医療費助成等の地方単独事業に対する国民健康保険の国負担金の

減額措置については、本来国が全国統一的に行うべき子育て・少子化対策等

に関する地方の努力に反し、地方のみに責任を負わせるものであるため、廃

止すること。 
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１３ 国土強靱化対策の推進に関する緊急提言 

 
 

 東日本大震災や紀伊半島大水害、一昨年の九州北部豪雨災害等に続き、昨年も全国各地
を襲った豪雨災害等により、尊い人命と国民の財産が奪われた。さらに、今後３０年以内
の発生確率が７０％程度と言われている南海トラフ地震や首都直下地震では、国難とも言
うべき甚大な被害が見込まれている。 
 
 様々な災害リスクから国民の生命・財産を守り、我が国の経済社会活動を維持、発展さ
せるには、防災・減災を柱とする強靱な国土づくりを日本全体で加速させなければならな
い。人口減少社会が本格化する中、ひとたび大規模災害により地域が壊滅的な被害を受け
れば、復興は極めて困難であるため、これまで以上に予防的な対策にスピード感をもって
取り組む必要がある。 
 特に、災害対応力を強化するための道路、鉄道等の交通ネットワークや大規模津波等に
備えた海岸堤防等の整備、市街地や重要施設を守る治水対策や土砂災害対策、住宅・建築
物の耐震化等のハード対策に加え、ハザードマップ作成や防災訓練の実施、BCP の策定な
どソフト対策を組み合わせた総合的な対策を迅速に進めなければならない。併せて、生活
や経済の基盤であるインフラが機能不全に陥らないよう、老朽化対策を戦略的に進めるこ
とも極めて重要である。 
 
  こうした中、本年６月に「国土強靱化基本計画」が策定されたところであるが、災害に
直接対峙する我々地方としても、積極的に「国土強靱化地域計画」を策定し、早急に対策
に取り組む必要がある。 
 
 しかしながら、大規模災害発生時にも絶対的不足を生じさせない医療救護体制の整備や、
ひとたび被災すれば再生困難となる石油化学コンビナート等重要な産業施設の防災対策、
我が国の成長とリダンダンシー確保に必要な国土軸の構築など、地方の取組だけでは十分
に対応できない国家的課題もある。加えて、地域計画の策定、推進にあたっては、様々な
行政サービスの最前線にある市町村を含む地方の技術面・体制面の不足が懸念され、また、
建設産業等の現場を担う人材の確保が不可欠である。 
 これらを踏まえ、国においては、下記について実現するよう強く要請する。 
 

記 
 

１．国土強靱化対策の推進にあたっては、地方の意見を十分に聞くとともに、医療救護体
制の整備や重要な産業施設の防災対策、国土軸の複線化など、広域かつ重要性が高い国
家的課題に対しては、国が必要な対策を早急に検討し実施すること。 

 
２．国土強靱化に資する社会資本整備を着実に進めるため、十分な予算を安定的・持続的
に確保するとともに、地方においてもスピード感をもって対策に取り組めるよう、緊急
防災・減災事業債の要件の緩和や恒久化など起債制度の拡充をすること。また、新たな
交付金の創設も含め、緊急性の高い対策へ集中投資し強靱化を加速する新規の予算枠を
創設すること。 
 

３．国土強靱化地域計画の策定、推進に取り組む地方への技術面等の支援を充実させると
ともに、現場を担う人材の継続的な確保・育成が可能となるよう長期的・計画的に事業
を推進する仕組みを構築すること。 
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１４ 拉致問題の早期解決に関する緊急提言 

 

 

 北朝鮮による拉致問題については、平成 14年に５名の拉致被害者

が帰国し、その後、平成 16年にそのご家族が帰国されて以降、新た

な帰国者がないまま 10年が経過しようとしています。高齢化が進む

ご家族の中には、残念ながら再会が果たせないまま帰らぬ人となっ

た方々もいらっしゃいます。 

 

 このような状況の中、本年７月１日の日朝実務者協議を経て、北

朝鮮は特別調査委員会を設置して調査に着手し、日本政府は独自制

裁措置の一部を解除いたしました。６年ぶりに拉致問題が解決に向

けて動き出すことになり、拉致被害者のご家族はもとより、我が国

民の拉致問題解決への期待は高まっております。 

 

 拉致問題の一刻も早い解決は国民すべての願いであり、関心と期

待が高まっているこの機会を捉え、国においては、次の事項につい

て適切な措置を講じるよう提言します。 

 

１．北朝鮮当局による拉致問題の全面解決に向けて、関係諸国や国 

 際機関等と連携・協調を図りながら主体的に取り組み、調査の実 

 効性をしっかりと確保し、全力を尽くしてすべての拉致被害者の 

 一刻も早い帰国を実現させること。 
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２．北朝鮮との協議に当たっては北朝鮮側のペースで進むことなく 

 毅然とした姿勢を貫き、今後の制裁措置の見直しについては、調 

 査の進捗状況など拉致問題の解決に向けた進展を見極め適切に判 

 断すること。 

  また、万景峰号については、拉致被害者が帰国されるまでは、 

 入港禁止措置を解除しないこと。 

 

３．北朝鮮に不測の事態が発生した場合の備えや、拉致被害者の安 

 全の確保にあらゆる手立てを尽くすことはもとより、安否不明者 

 の生存確認及び早期帰国の実現を図ること。 

  あわせて、拉致の疑いがある方々についての調査・事実確認を 

 引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第、被害者とし 

 て認定すること。 

 

４．北朝鮮による再調査の進捗に応じて、生存者に関する情報等の 

 共有を図るなど、地元自治体との連携を密に行い、帰国後の生活 

 再建にあたっては、新たな帰国者が直面すると考えられる言葉や 

 住居、医療・保健や生活相談、就職・就業の問題などを含め、拉 

 致被害者及びそのご家族に寄り添い、様々な状況に適切な対応が 

 なされるよう柔軟に対応するとともに、支援策の拡大に向けて制 

 度改正等を行うこと。 
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１５ 防災スペシャリストによる地方公共団体の体制強化に関する緊急提言 

 

 

 全国的に広域かつ甚大な被害が想定される「南海トラフ巨大地震」、近年、全

国各地で頻発する「ゲリラ豪雨」や「大規模土砂災害」、地方段階での拡大防止

が必要な「家畜伝染病」や「新型インフルエンザ」など、国土強靭化に向け、

地方においても様々な災害や危機事象への対応能力が求められている。 

 一方、災害対応に精通した人材の育成には、一定の時間と経費が必要であり、

厳しい行財政改革に取り組んでいる地方公共団体では、防災担当部署に専門的

職員を配置することが困難となっている。 

 また、災害派遣経験のある即戦力として「防災スペシャリスト」の活用が期

待されるが、厳しい地方財政事情の中、採用が進まない状況にある。 

 これらを解決し、国土強靭化を図るため、「防災スペシャリスト」を地方公共

団体が採用し、地方から災害対応能力を底上げしていくことができるよう、以

下のとおり提言する。 

 

記 

 

 地方公共団体が「防災スペシャリスト」を、例えば防災専門監として採用・

配置する場合、必要な経費について、地方交付税などによる財政支援を行うこ

と。また、その財政支援にあたっては、地方公共団体のニーズや様々な採用形

態に応じた弾力的な運用を図ること。 
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≪政策要望≫ 



 

【農林水産関係】 
 

１ ＴＰＰ協定交渉について 

（１）ＴＰＰ協定については、地方経済・国民生活への影響や効果、交渉内容等に関

する国民への十分な情報提供と明確な説明を行い、交渉に当たっては、地域の活

力を決して低下させないよう、国益を守ること。 

 

（２）農林水産業については、経済連携の推進のあるなしに拘わらず、持続的に発展

していけるよう、国の責任において、具体的・体系的対策を明示し、講ずること。 

 

（３）ＴＰＰ協定への参加を判断するに当たっては、地方はもちろん、広く国民の意

見を十分に聴き、東日本大震災からの復興の途上にある被災地の活力を決して低

下させることがないよう、十分に配慮すること。 

 

２ 農業の振興について 

（１）「食料・農業・農村基本計画」の推進・見直しに当たっては、「農林水産業・

地域の活力創造プラン」で示された基本的方向も踏まえ、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こと。 

 

（２）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とともに、非主食用米等については、需要を考慮し

た上で、その生産をより一層誘導する仕組みとすること。 

また、新たに検討を行っている収入保険の導入については、災害や農業情勢等

による収量や販売価格の低下のほか、生産資材費の高騰などにも対応するなど、

経営を支える万全なセーフティネットとするとともに、加入を希望する農業者が

加入しやすい制度を構築すること。 

 

（３）「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行に当たっては、

国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の継承等、

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を踏まえ、将来にわたって、効果的に

支援を行うことができる仕組みとするとともに、事務経費を含め、基本的に国庫

負担により予算を確保し、我が国の農地の保全を図ること。 

また、中山間地域等直接支払制度については、平成２７年度からの第４期対策

において、中山間地域の耕作放棄地の一層の発生防止が図られるよう、樹園地や
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棚田等の取組面積拡大に向けた制度の充実・強化を行うこと。 

あわせて、過疎化・高齢化が進行している中山間地域においては、後継者が確

保されるよう、多面的機能の発揮という観点に加え、社会政策的観点も含め、十

分な所得を確保するための新たな支援制度を構築すること。 

 

（４）青年就農給付金の支給を長期に継続できるよう、必要な予算を十分に確保する

とともに、新規就農者の就農意欲の喚起と定着を図るための支援策を充実させる

こと。 

また、農業研修生を受け入れる農家等に対し、その活動に見合う支援策を創設

すること。 

さらに、集落営農組織の法人化促進や、法人化後の経営安定への支援策を講じ

るなど、持続的な担い手づくりに努めること。 

 

（５）農地中間管理機構については、関係事業の予算を十分確保するとともに、その

活用状況等を検証し、都道府県や市町村など、関係機関の実情を踏まえた有効な

仕組みとなるよう必要に応じて改善を行うとともに、地方に負担を生じさせない

こと。 

 

（６）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対象品目の拡大及び輸入食品

の検疫体制の強化を行うとともに、地方が行う以下の取組を支援すること。 

・有機農業等の環境に配慮した農業に係る技術開発や販路拡大対策の推進 

・食育及び地産地消運動の推進 

・農薬の飛散防止技術及び残留分析技術の調査研究や普及 

 

（７）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。 

 

（８）農業の生産性向上を図るためには、農地の大区画化や汎用化、農業用水利施設

の老朽化対策等の農業生産基盤整備、農地利用集積などが不可欠であることから、

計画的にこれらの事業が推進できるよう必要な予算の確保を図ること。 

また、集落間道路の整備や農村地域の防災・減災対策を推進するとともに、太

陽光発電や小水力発電等の再生可能エネルギーの導入や、耕作放棄地の再生など、

地域の緊急的な課題の解決に向けた施策を推進すること。 

 

（９）口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の国内への侵入・まん延防

止や特定家畜伝染病における疑似患畜確定前の防疫措置について、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。 

なお、家畜の処分については、埋却が困難な場合や耕作放棄地及び農地以外が

埋却地の対象となる場合もあるため、適切な防疫対策や埋却地の再活用が可能と

なるような支援策を講じること。併せて、移動式焼却炉や移動式レンダリング処
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理装置の配備を行うこと。 

また、家畜伝染病予防法で規定されていない飼育動物が家畜伝染病の病原体に

感染している場合、まん延防止措置を実施できないことから、関連法令を整備す

るなどの措置を検討するとともに、必要な財政措置を講じること。 

さらに、現在、全国的に発生している豚流行性下痢（ＰＥＤ）については、感

染経路の速やかな解明と、ワクチンの需要に見合った安定的・継続的な供給体制

を維持するとともに、生産現場における侵入・まん延防止対策に対して、必要な

財源の確保や支援措置を講じること。 

 

（１０）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こと。 

また、畜産現場では、産業動物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の整備及

び国家資格化を検討すること。 

 

（１１）野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に拡大している実態を踏まえ、簡易

で効率的な捕獲方法の研究、捕獲の担い手確保並びに侵入防止柵の整備等、鳥獣

被害防止対策の更なる拡充と継続を図ること。また、捕獲した野生鳥獣を獣肉と

して活用する際の衛生管理について全国統一の基準と仕組を整備するなど、獣肉

の利活用を推進すること。 

 

（１２）我が国の農林水産業の持続的発展が将来にわたり可能となるよう、ＷＴＯド

ーハ・ラウンドにおける農業交渉及びＥＰＡ・ＦＴＡ等の交渉において適切に対

応すること。また、大筋合意に至った日豪ＥＰＡについては、生産者が将来に向

けて展望を持って経営を継続していくため、国において、万全な措置を講じるこ

と。 

 

（１３）東京電力福島第一原子力発電所事故の発生による農林水産物等の安全性の問

題について、特に以下の対策を早急に講じること。 

・地方公共団体や関係団体等が実施する農林水産物の放射性物質検査に係る検査

機器の整備及び検査人員の確保等について、財源措置を含め全面的な支援を行

うこと。 

・放射性物質により汚染された土壌等の除染を迅速に行うこと。 

・放射性物質に汚染された農業系廃棄物について、最終的な処分方法が具体的に

確立するまでの間、一時保管等の隔離対策を強力に支援すること。 

・食品中の放射性物質に関する基準値に関し、国民の理解促進を図ること。また、

国産農林水産物の安全性について、国内外における情報発信やリスクコミュニ

ケーションを積極的に行うなど、風評の払拭に努めるとともに、地域の取組に

対しても支援を行うこと。 

・国産食品に対する諸外国の輸入規制の早期解除に向けて、政府間交渉の取組を

より一層強化するとともに、取組状況について、継続して情報提供を行うこと。 

 

（１４）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。 
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（１５）燃油価格・肥料価格や配合飼料価格が長期にわたり高騰し、農家の実質負担

が増加していることから、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

価格安定制度を拡充・強化すること。 

特に、燃油価格高騰緊急対策については、生産・加工工程で燃油を使用する菌

床しいたけ、茶及び葉たばこ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。 

 

（１６）農林水産業の６次産業化を着実に推進するため、「６次産業化ネットワーク

活動交付金」の拡充・強化を図ること。 

特に、国が認定した「総合化事業計画」が円滑に推進されるよう、施設整備等

に必要な財政措置を講じること。 

 

（１７）「果樹・茶における改植及び未収益期間対策」については、平成２６年度が

終期となっており、競争力のある産地への構造改革に向けて有効な施策であるこ

とから、引き続き、支援を継続するとともに、茶の小規模園地整備や他品目から

の転換による新植も支援に加えるなど、支援対策の充実・強化を図ること。 

 

３ 林業の振興について 

（１）森林整備や木材利用などの森林吸収源対策は、地球温暖化対策の重要な柱であ

り、継続して実施することが重要であるため、地球温暖化対策のための石油石炭

税の税率上乗せ分の使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地

方の役割等に応じた税財源として確保するなど、森林吸収源対策及び地球温暖化

対策に地方団体が果たす役割を適切に反映した安定的かつ恒久的な地方税財源の

充実・強化のための制度を速やかに構築すること。 

また、国産材の積極的使用、木質バイオマスエネルギーの利用拡大、Ｊ－クレ

ジット制度の活用への支援を拡充すること。 

 

（２）森林の有する多面的機能の持続的な発揮と、林業・木材産業の地域資源創造型

産業への再生、木材利用・エネルギー利用拡大による低炭素社会への貢献を図る

ため、森林・林業の再生に当たっては、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。 

・平成２６年度で終了予定の「森林整備加速化・林業再生事業」の延長又は新た

な支援制度の創設などによる川上から川下に至る総合的な取組への恒久的な支

援 

・「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」などによる森林整備の推進 

・木造公共施設等の整備に対する助成制度の拡充・強化 

・木材利用ポイント制度の延長など、民間施設への国産材の利用を促進するため

の施策の充実 

・森林経営計画の作成や実行に必要な担い手の確保・育成 

・林道整備等を促進する定額助成制度の創設 

・建築基準法関連の法整備の早期実現など、飛躍的な木材需要の拡大につながる

ＣＬＴの取組への支援 
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・東京オリンピックなど、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 

 

（３）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、実効性のある支援措置を早急かつ長期的に講じること。 

 

（４）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い発生した放射性物質により汚染され

た全てのしいたけ原木等の廃棄物処理について、国は国民の不安を払拭するなど、

万全の措置を講じること。 

また、きのこ・山菜類の出荷制限の解除要件については、野生きのこなどの実

態に即して、検体量を減らすなど柔軟に対応すること。 

さらに、風評被害等により特用林産物の生産及び経営に多大な支障をきたして

いるため、きのこ原木等の生産資材の助成などの施策を長期にわたり継続するこ

と。 

 

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）「資源管理・漁業経営安定対策」については、燃油・配合飼料価格の高騰が続

く中、漁業者が安心して漁業に取り組む事ができるよう漁業コスト構造改革緊急

対策や燃油に係る税制特例措置を恒久的な制度とすること。特に、漁業共済の補

償水準や、養殖業における適正養殖可能数量の設定方法について、地域の意見や

実情を踏まえた上で見直すこと。 

 

（３）周辺諸国との漁業外交を強力に推進し、既存の漁業協定の見直しも含め、水産

物の安定供給の確保対策を強化すること。 

特に、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、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。 

さらに、日台漁業取決めについては、法令適用除外水域を見直すこと。 

また、排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が根絶されるよう、

国の監視・取締体制を充実・強化すること。 

 

（４）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の流出により、水産業へ

の影響が懸念されることから、汚染水等が海洋へ流出することのないよう、万全

の措置を講じること。 

 

（５）「新規漁業就業者対策」については、特に収入が不安定な就業直後の給付金制

度を創設するなど、漁業技術の習得から着業まで一貫した支援体制を整備するこ

と。また、漁業への着業率が高い漁家子弟に対する就業支援制度を拡充し、持続

的な担い手づくりの体制を整備すること。 
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【商工労働関係】 
 

１ デフレ経済からの本格的な脱却と持続的な経済成長の実現

について 

安倍新内閣の発足後、政府・日銀においては、「大胆な金融政策」、「機動的な

財政政策」及び「民間投資を喚起する成長戦略」が進められている。 

こうした中、消費税率引上げの影響に適切に対処するとともに、デフレからの本

格的な脱却と持続的な経済成長を実現するためには、大胆な為替・金融緩和政策、

経済対策及び規制改革等の対策が必要である。 

政府・日銀においては、引き続き、海外の経済情勢や為替の動向を注視した大胆

な為替・金融緩和政策に加え、当面は柔軟な姿勢で財政健全化に臨むとともに、財

政出動を拡大し、名目ＧＤＰを高めることを目指した経済対策を検討・実施するこ

と。 

また、政府においては、「産業競争力強化法」に基づく支援や「国家戦略特区」

の着実な実施を行いつつ、地域産業を振興する「地域戦略特区（仮称）」を創設し、

大胆な規制緩和、税制の優遇などを講ずること。 

 

２ 地域経済の活性化について 

（１）地方産業競争力協議会における議論を適切に国の政策に反映させるとともに、

国の経済財政諮問会議や産業競争力会議など、経済財政政策について検討する機

関及び今後設置される地方創生本部に、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、地域活性化総合特区については、企

業投資を呼び込み、就業の場を創出するため、国際戦略総合特区と同様に法人税

についても軽減すること。 

 

（３）電力各社の値上げが地域経済に与える影響を考慮し、電力の安定供給を確保し

た上で料金上昇を抑制する道筋を明確にすること。 

また、事業者向け発電設備や省エネ機器などの導入・改修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。 
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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の金融情勢を踏まえ、政府系金融機関の

融資制度を中小企業が利用しやすいよう充実するなど、中小企業の資金繰りに支

障を来さないよう対策を講じること。 

特に、経済情勢を踏まえたセーフティネット保証５号の認定要件や業種指定の

随時見直し、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の取扱期間の延長、金融

機関に対する指導強化により、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セーフティネット保証に係る保険の

填補率の引き上げや、協会への無利子貸付並びに補助など支援措置を講ずるとと

もに、今後、政策金融の全般的な見直しの一環として、｢中小企業信用保険事業」

の在り方を検討する場合には､地方自治体の意見を十分反映すること。 

 

（３）地域産業の活性化や中小企業の振興を図るため、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

ること。 

 

（４）小規模企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、施策の実施に当た

っては、都道府県の意見をしっかり反映させるとともに、都道府県が行う中小企

業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）小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴う国庫貸付金（補助金）の償還

にあたっては、債務者等の死亡・破産等による延滞事案が全国的に発生している

ことを踏まえ、回収状況に合わせた段階的償還や実質的に回収不可能な事案につ

いての償還免除など、実態を踏まえた措置を講じること。 

また、代替措置として現在検討中の新設備貸与制度については、都道府県や貸

与機関の意見を十分反映した制度とすること。 

 

４ 雇用対策の推進について 

（１）地域人づくり事業の継続実施及び要件緩和並びに雇用基金の積み増しを行うな

ど、地方が地域の実情に応じた多様な人づくりに積極的に取り組めるよう支援を

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。 

 

（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
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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。 

 

（４）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。 

 

（５）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応じた弾力的運用を

図ること。 

 

（６）非正規労働者の正規雇用化や処遇改善策の充実を図ること。 

 

（７）女性が安心し希望をもって働き、充実した職業生活と家庭生活を送ることがで

きるよう、環境の整備や継続雇用・再就職支援等のための施策の充実を図ること。 

 

（８）６５歳以上の高齢者の就業機会の確保や７０歳まで働ける企業の拡大のための

施策を充実するなど、意欲のある高年齢者が安心して働けるよう雇用・就業対策

を充実すること。 

 

（９）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、身体障害者手帳等を有していないが、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の雇用納付金制度に基づく各種助成金制度の対象に

追加すること。 

 

（１０）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。 

また、これまで都道府県で実施していた「機械保全」職種の技能検定が平成  

２７年度から指定試験機関で実施されることになったが、指定試験機関が実施す

る技能検定については、受検地や受検回数など、受検者の利便性が阻害されるこ

とがないよう、受検機会の十分な確保に努めること。 
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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等の一部を改正する等の法律」の施行に当た

り、以下の措置を講ずること。 

・内閣総理大臣から消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち都道府県

知事が行うこととされる事務や、執行に当たっての国と都道府県の役割分担等

については未だ不明な点が多く、今後、政省令等により詳細が定められると考

えるが、その制定にあたっては、都道府県と事前に協議を行い、意見を反映す

ること。 

・都道府県知事に新たに付与される権限の執行に当たり、監視指導業務等の増加

が見込まれることから、都道府県における人員確保や調査業務等に要する経費

に対し、国が必要な財源措置を講ずるとともに、業務の円滑な執行に必要な研

修の実施やマニュアル（ひな型）の整備等に配慮すること。 

・事業者が講ずべき景品類の提供や表示の管理上の措置に係る新たな制度の導入

に当たり、国が策定する指針等の具体的な内容及び導入のスケジュールについ

て早期に示すとともに、対象となる事業者に十分周知し、適正な執行が図られ

るよう配慮すること。 

・課徴金制度の導入について、速やかに制度設計を行うこと。 

 

（２）都道府県知事による事業者に対する調査権限については、「都道府県知事が必

要があると認めるとき」とするなど、調査権限の拡充を図ること。 

 

（３）「不当景品類及び不当表示防止法」第４条第１項第１号に定める優良誤認表示

では、本年３月に食材の表示について「ガイドライン」が示されたところである

が、具体的事例も限られており、基準等が明確になったとは言い難いものである。

全国的に統一した対応が必要であることから、優良誤認を招く食材の不適切表示

等については、今後も随時具体的事例を増やす等、「ガイドライン」を充実する

こと。 

 

２ 消費生活相談体制の充実・強化について 

（１）消費生活相談体制の充実・強化に当たっては、都道府県等の関係機関への詳細

かつ丁寧な説明を行うとともに、十分な協議を行い地方の意見を反映させること。 

制度の見直しに当たっては、十分な準備期間を設けるとともに、具体的なスケ

ジュールを示すこと。 

 

（２）消費生活相談体制の充実に係る都道府県及び市区町村の人員確保を含めた事務

や事業に要する経費については、地方消費者行政活性化基金の継続等引き続き国

が必要な財源措置を講ずること。 
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【国土交通関係】 

 

１ 防災・減災対策の推進等について 

 

（１）豪雨や地震等による災害が発生しやすい地理的特性下にある我が国において、

国民の生命・財産を守るためには、自然災害の未然防止や被害の軽減対策が重要

な課題である。このため、未曾有の被害をもたらした東日本大震災をはじめとす

る近年の自然災害の動向に対応できるよう、国土強靱化基本計画等に基づき、道

路・河川・砂防・海岸事業等の防災・減災対策や、住宅・建築物等の耐震化対策

を重点的、計画的に講じることなど、強靱な国土づくりに向けた取り組みを迅速

に進めること。 

   さらに、必要な社会資本整備を着実に進めながら、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、起債制度の拡充を図るとともに、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。 

 

（２）港湾機能の強化や高速道路網等のミッシングリンクの解消による日本海国土軸

及び太平洋新国土軸等の確立等、広域及び地域におけるネットワークの代替性・

多重性の確保・確立に必要な対策を積極的に実施し、広域的な経済活性化と災害

に負けない安全・安心な国土づくりを進めること。 

 

２ 水源地域及び水資源の保全について 

 

国民の安全・安心な生活の確保のため、水源地域及び水資源の保全に向けて、水

循環基本法の趣旨を踏まえ、水源地域及び水資源の適正な管理や海外資本等による

土地取引、利用、開発の規制に係る法令等の整備を行うとともに、土地所有者情報

の行政機関相互の共有等を一層促進すること。 

 

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・更新を適切に行うことが重要となっており、

今後、国及び地方等が一体となって継続的に取り組んでいかなければならない。し

たがって、さらに増加すると見込まれている維持管理・更新に必要な予算を確保す

るとともに、点検や修繕に係る交付要件の緩和や国費率の嵩上げなど、地方等への

財政支援の拡充を図ること。 

また、維持管理・更新に関する技術開発の推進や技術者の育成など、社会インフ

ラの老朽化対策を着実に推進すること。 

 

４ 鉄道整備等の推進について 

 

（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
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り方など財源構成の枠組みの見直しをはじめ、地方の受益の程度を勘案した負担

改善策を継続して実施し、整備計画どおり早期完成を図ること。 

   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、ＪＲ貸付

料の活用等新たな支援策及びその財源措置やＪＲからの協力・支援のあり方など

を検討し、所要の対策を講じること。 

 

（２）災害時のバイパス機能やリダンダンシーの確保の観点も含めて、リニア中央新

幹線やフル規格による北陸新幹線の早期全線整備、青函共用走行問題における早

期の抜本的解決、フリーゲージトレイン（軌間可変電車）の早期実用化、基本計

画路線の整備計画路線への格上げなどの新幹線の整備促進、主要幹線と都市間、

地方都市間の輸送の高速化、相互連携及び安定輸送確保を図ること。 

 

（３）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。 

 

（４）生活バス路線、地方の鉄道路線の維持・確保や離島航路・空路の維持・拡充等、

地域の実情を踏まえ、財政支援の拡充など適切な支援を講じること。 

 

（５）交通行政について国と地方の役割分担を明確にした上で、地域が主体となって

地域の交通ネットワークを構築・維持するために必要な権限・財源の移譲を引き

続き進めること。 

 

（６）公共交通機関の利便性向上策として、ＩＣカード乗車券導入や、鉄道トンネル

内等での携帯電話等の接続環境の向上を図るために、事業者が行う投資に対する

支援策を充実すること。 

 

５ 観光振興対策の推進について 

 

（１）観光立国確立に向け、空港・港湾における訪日観光客の入国手続きについては、

短時間のスムーズな入国審査を始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２５年に訪日外客数が過去最高を記録したが、東日本大震災前の訪日観光

客数にいまだ至らない地域の本格的な回復と、今後の更なる増加を図るため、安

全・安心に係る正確かつ迅速な情報の発信や、訪日短期滞在ビザ免除対象国の拡

充、訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘致、送客元の多様化など、積

極的な対策を実施すること。 

 

（３）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

伴う建築物の耐震診断・設計・改修に必要な資金について、助成制度・金融制度

の拡充を行うとともに、耐震改修工法の情報提供等総合的な支援策を講じること。 
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６ 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があること

から、我が国の成長力・国際競争力を強化し、また災害に強い国土づくりを行う

ためにも、高速道路が国全体のネットワークとして機能するよう、国の責任にお

いて早期整備を図ること。 

 

（２）高速道路の利用を促進し、利便性の向上や地域活性化等を図るため、スマート

インターチェンジ等の整備促進を図ること。 

 

（３）大都市圏の高速道路の料金体系については、環状道路の整備に合わせ道路ネッ

トワークの最適化を図るため、首都圏では平成２８年度、阪神圏では平成２９年

度に管理者を超えたシームレスな料金体系が実現できるよう、着実に検討を進め

ること。 

 

（４）高規格幹線道路を補完し、幹線道路ネットワークを形成する、地域高規格道路

についても、整備推進を図ること。なかでも、隣接する県庁所在地間が高規格幹

線道路で連結されてない地域や高規格幹線道路が欠落している地域については、

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

地域高規格道路の早期整備を図ること。 

 

（５）国の高速道路等の料金政策により影響を受ける鉄道、フェリー、高速バス等の

公共交通機関に対して、十分な対策を講じること。 

 

７ 航空路線の維持・充実等について 

 

航空路線が日本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

日本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

復興支援を図る観点からも、航空ネットワークの維持・充実及び空港機能の強化に

ついて適切な対応を図ること。 

また、小規模需要に適したコミューター航空を活用すること。 

 

８ 地域振興施策の推進について 

 

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、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、地域の振興施策を推進すること。 

また、平成２６年度末で期限切れとなる「山村振興法」及び「半島振興法」の延

長・充実を図ること。 
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９  高速乗合バス・貸切バスの安全対策の強化について 

 

後を絶たない高速乗合バスの重大事故発生を踏まえ、「高速・貸切バスの安全・

安心回復プラン」の着実な推進等による運送事業者に対する指導に加え、道路の安

全対策、バス運転者の確保・育成と疾病・過労対策、車両の安全対策等、実効性の

ある高速乗合バス・貸切バスの安全確保対策を徹底すること。 

 

10 港湾の整備の推進等について 

 

我が国の成長力・国際競争力を強化するため、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、

臨港道路等の整備を推進すること。 

また、大規模地震や津波等の災害時において、緊急物資輸送や物流機能を確保で

きる耐震強化岸壁や、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

する地区の護岸等の整備を推進すること。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。 

 

11 直轄事業負担金制度改革の確実な推進について 

 

直轄事業負担金制度については、国と地方の役割分担等の見直しや地方への権限

と財源の一体的な移譲と併せ、制度の廃止など抜本的な改革を速やかにかつ確実に

進めること。 

  その際には、社会資本整備の着実な実施にも配慮すること。 
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【社会保障関係】 
 
１ 社会福祉及び保健医療対策等の拡充について 
 

地域に暮らす住民が安心して暮らせるよう、国と地方の社会保障サービスが一体

として支えていることを踏まえ、それぞれの役割分担の下で、互いに協力し持続可

能な社会保障制度を確立する必要がある。国においては、責任ある立場を強く自覚

し、現実に生じる深刻な課題への対応を地方に転嫁することなく地方の意見を十分

に尊重し、真に住民への責任を果たし得るよう、次の事項について、十分に対処す

るよう要望する。 

 

（１）地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センターへの支援等による

高齢者の介護予防や自立した生活のための支援策の拡充、医療・介護の連携の促

進、地域の認知症支援体制の構築、適切な介護報酬の設定や資格取得の支援等に

よる介護サービス人材の確保など高齢者施策の充実を図ること。 

   また、その際の地域支援事業の見直しに当たっては、サービスの提供に地域間

格差が生じることのないよう必要な支援措置を講じること。 

さらに、介護保険制度が将来にわたり安定したものとなるよう、保険料と国・

地方の負担の在り方を含め、必要な制度の改善を図ること。 

 

（２）新たな障害者福祉制度の構築に当たっては、障害者総合支援法施行後３年を目

途として検討することとされた部分を含め、工程表を明確にした上で、都道府県・

市町村の意見を聴きながら、財源とマンパワーを十分に確保し、持続可能な制度

とすること。 

   また、障害者差別解消法の円滑な施行に向けて、国民や事業者に対する丁寧な

周知啓発を行うとともに、地方の意見を聴いた上で合理的配慮の提供等に必要な

支援を行うこと。 

 

（３）生活保護制度については、現在の保護費の国庫負担率を含めた国と地方の役割

分担を最低限維持した上で、扶助の適正化と自立の助長を一層促進するとともに、

最後のセーフティネットとしての機能が十分に発揮されるよう、不断の見直しを

行うこと。 

また、生活困窮者対策については、制度の具体化に当たり、地方の意見を十分

に反映するとともに、必要な財政措置を講じ、生活保護に至る前の段階の全国一

律のセーフティネットとして、真に実効ある制度とすること。 

 

（４）子どもの貧困対策の推進に当たっては、国の責任において必要な財源を確保し

た上で、貧困の連鎖の防止に向け、すべての子どもが安定した生活環境のもと等

しく教育を受けることができるよう、教育支援、生活支援、保護者の就労支援、

経済的支援等、様々な世帯の状況に応じたきめ細かな支援策を総合的に充実させ、

子どもの貧困撲滅に繋がる実効あるものとすること。 

 

（５）地域の要援護者に対し、行政だけではなく、住民組織、民生委員、ＮＰＯ、医
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療・介護関係者等、様々な地域資源との連携による見守り・支え合い体制の構築

により、きめ細かい支援を行うため、十分な財源を確保した上で、地域における

支え合い体制づくりの推進を図ること。 

 

（６）自殺対策については、相談支援事業等の地域における実践的な取組を充実・強

化できるよう、平成２６年度末に設置期限を迎える地域自殺対策緊急強化基金の

継続など必要な財政措置を講じること。 

 

（７）医療・介護提供体制の整備のための財政支援制度については、地域の実情に応

じて柔軟に活用できる制度とし、将来にわたり十分な財源を確保するとともに、

不断の見直しを行い、真に実効あるものとすること。 

 

（８）地域及び診療科における医師偏在や全国的に深刻な状況に陥っている医師不足

の抜本的改善を図るため、地域及び診療科における必要な医師数を明確にした上

で、医師養成の在り方等について早急に見直し、医師不足地域における一定期間

の診療を義務付けるなど、医師確保対策を強力に推進すること。また、看護師等

医療従事者の養成・確保や資質向上に係る環境整備を強力に推進すること。 

 

（９）自治体病院等については、へき地医療など地域において重要な役割を果たして

いるその使命にかんがみ、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。 

 

（１０）将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、国の財政責任を明確

にした上で、医療保険制度の改革等を着実に行うこと。特に、国民健康保険制度

の見直しに当たっては、国の定率負担の引上げによる公費負担の拡大などにより、

構造的な問題に対する抜本的な解決を図り、持続可能な制度にするとともに、都

道府県と市町村が適切に権限と責任を分担し、市町村のインセンティブが働く制

度とすること。また、後期高齢者医療制度については、現行制度を基本とし、必

要な改善を加えながら安定的な運営に努めること。 

   その上で、すべての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的道筋

を提示すること。 

 

（１１）重度心身障害者（児）、乳幼児、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金の減額措置を廃止すること。 

 

（１２）難病対策及び小児慢性特定疾患対策については、平成２７年１月からの制度

開始に当たり、円滑な運営が可能となるために、事務が過度な負担とならないよ

う配慮するなど必要な措置を講じること。 

特に、高額療養費の所得区分の取扱いについては、患者の負担をはじめ、当該

事務に要する都道府県の負担が膨大なものであることから、早急に廃止すること。 

また、難病患者の社会参加のための施策を充実させるに当たり、福祉・介護サ

ービス等の拡充など、総合的・包括的な難病対策をより一層推進するために必要

な財政措置を講じること。 
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（１３）がん登録等の推進に関する法律の施行に当たっては、必要な財政措置を講じ

るとともに、具体的運用に係る事項について、都道府県から十分に意見を聴き、

効率的なシステムを早期に構築すること。 

 

（１４）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。 

 

 

２ 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

現の流布など、様々な人権にかかわる不当な差別その他の人権侵害事案に対応する

ため、早急に、実効性のある人権救済制度の確立に努めること。 

さらに、児童・高齢者・障害者等に対する虐待、子ども同士のいじめ、女性への

暴力や外国人等を排斥する趣旨の言動等を容認しない社会意識を形成するための教

育・啓発の充実に努めるとともに、必要な支援措置を講じること。 
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【文教関係】  
 

１ 教育施策の推進について 

 

（１）教育振興基本計画の推進、学習指導要領の円滑な実施及び少人数指導や特別支

援教育の充実などの課題に対応するため、中長期的な教職員定数改善計画を早期

に策定の上、教職員定数の改善を着実に実施すること。実施に当たっては、地域

の実情に応じた柔軟な学級編制と教職員配置が可能となるよう、所要の措置を講

じること。 

 

（２）高等学校等就学支援金制度については、生徒・保護者や関係機関の実情を踏ま

え、事務手続きの簡素化の観点から、所得制限の基準や受給資格審査、支給方法

など、適宜見直しを行うこと。 

また、低所得者に対する加算支給額、単位制高校進学者に対する支給制限、支

給月数の制限等の問題を解決するため、制度の更なる拡充を図ること。 

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

するための見直しを行うとともに、事務費も含めて全額国庫負担により実施する

こと。 

上記の２つの制度を実施するに当たっては、生徒・保護者の利便性を高め、事

務手続きを簡素化するための制度の見直しを行うこと。 

高校生修学支援基金事業については、平成２７年度以降も継続できるよう、基

金の設置期間を延長するとともに、安定的に運営ができるよう必要な財政支援を

行うこと。 

 

（３） 平成２６年度から段階的に実施することとされた幼児教育の無償化については、

子ども・子育て支援新制度における教育・保育サービスとの関係をしっかりと整

理したうえで、今後の方向性を明らかにするとともに、実施する場合には、国の

責任において必要な財源を確保すること。 

 

（４）私立を含めた学校施設、社会教育施設及び社会体育施設における耐震化（非構

造部材を含む。）及び老朽化対策を進めるため、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、私立学校施設への支援水

準については公立並とすること。 

   また、耐震化以外の環境改善のための施設の改修についても、地方公共団体の

作成した施設整備計画に基づく事業が着実に実施できるよう、必要な予算を確保

すること。 

   さらに、地域における文化芸術の拠点となっている文化会館等の文化施設につ

いても、耐震化、バリアフリー化への対応などの長寿命化や機能向上につながる

施設の改修など、その整備・充実に必要な財政支援を行うこと。 

 

（５）政令指定都市以外の市町村における教職員の人事権と給与負担の在り方につい

ては、広域での人事交流の調整の仕組みにも配慮しつつ、地域の実情に応じて決
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定できるよう検討すること。 

 

（６） 開催都道府県の意見を十分反映した国民体育大会の改革を推進すること。また、

国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催経費及び選手派遣のための経費

について応分の負担を行うこと。 

 

（７）大学は、地域における「知の拠点」として、地域の将来を支える産業や人材の育

成に多大な貢献を果たしていることを踏まえ、以下の点に配慮した施策を行うこ

と。 

  ・多様な分野で地域に貢献している公立大学が、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、財政支援の充実を図ること。 

  ・国立大学運営費交付金や評価の在り方の見直しに当たっては、地域の意向が十分

反映され、質・量ともに充実した大学運営が行える仕組みとすること。 

 

（８）専門学校生については、現在国において経済的支援のあり方に関する検討が進め

られているが、こうした制度の創設にあっては、適時に地方へ必要な情報提供を行

うとともに、専門学校が大学・短大と並ぶ高等教育機関であり、また、都道府県域

を超えて就学する生徒が多数に上ることから、国の財政負担において全国一律に実

施する制度とし、地方に新たな財政負担及び事務負担を生じさせないこと。 

 

（９）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や教育委員会の附属

機関等の組織の設置、いじめ防止対策の調査研究等、地方公共団体がいじめ防止等

の対策を総合的に推進するため、補助率の引き上げを含め、必要な財源を国の責任

において確保すること。 

 

２ 地域における科学技術の振興について 

 

地域における科学技術の振興は、新技術や新産業の創出による活力ある地域づく

り、さらには我が国全体の科学技術の高度化・多様化に結びつくものであることか

ら、その重要性を国家戦略の中で明確に位置づけ、広域的な産学官連携を推進する

ためのサポート体制の強化や、地域の産学官連携に不可欠なコーディネータを長期

安定的に確保するための制度の創設など、地域における科学技術の振興に向けた支

援策を積極的に推進すること。 

 

３ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会につ

いて 

 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を、観光振興、日本文化

の発信、地域活性化や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、大会開催による経済振興、国際交流、スポーツ・文化振興、障害者の社会参加

の促進といった様々な効果が、東日本大震災の被災地域はもとより、日本全体にい
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きわたるよう配慮すること。 

また、日本全体でオリンピック・パラリンピックを成功に導くため、地方におい

て、国際大会で活躍できる選手の発掘や育成、国際的なスポーツ合宿の受け入れ等、

創意工夫ある取組を継続的に実施できるよう、適切な財政支援を行うこと。 
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【環境関係】  
 

１ 地球温暖化対策の推進について 

 

平成２５年１１月にＣＯＰ１９で表明された我が国における２０２０年度までの

温室効果ガスの排出削減目標については、エネルギー政策やエネルギーミックスの

検討の進展を踏まえた見直しを速やかに実施するとともに、低炭素社会の実現に向

け、その取組を加速させるため、新たな目標値を含め我が国の地球温暖化対策の在

り方を早急に国民に示し、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となった取組を

着実に推進すること。 

 

２ 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、低燃費車の普及を一層促進するととも

に、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の加速的普及を図るため、研

究開発の推進、需要拡大、規制緩和、インフラ整備などについて、総合的な支援

策を講じること。 

特に、全国的な普及を図る観点から、充電及び水素供給インフラ整備に対する

補助制度を充実させるとともに、利便性の向上を図るため、高速道路の充電イン

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、全国の広い範囲で濃度上昇と注意

喚起実施事例が発生しており、国民の健康への不安の解消を図る必要があること

から、以下の対策を早急に講じること。 

・多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム等の解明を行い、総合的かつ広域

的な対策を講じること。 

・大陸からの越境大気汚染に対しては、発生国において実効性のある対策が講じ

られるよう技術協力を強化すること。 

・常時監視体制の更なる強化のための都道府県の負担について必要な支援を行う

こと。 

・注意喚起の正確性を高めるため、測定機の精度向上を促進するとともに、広域

的シミュレーションモデルを早急に構築し、より正確な予測を提供すること。 

・疫学的知見、特に、影響を受けやすいとされる高齢者や乳幼児、呼吸器系・循

環器系疾患患者の健康影響に関する知見の収集に努め、きめ細かな対応を定め

ること。 
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・健康不安解消のため、国民に対し広く情報が行き渡るよう情報発信を適切に行

うこと。 

 

（２）光化学オキシダント濃度の上昇要因については、大陸からの汚染物質の影響も

示唆されていることから、原因解明のための調査研究を更に進めるとともに、国

際的対応も視野に入れた対策を早急に講じること。 

 

４ 生物多様性保全対策等の推進について 

 

生物多様性の保全及び持続可能な利用については、生物多様性条約第１０回締約

国会議（ＣＯＰ１０）において採択された「愛知目標」の達成に向け、生物多様性

国家戦略２０１２－２０２０で掲げた行動計画に基づき、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

う必要な支援を行うこと。 

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侵略的外来種の駆除に関する対策を進め

ること。 

また、多様な主体による取組が積極的になされるよう、効果的な広報・啓発活動

を行うこと。 

 

５ 鳥獣保護管理対策の推進について 

 

野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に拡大するとともに、高山植物の食害等

の自然生態系への影響も懸念される中、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律」の一部改正により、指定管理鳥獣の個体群を適切に管理するため都道府県等が

実施する捕獲事業等が創設されるが、その実効性を確保し、鳥獣の捕獲等の一層の

促進や担い手の育成を図るため、以下の措置を講じること。 

 

（１）「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」

に基づく被害防除等を実施している市町村との連携や都道府県間の連携が重要と

考えられることから、広域的な調査や調整など連携体制の構築に向けた支援や国

立公園等の国の管理地における捕獲事業を国が実施することを含め、鳥獣の管理

等に関する法制全体における鳥獣の捕獲等に係る国・都道府県・市町村の役割分

担を明確にすること。 

 

（２） 具体的な制度設計においては、都道府県や市町村等の意見を十分に聴いた上で、

実態に即した運用が可能となるよう配慮するとともに、指定管理鳥獣捕獲等事業

などを実施する都道府県に新たに発生する事務・事業に要する経費について、交

付金の創設や交付税措置など確実に財源措置を講じること。 
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６ 総合的な廃棄物･リサイクル対策の推進について 

 

（１）廃棄物の資源化や処理について、その円滑・適正な推進に向け、国、都道府県

及び市町村等が役割分担の下、取り組んできているが、特に大きな役割を果たし

ている地方公共団体に対する支援を強化するなど、諸施策の充実を図ること。  

 

（２）ＰＣＢ廃棄物について、処理の安全性を確保するとともに、早期処理に向けて

実効性のある処理促進策を実施すること。 

特に、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理については、国の処理基本計画で定めるＪＥ

ＳＣＯの各事業所の処理期間内において、地元自治体の負担に配慮し、可能な限

り早期に完了できるようにすること。 

また、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理について、筐体も併せて処理が可能な無害化

処理認定施設の拡充を図ること。 

 

（３）不法投棄等に起因する支障除去等を円滑に進めるため、産業廃棄物適正処理推

進基金について、制度の改善を図るとともに、必要額を確保すること。 

なお、現行制度は平成２７年度までとされていることから、平成２８年度以降

の支障除去等に関する支援スキームについて、早急に検討を開始し、都道府県の

意見が反映された恒久的な制度を構築すること。 

また、産業廃棄物や特定家庭用機器等の不法投棄の防止対策など不適正処理対

策の推進のため、排出者責任の徹底や費用徴収方法などについて見直しを図るこ

と。 

 

（４）拡大生産者責任の考え方を重視し、生産者が製品の循環的な利用や適正な処分

を推進するよう、現行各種リサイクル法が適用されない製品についても、リサイ

クルシステムを早急に構築するとともに、必要に応じて各種製品に見合った処理

費用の前払い方式やデポジット制度を導入し、広く国民に対して、「リデュース・

リユース・リサイクル」の普及について取り組むこと。 

 

７ 海岸漂着物等対策の推進について 

 

海岸漂着物等の対策は、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、現行の海岸漂着物の処理等への支援が平成２６年度までとされているこ

とから、平成２７年度以降も継続して同様の支援を行うこと。 

あわせて漂流物・海底の堆積物の回収・処理等への支援も含めた十分かつ恒久的

な財政支援制度を早急に創設すること。 

また、地域的な対策を地方公共団体が行う場合にあっても､回収･処分等の各段階

における都道府県と市町村の役割分担を漂流物等も含めて明確にし、地方公共団体

に混乱が生じないように対応策を講じること。 
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８ アスベスト対策の推進について 

 

「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進に加え、検診制度の確立など

の石綿健康被害救済制度の充実、アスベスト飛散防止のための規制対象に石綿含有

成形板等を追加するなど、国の責任においてアスベスト対策の充実強化を図ること。 

また、石綿健康被害救済制度、建築物等のアスベストの有無に係る調査及び除去

等の助成制度の見直しに当たっては、地方公共団体に新たな費用負担を求めないこ

と。 
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【エネルギー関係】  
 

１ 資源エネルギー対策の推進について 

 

（１）エネルギー政策の総合的、計画的推進及び国民的合意の形成 

エネルギーが、国民生活や経済活動に欠くことのできない重要な基盤であると

ともに、その利用が地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、

エネルギー政策については、安全・安心の確保を前提とし、総合的なエネルギー

安全保障の強化や地球温暖化対策の推進等に留意しながら、国内外における対策

を総合的、計画的に推進すること。 

特に、電力システム改革については、電力の安定供給を大前提として、着実に

実行すること。 

また、エネルギー政策の推進に当たっては、地方の意見を十分に踏まえるとと

もに、国民の理解と合意を得られるよう最大限の努力を払うこと。 

   

（２）電源立地対策の推進 

電源地域の恒久的、広域的、自立的な振興を図るため、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。 

 

（３）再生可能エネルギーの導入拡大と地産地消 

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、「固定価格買取制度」の適切な運用や、

情報開示の徹底、規制緩和等の措置を講じるとともに、事業者及び使用者双方の

負担軽減を図るための税財政上の措置の拡充、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による導入拡大を最大限加速させること。 

特に、一部の地域で系統接続量の限界に達し、他の多くの地域でも限界に達し

つつあることが新たな再生可能エネルギー発電所設置の障害となっている現状を

重く受け止め、速やかな系統連系対策の強化等を推進すること。 

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。 

また、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、まずは各地域に潜在する再生可能エネルギーや未利用エネルギーをそ

の地域で効果的に活用する「再生可能エネルギーの地産地消」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事業に投資することができる環境

を整えるため、導入目標値を早期に設定し、規制緩和や必要な法整備を行うなど

の支援策を講じること。更には、総合特区制度、構造改革特区制度や地域再生制

度を活用した取組に対する積極的支援などの措置を講じること。 
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（４）水素エネルギー普及・導入拡大の加速化 

   新しい「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

を担うと位置付けられた水素エネルギーの普及・導入拡大を加速させるため、技

術開発やインフラの整備を戦略的に進めること。 

 

（５）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。 

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支援を行うこと。 

 

（６）エネルギーに係るインフラ整備の多様化 

災害リスクに備えた強靱な国土形成を進めるため、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など、エネルギーに係るインフラ整備

の多様化について、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、復旧など、電力供給力の十分な確保に向けた対策を講じ

ること。 

   加えてＬＮＧの安価な調達、シェールガス輸入の早期実現や電気の小売業への

参入の全面自由化により、エネルギーコストを低減させ、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、省エネルギー機器やエネルギー・マネジメント・

システムの導入に対する支援の継続や、ネガワット取引、時間帯別料金制などの

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など、引き続き実効性

のある節電対策を講じること。 
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【災害対策・国民保護関係】 
 

１ 大規模・広域・複合災害対策の推進について 
 

現在の災害対策法体系について、大規模・広域・複合災害（原子力複合災害等を

含む）を想定した国と地方の役割のあり方、緊急時対応から復旧復興に至る事務や

権限及び財政負担等の役割分担を含めた災害対策法制等の見直しを行うこと。 

見直しに当たっては、国、都道府県、市町村、民間企業、医療・福祉関係機関、

ＮＰＯなど、全ての主体が総力を挙げて対応できる法体系・仕組みとし、特に以下

の事項について、実効性のある施策を講ずること。 

 

（１）緊急時対応における役割分担のあり方 

地方や民間等の主体的な活動を原則としつつ、それで対応できない部分は国の責

任で対応すべきことを明確化すること。 

 

（２）包括的な適用除外措置の創設 

既存の法律や政省令等による規制や制約により、各主体の緊急時対応が阻害され

ないよう、包括的な適用除外措置を創設すること。 

 

（３）国の財政支援に係る事務手続きの簡素化等 

   大規模・広域・複合災害（原子力複合災害等を含む）への迅速な対応を図るた

め、国の財政支援における地方自治体の事務手続きの簡素化、資金使途や期間制

限等の制約撤廃など、必要な見直しを行うこと。 

 

（４）緊急時対応体制の構築 

国の指揮命令系統を明確化し、対応調整権限や予算措置権も含めて、専属組織

の創設等、国として一元的に緊急時対応を行える体制を構築すること。 

 

（５）広域応援・受援体制の構築 

地方自治体の行政機能喪失を想定した水平補完を基本とする支援、支援物資の

調達・輸送・配分、広域避難者の受入及び情報収集・共有などの広域応援・受援

体制については、地方の意見を十分に聴き、府省庁間の縦割りの是正や国と地方

の役割分担の整理、ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム)、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ(緊急災

害対策派遣隊)、行政版ＤＭＡＴ(被災経験自治体による支援チーム)及び災害派遣

福祉チームなど各種分野における支援組織の法制化等も含めて体制を構築するこ

と。また、海外支援を積極的に活用するための協力体制を整備すること。 

さらに、今冬の大雪による教訓を踏まえ、普段降雪の少ない地域で大雪となっ

た場合の広域応援体制や費用負担等の仕組みづくり、除雪機の輸送方法の研究と

必要な訓練等を検討すること。 

 

（６）災害救助法の見直し 

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、期間や資金使途
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などの制約の撤廃等、被災自治体及び避難者受入自治体等の自主的・弾力的な運

用が可能となるよう、救助範囲を含めて見直しを行うとともに、必要な経費につ

いて、確実な財源措置を行うこと。 

 

（７）巨大地震対策及び津波対策の加速化と抜本的な強化 

昨年成立した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、地震対策大綱等による具体的かつ実効性のある施策を

速やかに進めるとともに、基幹的広域防災拠点の増強・追加・整備を進めること。 

 

（８）複合災害対策の推進 

   原子力災害を含む複合災害対策については、別個の関係法令からなる複数の指

揮系統による現場の混乱等の課題を踏まえ、従来の府省庁縦割りから脱し、統一

的・効果的な複合災害対応が可能となるよう、法体系や国の指揮命令系統の一元

化及び本部機能充実を含め、必要な検討・見直しを行うこと。 

 

（９）災害対策法制等の見直しの更なる推進 

上記のほか、中央防災会議「防災対策推進検討会議最終報告」及び全国知事会

意見・要望の反映に配慮すること。また、これまで国において進めてきた災害対

策法制等の見直しの中で反映できない事項については、引き続き、見直しを検討

すること。 

 

２ 災害予防対策の推進について 
 

災害から国民の生命、身体及び財産を守り、社会生活・地域経済の安定を図る

ためには、事前防災及び減災の視点を取り入れた様々なハード・ソフト対策を適

切に組み合わせて効果的に施策を推進する必要がある。そのため、東日本大震災

の教訓を踏まえ、地域防災計画の基本となる国の防災基本計画の更なる充実を図

るなど、災害予防対策の取組を確実に推進すること。 

特に以下の事項について、実効性のある施策を講ずること。 

 

（１）災害予防対策の推進 

   地域防災力の向上に対する支援、防災分野の人材育成、建物・構造物等の耐震

化や老朽化対策、津波対策及び液状化対策、建物を守る地盤対策、共済制度や地

震保険制度の充実、ソーシャルメディア等を活用した災害情報伝達手段の研究と

整備、情報通信基盤の堅牢化・冗長化など、必要なハード・ソフト対策を推進す

ること。 

 

（２）調査研究等の充実・強化 

     地震津波、風水害や土砂災害、火山噴火等の予測精度の向上等を図る取組を推

進すること。また、南海トラフ地震や首都直下地震等の観測施設の早期整備と予

知・観測体制の強化、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。 
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（３）財源の確保 

   南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定地域を含む全国各地におけるハー

ド・ソフト対策を引き続き推進するため、事前防災・減災に資する事業について、

緊急防災・減災事業債の恒久化など起債制度の拡充や新たな交付金の創設を含め

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。

また、平成２７年３月３１日に期限が切れる「地震防災対策強化地域における地

震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（地震財特法）」

を延長すること。 

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。 

 

（４）特別警報の発表方法等の見直し 

的確な避難誘導等の判断材料になり得る、また住民の身を守る行動を促す特別

警報等となるよう、予測精度の向上やきめ細かな予測情報の提供に取り組むとと

もに、発表範囲を市町村単位に細分化するなどの見直しを含む検討を行うこと。 

 

（５）公共インフラの代替・補完体制の構築 

大規模・広域・複合災害（原子力複合災害等を含む）に備え、いまだ骨格を形

成する基幹的交通網さえ整備されていない地域も含め、高速道路等のミッシング

リンクの解消、リダンダンシーの確保などによる複数軸の公共インフラの整備を

早急に進めること。 

 

３ 総合的な復旧復興支援制度の確立について 

 

被災住民の円滑な生活再建と被災地域の早期復旧復興を推進するため、東日本大

震災の教訓を踏まえ、復旧復興のあり方の理念を含む復旧復興基本法（仮称）を整

備すること。その際、被災自治体及び避難者受入自治体が、被災者の生活再建を含

めた復旧復興事業を、地域の実情に応じて主体的な判断で実施できるよう、国が必

要な財源（復興基金や交付金等の制度化を含む）を措置し、次の事項を含めた総合

的な支援制度を確立すること。 

 

（１）各種制約の緩和・撤廃等 

復旧復興を速やかに進行させるため、原形復旧が原則とされている復旧復興財

源の制限撤廃や災害査定等の一連の事務手続きの更なる簡素化・迅速化及び事業

期間制限の緩和など、既存制度にとらわれない規定を創設すること。 

 

（２）被災者生活再建支援制度のあり方等 

相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生

時は、東日本大震災の対応や教訓等を踏まえ、特別の国の負担により対応するこ

と。 

制度の内容については、被災した世帯がどのように生活再建していくかに着目

- 169 -



 

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。 

 

（３）超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、命、財産、地域産業など住民の日々の暮らしを守る観点から、被災前の円滑

な高台移転や区分所有物件の修理・再建等、地域の実情に応じた事前復興が可能

となるよう法整備や制度設計を行うこと。 

 

４ 原子力災害対策の推進について 

  

（１）原子力安全対策の充実 

ア 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故は起こるものというこ

とを前提に、事故時に放射性物質の大量放出や拡散を防ぐため、意思決定などマ

ネジメント面への対応を含め、法制度や体制の整備等、安全対策に取り組むこと。 

イ 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る検証と総括を行い、得られた教訓や

新たな知見、世界の最新の知見を規制基準に反映すること。さらに、原子力規制

委員会は、立地及び周辺自治体をはじめ様々な専門家の意見を聴きながら幅広い

議論を行い、ＩＡＥＡ等の関係機関や事業者からの意見も聴いた上で、規制基準

や法制度を絶えず見直していくなど、原子力規制のより一層の充実・強化に不断

に取り組むこと。 

また、真に実効性のある安全規制とするため、規制基準に基づく厳格な審査を

行うとともに、原子力規制の取組状況や安全性について、国民に対し自ら主体的

に説明責任を果たすこと。 

 

（２）原子力防災対策の整備 

 ア 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、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、プルームの影響を考慮した

ＰＰＡの導入など未策定の事項について、具体的な内容を速やかに示すこと。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 実効性のある防護対策のために、原子力発電所の状態やＳＰＥＥＤＩ等の放射

性物質の大気中拡散予測に関する信頼性の高い情報が不可欠なことから、その信

頼性の向上を図り、住民の被ばくを避けるための具体的活用方法を明示すること。

また、避難指示に関する情報等を迅速にわかりやすく公表・伝達し、避難や屋内

退避等に有効に活用できる具体的な仕組みを構築すること。 

ウ 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
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する法整備を図ること。 

  エ 防災対策に係る資機材の配備、緊急時モニタリング体制、緊急被ばく医療体制、

住民等の避難が円滑に行える体制の整備、一時退避所、病院、福祉施設等の放射

線防護対策等について、関係府省庁一丸となって対応すること。 

オ 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、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こと。 

カ 地方自治体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策に

要する経費について、原子力災害対策重点区域外での対策に要する経費や職員の

人件費も含め、確実に財源措置を行うこと。 

 

５ 国民保護の推進について 
 

武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護し、国民生

活、国民経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、国は、原子力発電所を含

む重要生活関連等施設への武力攻撃事態等や複数の都道府県に影響が及ぶような大

規模な武力攻撃事態等を想定した対処マニュアル等を策定すること。併せて、生活

関連等施設については、施設の性質、規模等が様々であり、施設数も多いことから

重要施設に限定するなどの政令の基準の見直しを行うなど国民保護に関する業務が

的確に実施できるよう努めること。 

また、国民保護において必要となる物資及び資機材の備蓄整備並びに国民保護に

関する訓練などの充実を図るとともに、国民保護について国民の理解を深めるため、

一層の啓発に努めること。 
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【地域情報化関係】 
 

１ マイナンバー制度について  

 

（１）マイナンバー制度には、常にプライバシー保護の観点から問題点が指摘されて

いることから、プライバシー保護に関する国民の不安を払拭し、信頼される社会

基盤として制度を導入するため、情報漏洩や目的外利用などの危険性について不

断の検証を重ね、その結果に基づいた個人情報保護方策を示し、確立すること。 

 

（２）行政運営の効率化など、行政サイドからの必要性だけでなく、利便性の向上や

社会保障・税分野における公平性・公正性の確保など、住民サイドに立った具体

的なメリットと導入に当たってのコストを、マイナンバー制度導入後の社会保

障・税制度の全体像とともに分かりやすく周知、広報し、国民の理解を求めるこ

と。また、マイナンバー制度の普及、浸透を図るため、「個人番号カード」の機

能や「マイ・ポータル」で提供する情報を充実させ、手軽で利便性の高いものに

すること。 

 

（３）法施行後３年を目途として検討される個人番号の利用範囲の拡大については、

情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や民間

における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域

を設けることなく検討を進めること。また、検討に当たっては、地方側と十分に

協議すること。 

 

（４）マイナンバー制度の導入に伴うシステム及びネットワーク構築・改修や維持管

理に要する経費については、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、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。特に、国が設定した補助金の上限額と、地方の見積額に乖離が生じ

ているものについては、その原因を分析し、地方側に示すとともに、不足が生じ

る場合には、必要な財政措置を講じることとし、補助金の交付についてもシステ

ムの整備期間に配慮して、柔軟な取り扱いとすること。また、マイナンバー制度

の導入に必要な公的個人認証サービスの改良に要する経費等について、必要な財

政措置を講じること。 

 

（５）マイナンバー制度の導入に伴う条例改正や特定個人情報保護評価等、地方側で

対応が必要となる作業についての情報や、地方公共団体及び民間からの問い合わ

せに対する回答などの情報を速やかに提供し、滞りなく作業が進められるように、

「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、地方側と十分に協議すること。その際、地方側による戦略的かつ効果的な中

期計画の策定と計画に基づく作業に資するよう、内閣官房や総務省等においてマ

イナンバー法以外の社会保障・税・防災分野に関する法改正等の動向も把握し、

地方側で対応が必要となる作業への影響を整理した上で、一元的な情報提供に努

めること。 
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２ 自治体クラウドの推進について 

 

（１）自治体クラウドの導入を推進するに当たっては、クラウドに対するセキュリテ

ィや、システムの共同利用等に対する不安を払拭するため、導入によるメリット

や、導入の手順について国民及び地方公共団体に分かりやすく示すこと。また、

各地方公共団体における業務の標準化や、導入の障害となるベンダーロックイン

の排除に向けた必要な支援を実施すること。 

 

（２）自治体クラウドの導入に必要となる基盤構築に要する費用や、システムの中途

解約に伴う違約金等のイニシャルコストについては、自治体クラウドの導入を推

進するためにも、国において適切な財政措置を講じること。また、市区町村のク

ラウド導入を支援する都道府県に対しても適切な財政措置を講じること。 

 

（３）自治体クラウドの導入には、ベンダーの協力が不可欠であるため、ベンダーか

ら積極的な協力が得られるように、ベンダーに対する協力依頼や働きかけ等を行

うこと。 

 

３ 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は、平成２７年３月までには必要な対策が完了する

見通しであるが、恒久的な対策が確実に実行されたことが認められるまでは、国

及び放送事業者の負担と責任において十分に対策を講じること。 

      また、恒久的対策の実施にあたっては、電波利用料財源を活用するなどにより、

施設等の整備・維持管理費等に係る対象世帯及び地方公共団体の負担の軽減策を

図り、引き続き、各難視聴地域の住民や関係地方公共団体に対して適切かつ正確

な情報提供に努めること。 

 

（３）地上デジタル放送に対する相談、対応窓口を引き続き設置するなど、国の責任

において必要な支援を実施すること。 

 

４ 地域情報化の推進について  

 

（１）地域住民が等しく情報通信技術がもたらす利便性を享受し、特に、過疎・離島

等の条件不利地域において情報格差が生じることがないよう、光ファイバ網を始

めとする超高速ブロードバンドなど情報通信基盤の整備及び電子自治体の推進に
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不可欠な地域公共ネットワークの整備を推進するため、規制緩和を含む支援策を

拡充するとともに、整備後の安定的な運用を確保するため、維持管理及び再整備

に対する支援策を講じること。 

 

（２）携帯電話不感地帯解消に向け、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）ユニバーサルサービス制度を時代に合わせて見直し、光ファイバなどのブロー

ドバンド基盤や携帯電話基地局等の整備・維持管理を対象とすること。 

 

（４）安全性強化など災害に強い情報通信基盤・地域公共ネットワークの構築への支

援を継続するとともに、災害時に情報収集手段を確保するための支援策を講じる

こと。 

 

（５）自治体のＩＣＴ部門におけるＢＣＰ（事業継続計画）対策を進めていくために、

必要な支援策を講じること。 

 

５ 情報セキュリティ対策の推進について 

 

（１）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。 

 

（２）日々多様化する地方公共団体へのサイバー攻撃に関して、具体的な対応方法な

どについて、引き続ききめ細やかな周知・情報提供の充実に努めるとともに、地

方公共団体が行うサイバー攻撃にかかる訓練・実証事業に要する経費に対し、財

政上の支援措置を講じること。 

 

６ 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 

 

スマートフォンなどを介し、青少年が犯罪被害等に遭う事案が増加していること

から、フィルタリング義務の規制対象範囲を拡大するとともに、フィルタリングの

一層の利用促進を図るなど、青少年が有害情報に触れる機会を減少させるための措

置を講じること。また、青少年がコミュニティサイトの掲示板機能を介して性犯罪

被害等に遭う事例が増加していることから、掲示板アプリ対策を行うこと。 
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【地方公会計制度・地域国際化・基地・領土・拉致等関係】 

 

１ 新たな地方公会計制度の整備について  
 

今後の地方自治体の経営改善への取組を推進するためには、複式簿記・発生主義

といった企業会計の考え方に基づく新たな地方公会計制度の導入を積極的に進める

必要がある。 

このため、行政の特質を考慮した上で、分かりやすく、自治体間や民間の類似事

業との比較も容易な財務諸表が作成できる全国標準的な会計基準を早期に整備する

必要があり、本年４月には国において、「今後の新地方公会計の推進に関する研究

会報告書」が取りまとめられたところである。 

今後、財務書類作成のための要領等の策定に当たっては、地方財政の実務の実態

を十分踏まえるとともに、地方自治体の意見を十分聴取し、その意見を最大限反映

させること。 

また、地方自治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とともに、行政の一

層の効率化に資するため、例えば財産管理、社会資本の維持管理・更新などの業務

に、財務諸表や台帳等を効果的に活用できるよう環境整備を行うこと。 

さらに、その導入に当たっては、地方自治体の負担や実態を考慮し、十分な準備

期間を確保するとともに、地方共同法人の活用も視野に入れた標準的なソフトウェ

ア開発をはじめとする技術的な支援及び財政支援の創設等必要な措置を確実に講じ

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、国籍等にかかわらず外国人がどの地域でも利用でき、医療機関も活用しや

すい医療通訳制度を導入するとともに、多言語・やさしい日本語による災害関連

情報の提供支援を行うこと。 

 

（２）地方公共団体が実施する国際交流・国際協力事業に対し、情報提供や要員養成

及び海外技術研修員受入れに係る支援（入国事前審査及び査証発給事務の簡素

化・迅速化）を推進拡充すること。 

 

（３）在外被爆者に対する援護に関し、居住国における健康診断や医療に要する費用

の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における実情

等を踏まえ、更なる改善を図ること。 
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（４）地方警察官の増員を図るなど、来日外国人の不法滞在・不法就労等に対する取

締りを強化するとともに、犯罪を犯した外国人に対する「犯罪人引渡条約」や「刑

事共助条約（協定）」の締結相手国の拡大を図ること。 

 

（５）国際定期便就航や国際ビジネス機の飛来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）体制の整備・充実を図る

こと。 

 

３ 基地対策の推進について  

 

（１）米軍基地の整理・縮小・返還を促進するとともに、返還後の基地跡地利用につ

いて国有財産の無償譲渡や無償貸付けなどの積極的な支援措置を講じること。 

 

（２）日米地位協定の抜本的な見直しを行うこと。 

      基地周辺及び演習に際しての住民の安全確保・環境保全対策を推進するととも

に、基地周辺の生活環境の整備事業を拡充すること。 

     特に、航空機の整備点検、パイロット等の安全教育の徹底、住宅地域及び工場

地帯上空での飛行制限並びに夜間離着陸訓練の中止等、徹底した安全対策を講じ

ること。 

      基地内の環境問題等については、その影響が基地内にとどまらず、周辺住民等

の生命、健康に重大な影響を与える可能性があることから、基地の管理、運用に

当たっては、環境に係る特別協定などにより、環境法令等国内法が遵守されるよ

う見直すこと。 

     また、日米両政府間で協議が行われている環境補足協定については、基地を抱

える地元自治体の意見を十分反映させた内容で早期締結を図ること。 

 

（３）ＭＶ－２２オスプレイをはじめとする米軍機による低空飛行訓練等については、

国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査と事前情報提供を行った上で、

関係地方公共団体や地域住民の不安が払拭されないまま実施されないよう措置す

ること。 

また、米軍基地に配備されているヘリコプター等の航空機から発生する高い音

圧レベルの低周波音について、周辺住民の健康への影響等が懸念されることから、

航空機による低周波音に係る環境基準を策定し、その基準が遵守されるよう措置

すること。 

 

（４）民間航空機の安全と円滑な運航を確保するため、米軍管理となっている空域の

航空交通管制業務の見直しを進めること。 

 

（５）米軍人等による事件・事故の防止について、具体的かつ実効的な対策を早急に

講じるよう米側に申し入れること。 

とりわけ米軍人等の事件・事故防止対策などについて協議するために、日米合

- 176 -



 

同委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者が参加する「地域特別委員会」

を設置すること。 

 

（６）周辺事態安全確保法等の運用に当たっては、適時・的確な情報提供に努めると

ともに、地方公共団体の意向を十分尊重すること。 

 

４ 北方領土及び竹島問題の早期解決について  

 

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島の早期

返還及び竹島の領土権の早期確立は、多年にわたる国民の念願であり、その解決の

促進を図ること。 

 

５ 拉致問題の早期解決について  

 

北朝鮮当局による拉致問題の全面解決に向けて、平成２６年５月の日朝合意に基

づく北朝鮮による包括的かつ全面的な調査が確実かつ迅速に実施されるよう、北朝

鮮との政府間協議において毅然とした姿勢を貫くことにより、拉致被害者及び拉致

の疑いが排除されない行方不明者の生存確認及び早期帰国等の実現を図ること。 

また、行方不明者の情報等を逐次提供するなど、地元自治体との連携を密にとる

こと。 

さらに、北朝鮮に不測の事態が発生した場合の備えや、拉致被害者の安全の確保

にあらゆる手立てを尽くすとともに、拉致の疑いが排除され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。 
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【道州制関係】  
 

道州制の基本法案については、自由民主党において国会に提出する等の動きがあ

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からの復興をはじめ、経済の再生、エネルギー問題、

少子高齢時代における持続可能で安定的な社会保障制度の構築、近い将来に発生が

懸念されている巨大地震対策など多くの喫緊の課題への対応を迫られている。それ

だけに今、道州制を議論するというのであれば、基本法案には、道州制の必要性、

理念や姿が具体的かつ明確に示されなければならない。その上で、国の出先機関の

廃止や中央府省の解体再編を含む国と地方双方のあり方を見直す抜本的な改革であ

ることが明記されなければならない。 

自由民主党等において統治機構改革という最重要課題について積極的に問題提起

されていることは評価するものの、基本法案においてこうした事項が明確にされて

いない。 

ついては、基本法案の検討に当たっては、以下の内容を十分踏まえること。 

 

１ 基本法案において最低限明確に示すべき事項について 

 

基本法案は、以下の点が明記されなければならない。 

 

（１）国民的議論が十分に行われるよう、今なぜ道州制なのか、道州制の理念や姿を

具体的かつ明確に示さなければならない。 

① 現行の都道府県制度の下で地方分権改革を進めた場合と比較した十分な議論を

踏まえ、道州制の必要性を示すこと 

② 道州制の姿やメリット・デメリット等についての明確なイメージを示すこと 

③ 道州制については、国民に十分理解されているとは言い難いので、まずは積極

的な情報発信を行い、国民的議論を巻き起こすこと 

④ 道州制の根幹部分については、「国と地方の協議の場」をはじめ様々な機会を

通じて十分協議し、地方の意見を十分に反映させること 

 

（２）道州制は中央集権を打破し、地方分権を推進するものであることを明確に示さ

なければならない。 

① 国の出先機関の廃止はもちろんのこと、中央府省の解体再編を含む国と地方双

方のあり方を見直す抜本的な改革であること 

② 国が引き続き担う役割を具体的に限定列挙し、その上で、道州はもとより、と

りわけ市町村について、どういう役割を担うのか明確に示すこと 

 

（３）道州制は、地域間格差を拡大させることなく、国民の幸せの向上につながるも
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のでなければならず、格差是正の仕組みを明確に示さなければならない。 

① 道州が財政的に自立し、国民生活のナショナル・ミニマムを維持可能な税財政

制度の方向性を示すこと 

② 道州間や道州内の基礎自治体間の財政力格差が生じないような財政調整のあり

方を示すこと 

 

２ 基本法案において方向性を示した上で、更に具体的な議論を

行うべき事項について 

 

我が国の閉塞状況を打破するために、地方の活力を伸ばし、地域間格差をなくす

ための統治機構のあり方について、全国知事会としても十分に議論をする必要性を

感じているところである。 

基本法案が、制度改革の根幹部分を曖昧にしたものではなく、真に地方分権改革

を進めるためのものとなるよう、以下の点を重要課題として提起する。  

 

（１）道州の自治立法権と国会の立法権の範囲、併せて国の立法機関のあり方につい

て十分に議論すべきである。 

① 道州の自治立法権、国会が引き続き担う立法権限の範囲及びその相互関係の見

直しの方向性 

② 国会議員の削減数と国会の二院制の見直しの方向性 

③ 直接公選制と考えられる道州の首長と国における現行の議院内閣制の関係 

 

（２）道州制における基礎自治体のあり方や住民自治を確保するための方策について

十分に議論すべきである。 

① 道州制における基礎自治体の規模や権能の強化方針とその具体的な手法 

② （仮に現行の市町村のままであるなら、）基礎自治体として十分な権能を発揮

するための方策 

③ 政令指定都市等の大都市と道州との関係 

④ 道州制における住民自治の強化方策 

 

（３）道州と国が十分に機能を発揮できる税財源の確保について具体的に議論すべき

である。 

① 現在、国・地方の歳出約１７９兆円に対し、税収は約８５兆円（国約５０兆円、

地方約３５兆円）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８１１兆円、地方は約２００兆円の債務を負っているが、道州制

の下での債務の削減についての十分な説明 
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３ 道州制の議論と並行して実施すべき地方分権改革について 

 

道州制の検討を理由に地方分権改革を停滞させることがあってはならない。これ

までの地方分権改革推進委員会の勧告や「地方分権改革の総括と展望」などを踏ま

え、国の出先機関の廃止、義務付け・枠付けの見直し、地方税財源の充実などの改

革を進めるべきである。 

① 国の出先機関の廃止に向けた大幅な事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの更

なる見直しなどを進めること 

② 全国で唯一の府県域を越える広域自治体である関西広域連合、九州広域行政機

構（仮称）等の取組等について検証を行うとともに、希望する地域に国出先機関

を移管すること 

③ 提案募集方式による地方からの提案について、積極的に検討を行い、できる限

り実現を図ること 

全国一律の移譲を早期に実施しがたい事務・権限については、手挙げ方式や特

区制度を活用し、更に地方分権改革を推進すること 

既に実施されているハローワーク特区の効果等について直ちに検証を行い、地

方移管を進めること 

④ 国と地方の役割分担に応じて、税源移譲を含め、国と地方の税財源配分を見直

すとともに、税源の偏在性が少なく税収が安定的な地方税体系を構築すること 

また、地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な見直しにより、持続可能

な地方交付税制度として確立するとともに、地方一般財源を充実すること 
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