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平成２８年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 

 

 

昨年の全国知事会議で「少子化非常事態宣言」を行ったことを皮切

りに、「地方創生」の流れが一気に加速し、これからの我が国のあり

方を左右する、極めて重要な要素となってきている。 

 

急速かつ大幅な人口減少と東京圏への人口の過度の集中により、多

くの地方が消滅の危機に瀕しており、また、東京圏は今後急速な高齢

化に直面する。この現実は、我が国を衰退へと導きかねない。 

 

 これを回避し、将来に活力ある日本を引き継いでいくために、全国

知事会は、地方創生について議論を重ね、「地方創生宣言～日本創成

に向けて～」を採択するとともに、防災・減災対策をはじめ、地方分

権改革や地方税財源の充実など、さまざまな課題について議論し、平

成２８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２７年７月２９日 

 

 

全  国  知  事  会 
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≪政策提案≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１  地 方 創 生 宣 言 
  ～ 日本創成に向けて ～ 

 

 急速かつ大幅な人口減少と東京圏への人口の過度の集中により、多くの地方が

消滅の危機に瀕している。また、東京圏は今後急速な高齢化に直面する。この現

実は、我が国を衰退へと導きかねない。 

 

これを回避し、将来に活力ある日本を引き継いでいくためには、それぞれの個

性あふれる地方が、その多様性の中から新たな価値を生み出すことによって地方

を創生し、魅力ある地方の集合体として日本を形づくっていかなければならない。 

 

地方創生から日本創成へ。我々は、引き続き行財政改革を進めるなど自らを厳

しく律しながら、戦略的かつ効果的な政策を展開し、国と車の両輪となって以下

の事項に全力で取り組むことによって地方創生を成し遂げ、もって日本を創成し

ていくことを、ここに宣言する。 

 

１ 若者も高齢者も住みたい地方へ 

若者から高齢者まで、地方へ移住したい人の希望がかなう環境をつくる。 
 
２ 政府関係機関を地方へ 

国と地方が力を合わせ、まずは政府関係機関の地方移転を実現することによ

り、企業等の地方移転の大きな流れを生み出す。 
 
３ 地域の産業を未来の成長産業へ 

女性の力、地域の力などあらゆる潜在力を活用し、地域の産業に活力を取り

戻し、地域に人材と産業を呼び込む。 
 
４ 地方を支えるひとづくりを 

  子どもの貧困対策を推進するほか、職業教育の充実、産業人材の育成、若者

等への就労支援などにより、地方を支えるひとをつくる。 
 
５ 地域資源を世界へ 

東京五輪に向けて、食、伝統、文化など貴重な地域資源を掘り起し、磨き、

世界へ発信する。 
 
６ 日本の将来を創る次世代へ思い切った支援を 

ライフステージに応じた結婚・妊娠・出産・子育て対策を地域の実情に合わ

せて大胆に実行するとともに、多子世帯への支援を強化することなどにより、

少子化対策の抜本強化を図る。 
 
７ リダンダンシーが確保された多極型の国土づくりを 

大災害の発生時にあっても機能を継続することのできる国家をつくるために

も、防災・減災対策を徹底し、国土軸の複線化、国土の多極化を図る。 
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２ 「地方創生行動」リスト 
 

 「地方創生宣言」にのっとり、我々地方がとるべき「行動」

は、以下のとおりである。これに対応する各都道府県の具体的

施策の主なものを別添に掲げる。 
 
宣言１ 若者も高齢者も住みたい地方へ 

若者から高齢者まで、地方へ移住したい人の希望がかなう環境をつくる。 

 

行動１－１ 地方回帰の意識の醸成を図る情報発信の強化や、地方

への移住希望者の受入支援体制の強化などにより、地域の魅力を

伝え、あらゆる年代の地方回帰の加速化を図る 

 

行動１－２ 企業の本社機能の地方移転や地方拠点の強化の促進に

より、若者を中心とした人口の流出防止・定着につなげる 

 

行動１－３ 地方の大学、出身地や就学地における企業等と連携し

て、地方の大学の活性化や地元企業への就労機会の拡大を図るな

ど、若者の地方への定着に向けた取組を推進する 

 

 
宣言２ 政府関係機関を地方へ 

国と地方が力を合わせ、まずは政府関係機関の地方移転を実現することによ

り、企業等の地方移転の大きな流れを生み出す。 

 

行動２ 政府関係機関の地方移転に係る提案募集に応え、地方への

機関移転を実現する 

 

 
宣言３ 地域の産業を未来の成長産業へ 

女性の力、地域の力などあらゆる潜在力を活用し、地域の産業に活力を取り

戻し、地域に人材と産業を呼び込む。 

 

行動３－１ 地域における創業や新事業の展開、地域資源を活用し

た研究開発等の促進により、産業の競争力を強化し、雇用の維持・

拡大を図る 
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行動３－２ 世界を視野に入れた農林水産資源のブランド力強化、

農林水産業の６次産業化の促進等により、農林水産業を成長産業

に発展させる 

 

 
宣言４ 地方を支えるひとづくりを 

子どもの貧困対策を推進するほか、職業教育の充実、産業人材の育成、若者

等への就労支援などにより、地方を支えるひとをつくる。 

 

行動４ 産業人材の育成と若者等への就労支援により、地方創生を

担うひとをつくる 

 

 
宣言５ 地域資源を世界へ 

東京五輪に向けて、食、伝統、文化など貴重な地域資源を掘り起こし、磨き、

世界へ発信する。 

 

行動５－１ 地域の伝統・文化・芸術など、個性あふれる地域資源

を最大限に活用する 

 

行動５－２ 地域の観光資源に磨きをかけ、情報発信していく取組

や外国人観光客をはじめとした観光客の受入環境の整備等により、

観光の基幹産業化を図る 

 

 
宣言６ 日本の将来を創る次世代へ思い切った支援を 

ライフステージに応じた結婚・妊娠・出産・子育て対策を地域の実情に合わ

せて大胆に実行するとともに、多子世帯への支援を強化することなどにより、

少子化対策の抜本強化を図る。 

 

行動６－１ 結婚、妊娠、出産、子育て等のライフステージの各段

階に応じて、地域の実情に即した切れ目のない対策を進め、安心

して結婚・子育てできる環境づくりに取り組む 

 

行動６－２ 多子世帯等に対して、国の制度では対応できていない

経済的な支援等を実施することにより、子育て世帯の負担軽減を

図る 
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行動６－３ 子育て等における男女共同参画やワーク・ライフ・バ

ランスについて、地域企業の取組を推進するとともに、地域全体

の意識の醸成を図る 

 

 
宣言７ リダンダンシーが確保された多極型の国土づくりを 

大災害の発生時にあっても機能を継続することのできる国家をつくるため

にも、防災・減災対策を徹底し、国土軸の複線化、国土の多極化を図る。 

 

行動７ 連携中枢都市圏・定住自立圏の構築の推進や、日常生活に

必要な機能・サービスを確保・集約する、集落の維持再生に向け

た小さな拠点づくり、ネットワークづくり等の推進により、魅力

的かつ力強い地方を形成する 

 

 

※別添については、全国知事会ホームページを参照 
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３ 国への緊急要請 
 

 
地方創生から日本創成へ。 
 
我々は、地方創生を成し遂げ、日本を創成していくことを宣言するとと

もに、「地方創生行動」リストを掲げ、地方自ら全力で行動することを決意

した。 
 
しかし、地方創生、ひいては日本創成の実現には、ソフト・ハード両面

にわたる基盤づくりのための国の主体的な行動が不可欠であり、我々地方

自らの全力をあげた行動と相まって初めて、日本創成実現への大きな流れ

ができる。 
 
国にあっては、教育、社会保障から税制まで少子化対策に係る国の制度

を抜本的に見直すほか、多軸型国土形成のためのインフラ整備など本来の

国の役割をしっかりと担っていくべきである。さらに、地方が行う多様な

先行的取組に対して支援を行うとともに、好事例の全国展開を図るべきで

ある。 
 
そのため、閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１５」

を着実に実行するとともに、特に、以下の９つの項目について、速やかに

実行することを強く求める。 
 

１ 地方への移住定住政策の加速 

２ 国家戦略としての政府関係機関の地方移転 

３ 地域経済の再生と雇用創出の強力な推進 

４ 人材育成と若者の就労支援の強化 

５ 地域資源の国内外への発信 

６ 少子化対策の抜本強化 

７ 多極型国土の形成 

８ 地方分権改革のさらなる推進 

９ 地方創生に必要な財源の確保と税制措置 
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１ 地方への移住定住政策の加速 
 

 

東京圏への一極集中を是正するためには、東京圏への人口流入を抑制するとと

もに、東京から地方への人の流れをつくることが必要である。また今後、人口減

少が加速する地方において、地域の活力を維持するためには、人を呼び込むこと

が必要である。 

例えば、地方への移住希望者の支援体制の強化、企業の地方への本社機能移転、

人材の流出防止となる大学機能の強化などを図ることにより、若者から高齢者ま

であらゆる年代の地方回帰を促進する。 

地方への人の流れを生み出すにあたり、地方は地方の特徴を生かした政策を実

施するが、国においても国民的な地方回帰の意識醸成を図るほか、さらに実効性

のある対策を講じるべきである。そのため国は以下の移住定住政策の加速を実行

していただきたい。 

 

１ 地方への移住定住や二地域居住の促進 

国においては、「そうだ、地方で暮らそう！」国民会議を開催されたところで

あるが、このような全国的なキャンペーン等を一層強化するとともに、学校等で

子どもの頃から愛郷心を育てる取組等により、地方での生活に価値を見出し、積

極的に地方への移住定住や二地域居住を選択するような国民的意識を醸成すべ

きである。 

また、通勤手当の非課税枠の拡大や高速道路料金に対する割引制度の拡充によ

り、移住・二地域居住を促進すべきである。 

さらに、将来的な移住定住ニーズに関する意識調査及び移住者を把握するため

の定期的な実態調査を実施すべきである。  

 

２ 地方拠点強化税制の拡充 

平成27年度税制改正で創設された、東京圏から地方へ本社機能の移転等を行う

企業に対する税制上の優遇措置である「地方拠点強化税制」については、今後、

企業にとってより活用しやすいものとなるよう、所得拡大促進税制との併用を認

めること、対象地域の指定を柔軟に行うことなど、運用や制度の拡充を図るべき

である。 
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３ 地方大学の運営基盤の確保  

 地方大学は地方に若者を留める受け皿になっている。学生の卒業後の地方での

就職・定住に繋げるため、以下のとおり地方大学の運営基盤を充実すべきである。 

・ 地方大学が継続的・安定的に教育研究活動を実施し、大学改革や機能強化を

推進するための財源を十分に確保するため、地方の国立大学の運営費交付金及

び地方の私立大学の経常費補助金を拡充 

・ 地方大学の定員を増員 

・ 入学金、年間授業料の減額や、地元にＵターン就職した学生の奨学金返還減

免制度の継続、大学間の単位互換の制度化 

・ 地方移転する大学への運営費交付金及び経常費補助金を特別加算するなど、

大学の地方移転に対する支援制度の創設 

４ 希望する高齢者の地方移住を促進する制度改革 

 東京一極集中を是正し、地方回帰を推進するためには、若者から高齢者の各世

代に渡る移住の促進を図る必要がある。特に、人口減少・少子高齢化が進む社会

において、元気な高齢者（アクティブ・シニア）が、故郷やゆかりのある地域へ

移住することは、地域コミュニティへ活力を与えるとともに、介護職場の雇用創

出にもつながることから、その希望に応じて積極的に推進していくべきである。 

 また、東京圏においては、今後１０年間で１７５万人の後期高齢者が増えるこ

ととなり、希望する高齢者の地方移住の促進は、増加する高齢者の介護需要へ対

応する手段の一つとなるものである。 

一方、介護需要の増加は、全国共通の課題であり、東京圏の高齢者を単に地方

に移住させるだけでは解決しない。２４時間定期巡回・随時対応サービスなどの

在宅支援策の充実、介護報酬の大幅な改善による処遇改善などによる介護人材不

足の解消、都市部での介護施設の計画的な整備のための土地利用規制の緩和など

の全国的な対応が必要である。 

 その上で、各地方自治体が「日本版ＣＣＲＣ構想」を検討する場合にも、将来

の介護負担等の増加が大きな懸念材料となって、高齢者移住に対して消極的な姿

勢を示すケースが多い。こうした懸念を払拭しなければ、今般の「基本方針」の

中で示された、都市部の元気な高齢者の地方移住施策「日本版ＣＣＲＣ構想」の

推進は困難である。 

 こうした状況を踏まえ、地方自治体が安心して高齢者の移住に積極的に対応で

きるようにするためには、住所地特例のさらなる拡大や介護費用の地方負担を調

整する財政調整交付金の配分見直しなど、介護費用に関し、地方の負担増となら

ない、はっきりと目で見える形での制度改革が必要である。  
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２ 国家戦略としての政府関係機関の地方移転 

 

 

現在、政府は地方への新しいひとの流れをつくる方針のもと、政府関係機関の

地方移転を検討しているが、「道府県等からの提案を受け、必要性・効果等につ

いて検証した上で地方への移転を進める」とするに留まっている。 

 企業本社機能等の地方移転の大きな流れを生み出すため、国は、自ら率先して、

政府関係機関の地方移転を実行していただきたい。 

 

１ 政府関係機関の地方移転の数値目標化 

東京圏から地方への人の流れを大きなうねりとするため、「各省庁の政府関係

機関の少なくとも２割を移転」とするなど、政府関係機関の地方移転を促進する

ため数値目標を設定し、確実に移転を実現すべきである。 

その際、決定過程の透明性の確保に努めるとともに、結果についての説明責任

を果たすべきである。 

 

２ 政府関係機関の移転に関する地方負担の軽減 

移転に伴う用地の確保、施設の建設、職員住居の確保など、移転に要する経費 

については、国において負担することを原則とし、移転先自治体の負担軽減を図

るべきである。 

 また、地方移転後の国の機関としての機能確保などの課題については、国自ら

検討を行うべきである。 

 

３ 政府関係機関の移転募集を８月末以降も継続 

東京一極集中是正や地方創生の観点から、政府関係機関の地方移転は今回限り

の一過性のものではなく、今後も国家戦略として継続して検討を行っていくべき

である。  
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３ 地域経済の再生と雇用創出の強力な推進 

４ 人材育成と若者の就労支援の強化 

 

地方への新しいひとの流れをつくるためには、地方における雇用の創出が不可

欠である。 

地方はそれぞれの実情に応じた独自の産業政策を展開しており、今後とも地域

経済の活性化や雇用対策に全力で取り組んでいく。一方、国においても、国全体

の活力が強化される大胆な産業政策を講じて、国が担うべき地域間格差の是正や

多様性と活力に満ち溢れた地域の創出に取り組むべきである。また、地方の基幹

産業である農林水産業を成長産業へ発展させるよう、国として積極的な施策を講

じるべきである。 

さらに、地方においては人口減少が進行する中、労働力不足に対応することが

重要な課題である。 

そのため国は以下の、地方を重視した経済政策と雇用創出策を実行するととも

に、農林水産業や観光関連産業、建設産業など様々な産業において、担い手の育

成・確保に向けた地方の取組を支援する施策を充実していただきたい。  

加えて、長時間労働の是正など、地域経済の再生の核となる若者・女性をはじ

めとしたすべての人が働きやすい環境の整備についても取組を充実させていた

だきたい。 

 

１ 地方への産業再配置の促進 

地方への本社機能移転に限らず、生産・業務拠点などに係る建屋・設備の整備

費や土地購入などの初期投資に対する国の助成制度の創設や税制の優遇、企業立

地に当たり地方が独自に行う補助制度に対する財政的支援制度の創設など、地方

への産業再配置促進の政策をさらに強力に実施すべきである。 

   

２ 新分野進出や新商品開発などにチャレンジする企業への支援 

 地域経済の再生には、地域資源や強みを生かした成長産業育成のほか、新分野

進出や新商品開発などに積極果敢にチャレンジする企業を増やすことが極めて

重要である。そのため以下の対策を講じるなど、こうした企業を国として強力に

支援すべきである。 

・ 「地域中小企業応援ファンド」及び「農商工連携型地域中小企業応援ファン

- 9 -



 

ド」の組成における独立行政法人中小企業基盤整備機構から都道府県への無利

子融資の１０年以内とされる貸付期間の延長 

・ 中小企業者の新商品・新サービスの開発や中小企業者と農林漁業者が連携し

て行う創業や経営革新等を、地方が資金面から継続的に支援するための、上記

両ファンドの追加造成に必要な財政措置 

・ 大学等の研究シーズに着目した新たな成長産業の育成には、いわゆる「死の

谷」を乗り越える１０年超の時間と多額の資金が必要であり、研究段階から事

業化に至るまで息長く地方の取組を支援する仕組みを構築 

 

３ 担い手支援の強力な推進による農林水産業の振興 

農林水産業の新規就業者の確保・定着を推進するため、以下の対策を講じるな

ど、地方における重要な産業である農林水産業を振興すべきである。 

・ 就農希望者を雇用して研修を実施する「農の雇用事業」の助成期間延長及び 

対象要件の緩和  

・ 「新規漁業就業者総合支援事業」の拡充・強化 

・ 林業の成長産業化を担う次世代リーダーを養成する自治体による専修学校の

整備に対する支援措置の創設 

 

４ 再生可能エネルギーの導入拡大 

再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に加え、エネルギー自給率の向上、さ

らには地方の新産業創出による地域経済の活性化や、災害時の電力確保などの観

点からも重要である。そのため、以下の対策を講じるなど、さらなる再生可能エ

ネルギーの導入拡大を進めるべきである。 

・ 地域の自然特性を活かした太陽光発電や風力発電、水力発電、地熱発電、潮

流発電、森林資源を活用したバイオマス発電等の拡大 

・ 日本海側をはじめ、海洋再生可能エネルギーの国先行実施地域などでの送電

網整備に対する支援の充実 
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５ 地方における雇用環境の改善 

若者や女性がより働きやすい環境を整備するため、正社員雇用の拡大、非正規

雇用労働者の正社員への転換の促進など、地方における雇用環境の改善に資する

制度の充実を図るべきである。 

また、長時間労働の抑制や休暇の取得促進など働き方を見直し、ワーク・ライ

フ・バランスに取り組むことが、企業にとって生産性の向上や従業員の定着、優

秀な人材確保につながる。このため、中小企業経営者の意識改革を図るための働

きかけを、労使団体や経済団体等と連携し全国展開すべきである。 

 

６ 地域における女性の活躍推進  

地域における女性の活躍推進は、地域内の多様な人材の確保につながり、企業

活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらす。そして、魅力

ある多様な就業の機会の創出や地域社会全体の活力化につながる。 

地域において、女性の管理職登用や職域拡大などを進めることや、地方を創生

する女性リーダーの育成（地域活動（自治会、ＰＴＡ、まちづくり等）や農山漁

村等における女性の活躍促進）を図ること等により、女性就業率や指導的地位に

占める女性の割合を着実に高めるべきである。 

 

７ 子どもの貧困対策の抜本強化 

子どもたちの６人に１人が、生活の困窮のみならず、生まれ育った家庭の事情

等による貧困の連鎖を通じて、その将来が閉ざされかねないという大変厳しい状

況におかれている。 

ひとり親家庭の就労形態の転換促進や児童養護施設等の子どもたちの自立支

援の充実など、特に厳しい環境におかれた子どもたちへの支援の強化を図るべき

である。また、必要な学力を確実に身につけられる体制の整備や放課後児童クラ

ブ等の要件緩和、スクールソーシャルワーカー等の配置のための十分な財源確保

など、貧困の世代間連鎖を断ち切るための施策を充実すべきである。 
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５ 地域資源の国内外への発信 

 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催が５年後に迫り、世界中から日本へ

の注目がさらに高まる。こうしたことを背景に、近年好調に伸びている海外から

の旅行客をもてなし、日本の文化で魅了することにより、さらなる旅行客の増加、

地域経済の好循環につながることが期待される。 

日本へ注目が集まる絶好の機会に、各地方において食、伝統文化や工芸などの

貴重な資源を掘り起こし、磨きあげ、そして世界に向けて発信することが重要で

ある。 

 そのため、国においては、「東京五輪を日本の五輪に」という認識の下、以下

の措置を実行していただきたい。 

 

１ 地方創生に向けた文化・スポーツの振興 

東京オリンピック・パラリンピック開催時には、参加国の事前合宿が国内各地

で行われることが予想される。また、オリンピック・パラリンピックに向けて文

化プログラムが実施され、文化の祭典ともなることが期待される。 

オリンピック・パラリンピックに向けて、以下のとおり地方の取組を支援すべ

きである。 

・ 文化・スポーツを活かしたまちづくりを戦略的に推進するため、地方が実施

する、基盤施設の整備や既存施設の更新・機能向上に対して、必要な財源措置

を講じること 

・ オリンピック・パラリンピックの文化プログラムや開会式において、地域の

祭りや国指定重要無形民俗文化財など、日本の伝統文化を発信する場を創設す

ること 

・ 国際的な芸術祭の開催や若者を中心とした新たな芸術活動、障がい者の芸術

文化の振興など、地方における文化芸術活動の取組への支援を充実・強化する

こと 

・ 地方における選手強化の取組、事前キャンプの誘致、障がい者スポーツの推

進などに対して支援を行うこと 

・ 文化とスポーツの一体的な振興や、ICT を活用した地域資源の発信力強化、

スポーツ関連企業とも連携した地域健康づくりなど、地方の創意工夫ある取組

を支援すること 
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２ 国による情報発信等の充実 

各地域の地場産品や農林水産物の海外市場を開拓するため、国は積極的に情報

発信を行うとともに、地方自治体が円滑に海外市場にアクセスできるよう、ＪＥ

ＴＲＯをはじめ、ノウハウを持った政府関係機関による一元的な相談・支援体制

の強化、財政的な支援制度の充実を図るべきである。 

 

３ 外国人旅行者の地方周遊に向けた支援 

地方を周遊する訪日外国人旅行者の満足度を向上させるため、無料公衆無線Ｌ

ＡＮ、多言語表示板の整備への支援を充実すべきである。 

また、訪日外国人旅行者の一層の増加を図るため、ビザの免除や数次ビザ適用

国の拡大など、ビザ発給要件の更なる緩和を図るべきである。 

さらに、日本の各地には、伝統、文化、歴史、価値観などを背景とする優れた

製品やサービスなど、訪日旅行客を魅了する資源が多く埋もれている。訪日旅行

客が急速に増えている中、こうした資源を見つめ直し、磨いて観光資源として魅

力を高めれば、さらに多くの訪日旅行客を地方へ惹きつける可能性を持っている。

これら各地方の魅力ある資源を観光資源として有効活用し、地方を訪れる訪日旅

行客の拡大を図る取組をさらに拡充すべきである。 
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６ 少子化対策の抜本強化 

 

少子化対策は、これまで地方がライフステージに応じた施策をその実情に合わ

せて行ってきたところであるが、さらに幼児から大学までの教育政策、年金など

の社会保障制度、住宅政策から税制に至るまで、国は、国家的課題として、少子

化対策の観点から抜本的な転換を図るべきである。 

なお、理想の子どもの数と予定する子どもの数にかい離がある理由として、「子

育てや教育にはお金がかかりすぎる」「これ以上育児の負担に耐えられない」こ

となどがあり、そのため、思い切った子育て家庭の負担軽減など、国は以下の大

胆な人口減少対策を実行していただきたい。 

 

１ 子育て負担の大胆な軽減 

理想の子どもの数を実現させるためには、子育てや教育に伴う経済的な負担に

加え、育児と仕事を両立させるうえでの課題の解決を図る必要がある。子育て世

帯全般に対しては、全ての子どもを対象にした子どもの医療費助成制度を創設す

るとともに、創設されるまでの間の子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国

庫負担金の減額制度の廃止などを行うべきである。 

また、第 2子の壁の打破に向けての仕事と子育ての両立支援策を充実するとと

もに、第 3子以降の保育料無償化を行うなど多子世帯に対する思い切った経済的

な負担軽減を図るべきである。 

なお、少子化の厳しい現状を抜本的に改善するため、子どもが多いほど有利に

なる制度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設など、新たな税

制の仕組みについて幅広く検討すべきである。 

 

２ 子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保と更なる質の向上 

子育て世代の不安を取り除くためにも、子ども・子育て会議で議論されたサー

ビスの質・量の改善に向けた施策の完全実施に必要となる 1兆円超の財源確保の

ための措置を確実に講じるべきである。また、新制度の質の向上に向け、教育・

保育施設の関係者や地方自治体の意見、今後の子ども・子育て会議での議論を踏

まえ、継続して改善方策等の検討を行うべきである。 
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３ 地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用 

地域少子化対策強化交付金については、新たな少子化対策の取組を後押しする

役割を果たしており、地方の取組を一過性のものに終わらせないためにも当初予

算化による恒久化を行い、さらには成果を挙げている先行事例を全国で展開でき

るよう弾力的な運用を行うことが必要である。 

４ 不妊治療等に対する支援の充実 

その他、子育て家庭等の負担軽減のため、以下の支援を行うべきである。 

・ 一般不妊治療、人工授精治療及び男性不妊治療に対する国庫補助の導入 

・ 日本版ネウボラ(※)の全市町村展開に向けた財政措置の充実と運営支援  

   ※妊娠から出産、子どもが生まれた後も切れ目なくサポートを提供する総合的なサービス 

５ 子どもの貧困対策の抜本強化（再掲） 

子どもたちの６人に１人が、生活の困窮のみならず、生まれ育った家庭の事情

等による貧困の連鎖を通じて、その将来が閉ざされかねないという大変厳しい状

況におかれている。 

ひとり親家庭の就労形態の転換促進や児童養護施設等の子どもたちの自立支

援の充実など、特に厳しい環境におかれた子どもたちへの支援の強化を図るべき

である。また、必要な学力を確実に身につけられる体制の整備や放課後児童クラ

ブ等の要件緩和、スクールソーシャルワーカー等の配置のための十分な財源確保

など、貧困の世代間連鎖を断ち切るための教育面における貧困家庭に対する施策

を充実すべきである。 

６ 困難を抱える女性への支援 

厚生労働省の調査では、出産前に仕事をしていた女性の約６割が、出産・育児 

を理由に退職している。また、出生率の低迷についても、仕事と家庭の両立が困

難な労働環境などが背景にあると考えられる。そのため、以下のとおり女性の活

躍に関する政策の強化を図るべきである。 

・ 妊娠・出産や育児休業取得などを理由とする不利益取り扱いの禁止徹底、育

児休暇後のキャリアアップ支援、子育て中の女性の再就職支援など、仕事と家

庭の両立支援対策の推進 

・ 企業に対するひとり親の雇用促進、ひとり親の正規雇用化の推進と自立支援、

貧困世帯に対する子どもの学習支援、養育支援の拡充など、貧困等困難を抱え

た女性等が安心して暮らせる環境整備 
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７ 多極型国土の形成 

 
 

 道路や鉄道などの社会資本は、地域に暮らす人々の生活を支え、産業振興に不

可欠な資産である。こうした社会資本は、地方創生の実現にあたって重要な役割

を果たすが、社会資本整備が進んでいない地域は、安心して暮らし、人を呼び込

み、経済を活性化させて雇用を増やす、といった取組を進める上で、大変不利な

状況下にある。 

 また、多極型・多軸型国土の形成に向けて、社会資本整備を進めることにより、 

結果として災害に強い地域がつくられる。 

 そのため国は、社会資本整備に関し、以下の取組を進めていただきたい。 

 

１ 地方創生を支える基盤の地域間格差是正 

 全国各地にみられる高速道路のミッシングリンクの存在や高速鉄道網の整備状

況など、基礎的な社会資本整備に地域間格差が存在している。 
 社会資本整備は産業や雇用を創出し、地域に活力と魅力をもたらす、地方創生

を支えるまさに重要な要素である。しかしながら、地方と東京圏、あるいは太平

洋側と日本海側など、地域間格差が大きい。 
 そのため、人や企業の地方分散に不可欠な基幹的公共インフラの地域間格差の

早期是正を行うべきである。  
 

２ 国土の複線化・多軸型国土の形成 

 国のあるべき姿として、防災・減災対策を徹底するとともに、大規模災害時に

も機能するリダンダンシー（代替機能性）を持つことが不可欠である。 
 そのため、太平洋側に対する日本海国土軸をはじめ、北東国土軸、太平洋新国

土軸及び西日本国土軸を形成するなど、多軸型国土の形成を国家的戦略として構

築すべきである。 
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８ 地方分権改革のさらなる推進 

 

 

現在、地方創生に向け、国・地方一体となった取組が進みつつあるが、地方分

権改革は、地方が自ら地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独自性を

最大限に発揮した取組を進める、まさにその基盤となるものである。 

地方への事務・権限の移譲を行うとともに、規制緩和（義務付け・枠付けの見

直し）の取組を進めるべく、国においてはより一層積極的に地方からの提案を実

現し、地方分権改革の加速を図るべきである。 

 

１「提案募集方式」等に基づく改革の推進 

 国は、昨年から実施している地方分権改革に関する「提案募集方式」について、

地方からの提案を積極的に採用すべきである。 

また、提案の検討にあたっては、先行地域における実証制度として「手挙げ方

式」の積極的な活用や、広域連合の活用など、提案の実現に向けて柔軟に対応す

べきである。 

 

２ ハローワークの地方移管の実現 

 ハローワークについては、地方で行う産業政策と一体化した雇用政策を展開す

るため、地方移管を提案しているところである。そのため、当面、ハローワー

クと地方自治体の支援の一体的実施、ハローワーク特区等の取組を行い、地方

として検証を行ったところであるが、国としても、その成果と課題の検証を早

急に行い、ハローワークの地方移管を早期に実現すべきである。 

 

３ 国家戦略特区・地方創生特区 

「国家戦略特区」・「地方創生特区」について、地方の創意工夫による大胆な取

組を実現することができるよう、地方提案の積極的な採択を行うべきである。 
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９ 地方創生に必要な財源の確保と税制措置 

 

 

地方が「地方創生行動リスト」に基づく事業を展開するなど、地方創生に係る

事業を円滑に実施するには、必要な財源を継続的に確保することや、地方創生を

後押しする税制上の措置が極めて重要であり、国においては以下の措置を実行し

ていただきたい。 

 

１ 「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充及び一般財源の総額確保 

地方創生を実現するためには、構造的な課題の解決が不可避である。 

そのためには長期間にわたる取組が必要である。地方がその実情に応じた息の

長い取組を継続的かつ主体的に進めていくために、平成２７年度地方財政計画に

計上された「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を拡充するとともに、

地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源を十分に確保すべきである。 

  

２ ２６年度補正予算を大幅に上回る規模の新型交付金の創設 

 地方創生の取組を深化させ、地方の創意工夫等により力強い潮流をつくるため

には、平成 26 年度補正予算で措置された「地方創生先行型交付金」を大幅に上

回る規模の新型交付金を創設すべきである。 

この交付金は単なる既存の補助金等の振替えによることなく、地域間連携や民

間各セクター等多様な主体との協働など、先進的あるいは高い効果が見込める施

策や、従来の隘路にも対応できる、タテ割りの個別補助金ではない包括的なもの

とすべきである。 

 新型交付金については、各府省の既存の交付金の再編や新たな財源などにより、

当初予算にしっかり位置づけるとともに、既存の交付金等の再編により措置され

る部分についても、元の交付金等の事業目的や交付基準にしばられない、実質的

にも新たな交付金でなければならない。 

制度の実施にあたっては、事業内容を公表して目標管理を適切に行うなど、地

方団体が責任を負う一方で、交付金の趣旨に沿った事業を行う場合には、対象分

野、対象経費の制約などは大胆に排除するほか、「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を踏まえ、少なくとも当面の５年間を見据えて施策展開を図れるよう継続

的なものとすべきである。 

あわせて、地方が、地方版「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実かつ弾

力的に遂行できるよう、状況変化に対応した追加的な財政支援についても柔軟に
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検討されたい。 

 

３ 地方創生に資する新たな税制措置 

平成 27 年度税制改正で創設された、東京圏から地方へ本社機能の移転等を行

う企業に対する税制上の優遇措置である「地方拠点強化税制」については、今後、

企業にとってより活用しやすいものとなるよう、所得拡大促進税制との併用を認

めること、対象地域の指定を柔軟に行うことなど、運用や制度の拡充を図るべき

である。 

また、少子化等の厳しい現状を抜本的に改善し、地方創生を推進していくため、

税制については、地方への人の流れをつくる制度、子どもが多いほど有利になる

制度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設など、これまでにな

い新たな仕組みが必要であり、企業の地方移転の促進、地方への定住・半定住や

三世代同居・近居のための住宅取得や改修の促進、所得税・住民税における配偶

者控除や扶養控除のあり方など、幅広く検討すべきである。 
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少 子 化 対 策 の 抜 本 強 化 に 向 け た 四 つ少 子 化 対 策 の 抜 本 強 化 に 向 け た 四 つ の 重 点の 重 点 施 策施 策 !!

【重点施策１】地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用

【重点施策２】子育てに伴う負担の大胆な軽減

【重点施策３】新制度に必要な財源確保と更なる質の向上

【重点施策４】子どもの貧困対策の抜本強化

【提言その１】当初予算に計上し、交付金制度の恒久化を図るべき！

【提言その２】より地方の創意工夫を活かす弾力的な運用を可能に！

○踏み出せなかった課題に取組み、高い政策効果が上がっている。
【 H26年度は47都道府県と244市区町村が挑戦】
→一過性のものに終わらせないためにも、交付金制度の恒久化が必要！

○結婚支援策等において、独自の取組を進め、成果を挙げた先行事例あり
→各地域の実情に沿ったものとして広げるには、運用の弾力化が必要！

【提言その１】１ 兆 円 超 の 財 源 確 保 ！

【提言その２】更なる質の向上に向けた継続した取組の実施！

子ども・子育て会議で議論された、サービスの質・量の改善に向けた施策の

完全実施に向け、１兆円超の財源確保のための措置を確実に講じること

教育・保育施設の関係者や地方自治体の意見、さらには、今後の子ども・子育て
会議での議論なども踏まえ、継続して改善方策等の検討を行なうこと

◎理想の子ども数（2.42人）と予定の子ども数（2.07人）に乖離がある理由

◇子育てや教育にお金が子育てや教育にお金がかかりすぎるかかりすぎる

ひ と り 親 家 庭 の 現 状ひ と り 親 家 庭 の 現 状

27.7.29 27.7.29 全国知事会全国知事会

①ひとり親家庭の貧困率は、子どもがいる家庭の約４倍！（2012年）
・大人が一人の子どもがいる現役世帯の貧困率54.6％

次 世 代 を 担 う 「 人 づ く り」 に向 けた少 子 化対 策 の次 世 代 を 担 う 「 人 づ く り」 に向 けた少 子 化対 策 の抜 本 強 化抜 本 強 化 [論点]

【提言その１】子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減！

【提言その２】第2子の壁の解消に向けた両立支援策の充実！

◆夫婦間・職場での支え合い：働き方の変革（長時間労働の解消）
◆世代間の支え合い：三世代同居・近居の促進のための優遇策の検討
◆地域での子育て支援：地域の退職者や高齢者等による子育て支援・地域の見守り

【提言その３】第３子以降への思い切った負担軽減策の導入！

○第３子以降の保育料の無償化など、段階的な幼児教育・保育の無償化の実現！

○所得税の世帯単位課税や年金の割増給付など、多子世帯に有利な
税制・年金制度等の検討

特に

◇子育てや教育にお金が子育てや教育にお金がかかりすぎるかかりすぎる
◇第２子､第３子の壁は、経済的要因に加え、育児負担や仕事の問題！育児負担や仕事の問題！

○非正規から正規雇用への就労形態の転換を促進する各種支援策の充実･強化

○経済的な理由によって､教育の機会均等が阻害されない支援策の充実･強化

○社会的養護を必要とする子ども達へのきめ細かな支援策の充実・強化

【提言その１】特に厳しい環境におかれた子どもたちの支援策の抜本強化！

【提言その２】貧困の世代間連鎖を断ち切るための学習支援や教育施策の実施！

○個に応じたきめ細かな学習指導など､必要な学力を確実に身につけられる体制の整備

○放課後児童クラブ等の要件の緩和や受入人数の拡充、利用者負担の軽減につながる

財政支援措置

○教員やSSW等を配置するための財源確保と専門性の高い人材確保に向けた支援策の充実

①中学校卒の子どもの進学率：
全体98.4％ 児童養護施設96.6％ ひとり親家庭93.9％

②高等学校卒の子どもの進学率：
全体70.2％ 児童養護施設22.6％ ひとり親家庭41.6％

ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況

・大人が一人の子どもがいる現役世帯の貧困率54.6％
・子どもがいる現役世帯全体の貧困率15.1％

②母子世帯の所得は児童のいる世帯の４割以下！
・児童のいる世帯全体（673万円） ・母子世帯の平均所得（243万円）

（スクールソーシャルワーカー）

○段階的な幼児教育・保育の無償化の実現
○子どもの医療費助成制度の創設
(特に、国民健康保険制度に係る子どもの医療費軽減に伴う国庫負担金減額調整措置の廃止)

○育児休業給付金の支給額の引き上げ
○教育費の負担軽減

○少子化対策に資する税制等の検討

27.7.29  27.7.29  全国知事会全国知事会

（提言本編）

～ 地域少子化対策強化交付金の恒久化と
子育ての負担の大胆な軽減 など ～

～ 地域少子化対策強化交付金の恒久化と
子育ての負担の大胆な軽減 など ～
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昨夏に、全国知事会は、今から直ちに取り組めば、我が国の将来の姿を変えていくことは十分可能であるとの認識のもと、少
子化非常事態宣言を発出し、若い世代の希望が叶い安心して結婚・子育てのできる環境の整備に向けて、国・地方はもとより、
地域社会や企業などが協力し、子育てをともに支え合う社会を築くための手立てを早急に講じる必要がある旨、訴えました。

現在、我が国は、少子化により国家的な危機に陥るか否かの重大な岐路に立たされており、将来にわたり我が国の活力を維持
していくためにも、国全体の出生率引き上げ等を目指して、少子化対策の抜本強化を図ることが急務です。教育政策、社会保障
制度、住宅政策から税制に至るまで、これまでの我が国の施策を抜本的に転換する必要があると言っても過言ではありません。

また、ライフデザインを希望どおり描くために必要な知識・情報に係る教育の充実を図るとともに、若い世代が、結婚・妊
娠・出産・子育てに対しより前向きに考えられるような温かい社会の実現に向けて、社会全体の気運の醸成を図る必要もありま
す。

このたび、政府が新たに策定した少子化社会対策大綱では、「結婚、妊娠、子ども・子育てに温かい社会の実現に向けて、社
会全体で行動を起こすべき」との方向性が示され、国を挙げての少子化に伴う人口減少問題の克服に向けた取り組みが始まった
ところです。この少子化対策を真に有効なものとするためには、ライフステージに応じ、かつ、地方の実情に応じた政策を形

は じ め に

ところです。この少子化対策を真に有効なものとするためには、ライフステージに応じ、かつ、地方の実情に応じた政策を形
作っていくことが必要です。

また、現在の子どもたちが置かれた状況に目を向けると、生活の困窮という経済的要因や家庭における教育力、地域社会の見
守り機能の低下などを背景に、およそ６人に１人の子どもが貧困に陥っており、このような生まれ育った家庭の事情等による貧
困の連鎖を通じて、子どもたちの将来が閉ざされかねない大変厳しい状況にあります。

このため、貧困の世代間連鎖の解消に向け、国と地方が連携して、極めて厳しい環境におかれた子どもたちへの支援策を抜本
強化していくことが必要と考えます。

今回の提言では、以上の諸点を踏まえ、国・地方さらには地域社会や企業などが協力し、子育てを社会全体で支え合う社会の
実現を目指し、少子化対策の抜本強化に向け、地域少子化対策強化交付金の恒久化や子育て負担の大胆な軽減、子ども・子育て
支援新制度に必要な財源の確保などに加え、子どもの貧困対策についての提言を行ないます。

平成２７年７月２９日
全国知事会 次世代育成支援対策プロジェクトチーム・リーダー

高知県知事 尾﨑 正直

1

50年後：「肩車型」

高齢者1人を支える人数

現在：ほぼ「騎馬戦型」

高齢者1人を支える人数

少子化の問題は、1970年代には顕在化していたにも関わらず、その取り組みは諸外国と比較しても
１世代遅れており、深刻さを増している。

このまま出生率が大きく改善しなければ、今の子どもたちが社会を支える時代には、我が国全体の活
力が失われる。

○高齢者1人を支える現役世代の人数 【高齢世代と現役世代の比率変化（イメージ）】

1.9人

2.6人

1.7人1.80 

2.20 

2.60 
（人）

2.6人が、2030年に

2030年以降の状況
を好転させるには、
合計特殊出生率
2.07が必要！

少子化は国家的な危機をもたらす課題

（65歳以上） （20～64歳）

１人
高齢者1人を支える人数

１人2.6人
高齢者1人を支える人数

2.6人

○人口減少が社会にもたらす深刻な影響
社会保障制度の崩壊

高齢者の急増による
負担増大と供給不足

経済の安定成長阻害

国内市場の縮小と
労働力人口の不足

小規模自治体の消滅

都市への人口流出
により格差が拡大

1.4
1.2 1.2人

1.3 1.3人

1.5 1.4 1.5人

1.00 

1.40 

2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年

1.60の場合
合計特殊出生率2.07の場合

1.35の場合

2.6人が、2030年に
1.7人にまで減少
する状況は変えら
れない！

少子化による人口減少問題の課題解決に向けて、国を挙げた少子化対策に、集中的に取り組むには、
今が最後のチャンス！

そのためには、出生率を回復させた諸外国の例も参考にしながら、これまでの延長線上にはない規模
の財源確保が必要！

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！

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

2
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×

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

◆ライフステージに応じた施策の展開！
◆地域の実情に合った施策を強力に推進！

◆安心して子育てできる家庭を築くための
基盤となる雇用の場の創出と拡充！

①結婚を希望するより多くの人々が望みを叶え、
②希望する時期に安心して出産し子育てができる

社会を目指す！

③より多くの若者が、子育て環境が充実している
地方で家庭を築くことのできる社会を目指す！

Ⅲ 世代間の支え合い

Ⅰ 出生率 × Ⅱ 若者の人口

出生率2.07以上に! ＋α の効果！

○地域の雇用創出・活性化
（多様な地域産業への重点的な支援の強化）

○キャリア教育の充実、若者の就職支援強化

○田舎暮らしを希望する若者の移住促進
など

×○非正規雇用の処遇改善、長時間労働の解消､
ワーク･ライフ･バランスの抜本強化

○結婚支援の強化、不妊治療への支援

○保育･教育費の負担軽減、保育サービスの充実強化

など

○高齢者や企業等による子育て支援 ○高齢者から子･孫の世代への資産移転の促進

Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み

高齢者や地域、企業等の参加により、
世代間を超えて子育てを支え合う社会を目指す！

３

３ 子育て支援策の充実
・待機児童の解消
・保育士の安定的･継続的雇用のため

の処遇改善 など

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

1 総合的な結婚支援策の強化
・出会いの機会の提供や結婚相談

などの地方の取組への後押し
など

1 総合的な結婚支援策の強化
・結婚する若者や子育て世帯向け

住宅の供給促進

2 妊娠・出産のための環境整備
・不妊への総合的な支援
・妊娠･出産の医学的な情報提供の

6 若者が地方にとどまり働ける
雇用の場の創出

・若者の雇用につながる地域経済
の活性化
（農林水産業の６次産業化推進、

中小企業等を中心とした地域の
戦略産業の育成等）

・企業の地方移転の促進
・地方大学への支援と大学キャン

パスの地方移転の促進
・若者の就職･就活支援
・都市と地方との交流･移住の促進

① より多くの方が

② より希望する時期に

③ より地方で

結 婚 妊娠・出産 子育て 就 労

【重点施策１】地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用

2 妊娠・出産のための環境整備
・安全･安心な周産期医療体制の

充実（医師確保対策の強化）
など

【重点施策３】
子ども･子育て支援
新制度に必要な財源

少子化対策の抜本強化に向けたトータルプラン

○公的部門 ・地域の実情に合った切れ目のない少子化対策の推進
・地方の雇用の場の確保 ・政策目標の設定 など

Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み

住宅の供給促進
・国による結婚や家庭の良さなど

の啓発 など

・妊娠･出産の医学的な情報提供の
推進（ライフプランの形成促進）

など

・若者の就職･就活支援
・都市と地方との交流･移住の促進

など

4 子育てに伴う経済的負担の軽減
・段階的な幼児教育･保育の無償化 ・教育費の負担軽減 ・税制・年金制度等を通じた負担軽減策 ・子どもの医療費助成制度の創設 など

5 子育てを阻んでいる雇用環境と職場環境の改善
・正規･非正規雇用の二極化の是正 ・長時間労働の解消 ・妊娠･出産後も働き続けられる就労環境の改善､再就職支援 ・仕事と育児が両立可能な職場風土の

醸成に向けた意識改革 ・企業の子どもを生み育てやすい環境整備の取組の「見える化」 ・男性の家事･育児参画の促進 など

① より多くの方が ＋ ② より希望する時期に！

○民間部門 ・元気な高齢者による子育て支援 ・企業の結婚･子育て応援
・地域やＮＰＯ、民間団体による支援 など

官民協働

4

【重点施策２】子育ての負担の大胆な軽減

【重点施策４】子どもの貧困対策の抜本強化

新制度に必要な財源
確保と更なる質の向上
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経済面の支援 経済面以外の支援

①未婚化・晩婚化の進行①未婚化・晩婚化の進行
□男性の□男性の55人に人に11人人､､女性の女性の1010人に人に11人が人が5050歳歳

時点でも未婚時点でも未婚
□平均初婚年齢と出産年齢の上昇□平均初婚年齢と出産年齢の上昇

女性の初婚年齢：S45年 24.2歳 ⇒H25 29.3歳 5歳上昇！

第１子の出産年齢：S45年の25.6歳が、H25年は30.4歳に！

□未婚化・晩婚化の要因□未婚化・晩婚化の要因
未婚女性の89.4％、未婚男性の86.3％が
いずれは結婚したいと望んでいるが、
次のような理由で結婚できないと回答

①適当な相手に巡り合わない
②結婚資金が足りない
③異性とうまく付き合えない

結婚する若者や子育て世
帯向けの住宅の供給

不妊治療に対する支援

税制等を通じた負担軽減
策

結婚・子育て資金一括贈
与の贈与税の非課税措置

など

出会いの機会の提供

きめ細かな結婚相談
・支援体制の整備

結婚や家庭の良さ
などの啓発

妊娠・出産の医学的
な情報提供の推進

結婚から妊娠・出産
・育児に至るまでの
切れ目のない支援

H25H25
出生数出生数

103103万人万人

合計特殊出生率合計特殊出生率
1.431.43

②
希望する時期での

出産･子育てが叶えば
＋27.9万人 ＋0.35

①
結婚を望む方の
希望が叶えば
＋21.2万人

＋0.29

より希望する時期に！より希望する時期に！

より多くの方が！より多くの方が！
未婚者への
結婚支援
により

総合的な
環境整備
により

婚姻率が
高まる

出産・子育ての
時期を早める

合計特殊出生率を２．０７（人口置換水準）にするためには

結 婚 妊娠・出産 子育て

合計特殊出生率は
“2.07”以上に!!

H26提言⇒実現！

【重点施策１】
地域少子化対策強化交付金の

恒久化と弾力的な運用

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

安全・安心な周産期医療
体制の充実 など

②結婚しても理想の子どもの数をもてない。②結婚しても理想の子どもの数をもてない。
□理想の子どもの数□理想の子どもの数 2.42人

→→予定する子どもの数予定する子どもの数 2.07人

□理想の子どもの数を実現できない要因□理想の子どもの数を実現できない要因
■子育てや教育にお金がかかりすぎる■子育てや教育にお金がかかりすぎる
・子ども1人当たりの教育には、全て公立

でも1千万円超の費用が必要

■子育てと仕事の両立が困難■子育てと仕事の両立が困難
・これ以上の育児負担に耐えられない
・夫の家事・育児への協力が得られない。
・正社員でも多くの女性が妊娠を契機に退職

段階的な幼児教育・
保育の無償化

子どもの医療費助成
制度の創設

教育費の負担軽減

少子化対策に資する
税制・年金制度等の検討

結婚・子育て資金一括贈
与の贈与税の非課税措置

教育資金一括贈与の贈与
税の非課税措置の延長

など

ワーク・ライフ・
バランスの実現

三世代同居・近居の促進
のための優遇策の検討

地域や企業による子育て
や見守り支援

幼児教育・保育等の量的
拡充と質の向上

など

14.0 

31.0 

50.8 

67.5 

76.5 

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

家事・育児時間なし

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夫の休日の家事･育児時間別にみた第22子以降の出生割合子以降の出生割合

仮に、既婚者が理想の子どもの数2.42を実現できたとした場合、

H25年の合計特殊出生率は 1.431.43 →→ 1.701.70

教育費 公立 私立

幼稚園幼稚園 66 146

小学校小学校 183 854

中学校中学校 135 389

高等学校高等学校 116 289

大学大学 （学費、住居・食費、その他生活費等）
625 791

計 1 ,125 2,469

○とりわけ負担の大きい子どもの教育費用○とりわけ負担の大きい子どもの教育費用（H24：万円）

【参考：試算値の考え方】
②現在の第1子出産平均年齢より約５歳前倒しで出産すると仮定し、2012年時点で30～34歳、35～39歳の既婚女性の数に５歳前の年代の出生率を乗じて試算

【参考：試算値の考え方】①未婚女性の89.4％（未婚者のうち結婚を希望する女性の割合）が既婚者に移行すると仮定し、移行した女性の数に各年代の既婚者の出生率を乗じて試算
②現在の第1子出産平均年齢より約５歳前倒しで出産すると仮定し、2012年時点で30～34歳、35～39歳の既婚女性の数に５歳前の年代の出生率を乗じて試算

5

全て公立でも
1千万超！

私立ならさらに
負担増!!

H26提言⇒実現！

【重点施策２】
子育ての負担の大胆な軽減

【重点施策３】
子ども・子育て支援新制
度に必要な財源確保と更
なる質の向上

（注）Ｈ２５人口動態統計調査等をベースに高知県で独自試算

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H24子どもの学習費調査」 ／ 大学 ：日本学生支援機構「H24学生生活調査」

（厚生労働省：H24第11回21世紀成年者調査）

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

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

数を算出。有偶者当たり理想の子ども数と完結出生児数(1.96）の差分が増えると仮定し試算

○新たな少子化対策への一歩を後押し！

結婚から子育てまでの切れ目ない支援等、今まで踏み出せなかった課題に対し⇒H26年度は47都道府県と244市区町村が挑戦

○取り組み事例の情報共有による事業のブラッシュアップ！

事例の共有により、他事例を参考に事業内容を精査⇒更なるレベルアップ

○H25、26連年の補正予算措置により、PDCAサイクルによる更なる事業の進化！

連年の予算措置により、初年度の点検・評価を踏まえて事業を組立⇒より成果を意識した、質の高い企画による事業実施

【重点施策１】地域少子化対策強化交付金の恒久化と弾力的な運用

～地域少子化対策強化交付金の創設による効果～

交付金の創設により、地方がこれまで踏み出せなかった課題に取り組むなど、高い政策効果が上がっている（別紙参照）

→「少子化社会対策大綱」においても、今後５年間を「少子化対策集中取組期間」と位置づけた上で、この５年間のみならずより長期的に必要な財源を

確保することとされている。これまでの地方の取組を一過性のものに終わらせないためにも、同交付金を当初予算化し、恒久化することが必要！

【提言その１】当初予算に計上し、交付金制度の恒久化を図るべき！

【提言その２】より地方の創意工夫を活かす弾力的な運用を可能に！

交付金の恒久化と

より地方の創意工夫が活かせる
弾力的な運用が可能となれば、

取組はさらに加速！

●会員登録制のパートナー探し ・検索システムにより、相談員が希望の相手とのお見合いをセッティング

●「ふれあいパーティ」の開催 ・センター主催のほか、市町村･NPO･企業等のパーティを共催･後援

●マリッジサポーターの結婚相談・市町村の協力を得て60カ所で928名のサポーターがきめ細かな相談会を開催

●結婚なんでも相談事業 ・会員以外の方も、本人や家族･友人を含め全センターで相談を実施

●出会いイベント事業 ・登録会員を対象に、市町･NPO等の応援団が開催するイベントの支援

●ひょうご縁結びプロジェクト ・県内10カ所のコーディネーターによる会員制のお見合い･相談

●婚活力アップ講座、ライフプランセミナー ・成婚に必要な能力の習得講座や大学生向けセミナーの開催

●こうのとり大使 ・ボランティア600名が、出会い事業の広報や縁結び交流会の企画･開催等を実施 6

いばらき出会いサポートセンター 【茨城県】

ひょうご出会いサポートセンター 【兵庫県】

実績 （27.6.30）

会員数 2,896名

お見合い 13,826組

パーティ 1,627回

カップル 6,790組

成婚数 1,412組

実績 （27.6.30）

会員数 3,380名

お見合い 17,412組

イベント 3,239回

講座 123回

成婚数 1,024組 など

例えば結婚支援においては、独自の取組を進め、成果を挙げている先行事例がある。

→地域少子化対策強化交付金は、「少子化社会対策大綱」に掲げられた支援施策を地方の実情に応じて講じていくための財源。

成果を上げた先行事例を各地域の実情に応じた形で全国に広げていくためにも、運用の弾力化を図り、使い勝手の良い交付金とすべき！

【提言その２】より地方の創意工夫を活かす弾力的な運用を可能に！

～独自の取組を進め、成果を挙げている先行事例（結婚支援）～
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結
婚

とやまマリッジサポートセンター事業
【1,640万円】

（事業内容）
子育て支援や男女共同参画の取組を通し、県と企業の結びつきが強いと

いう基盤を有効に活用し、独身男女の生活の大半を占める職場の協力を得
ながら、結婚支援の取組みを強化する。
（実績）

メルマガ会員登録数399人、お見合い会員登録数452人、
お見合い成立数123組

富山県

産婦人科医との協働による妊娠出産何でも相談会事業
【93万円】

（事業内容）
産婦人科は受診しにくい診療科であり、医師への相談ニーズが高い実情を

踏まえて、県と県産婦人科医会との協働による相談会を実施し、産婦人科医

静岡県NPOが主体となった妊娠期から子育て期までの切れ目
のない訪問型支援モデル事業 【1,316万円】

（事業内容）
乳幼児のいる家庭を対象に、産前期から継続的に訪問型子育て支援を行

結婚から育児までのワンストップ相談窓口設置
【1,235万円】

（事業内容）
結婚支援窓口がなく、他の相談窓口も制度ごとに縦割りとなっている課題

を解消するため、結婚支援から母子保健、子育て、再就職支援なども含めた
幅広い情報をワンストップで提供する窓口を設置する。
（実績）

応援ｺｰﾅｰ相談349件、婚活講座参加者748人、婚活ｻﾎﾟｰﾀｰに
よる引合せ744件

高知県

山形県

ল
ਓ


႔

～交付金の活用によって、地域の実情に応じた、切れ目のない支援が各自治体で展開！～

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

地域少子化対策強化交付金を活用した取組事例

産婦人科は受診しにくい診療科であり、医師への相談ニーズが高い実情を
踏まえて、県と県産婦人科医会との協働による相談会を実施し、産婦人科医
に直接に相談できる場を提供する。
（実績）

相談会10会場 参加者671人（講座616人、相談55人）

潜在保育士の復職推進事業
【1,065万円】

（事業内容）
保育士養成校（モデル校）卒業者のうち、保育

所・幼稚園に就職した方が69％である実情を踏
まえ、養成校卒業者を対象としたニーズ調査を実
施するとともに、保育士として就職・復職したい
人への研修会開催等の支援を行う。
（実績）

潜在保育士対象のニーズ調査、保育士就
職・復職希望者研修会 参加者133人

岡山県

乳幼児のいる家庭を対象に、産前期から継続的に訪問型子育て支援を行
うことで母親の負担感、不安感を軽減する取組を実施する。
（実績）

延相談件数 ３６８件

企業子育て応援隊事業
【 1,373万円】

（事業内容）
子育て期の女性の労働力率が低い現状を踏ま

え、従業員100人未満の小規模な企業を専門家
（社会保険労務士）が直接訪問し、育児と両立
しやすい職場づくりのための助言等を行う。
（実績）

訪問企業300社、好事例につなげた
企業10社、フォーラム参加者183人

滋賀県 みえの育児男子プロジェクト
【380万円】

（事業内容）
男性の育児参画の意識を高めるため、男性の育児参

画の重要性に関する普及啓発、男性の仕事と育児の両
立を推進するための企業等への働きかけや人材育成な
どに取り組む。
（実績）

ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえ
応募387件、男性社員と知事との育児
男子トーク５回、知事のイクボス宣言

三重県

子
育
て
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など

7これらを一過性の取組に終わらせないためにも、交付金制度の恒久化が必要！

○段階的な幼児教育・保育の無償化の実現
・低所得者に配慮した幼稚園・保育所等の保育料軽減措置の拡充 (⇒一部実現)

○子どもの医療費助成制度の創設
・国の責任において全ての子どもの医療保険に伴う負担を軽減する支援制度の創設
・特に、国民健康保険制度に係る子どもの医療費軽減に伴う国庫負担金の減額調整措置の

廃止及び子どもの保険料負担の軽減
○育児休業給付金の支給額の引き上げ
○教育費の負担軽減

・奨学給付金の拡充など高校･大学生等への修学支援策の一層の充実

○少子化対策に資する税制等の検討
・海外を参考にした育児支援諸費用の一定割合の税額控除制度の創設

○理想の子どもの数と予定する子どもの数 （H22：既婚者） ◇理想の子どもの数 2.42人 ◇予定する子どもの数 2.07人（▲0.35人）

【重点施策２】子育ての負担の大胆な軽減

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

【提言その１】子育て世帯の経済的負担の全般的な軽減！

○子育ての負担を軽減し、理想の子ども数を実現するためには、
①経済的な不安を取り除く思い切った負担の軽減策 ②職場や地域・世代間の支え合いなどによる仕事と子育ての両立支援が必要！

教育費 公立 私立

合計 1 ,125 2,469

内
訳

幼稚園 66 146

小学校 183 854

中学校 135 389

高等学校 116 289
大学（学費・住居等） 625 791

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H24子どもの学習費調査」 /大学 ：日本学生支援機構「H24学生生活調査」)

子育ての負担感
◎理想と予定に乖離がある理由

◇子育てや教育にお金がかかりすぎるから(H24:万円)

14.0 

31.0 

50.8 

67.5 

76.5 

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

家事・育児時間なし

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

・海外を参考にした育児支援諸費用の一定割合の税額控除制度の創設

○○ 夫の休日の家事･育児時間別にみた第夫の休日の家事･育児時間別にみた第22子以降の出生割合子以降の出生割合

（厚生労働省：H24第11回21世紀成年者調査）

8

「理想」と「予定」に乖離がある理由
理想２人
予定1人

理想３人
予定２人

子育て・教育にお金がかかりすぎる 44.0% 71.1%

高年齢で生むのは嫌だから 36.7% 34.0%

欲しいけれどできないから 33.3% 9.8%

これ以上の育児負担に耐えられない 13.9% 20.2%

仕事に差し支える 14.1% 18.7%

○第３子の壁は、経済的要因（○第３子の壁は、経済的要因（77割）に加え育児負担や仕事の問題！割）に加え育児負担や仕事の問題！

【提言その２】第2子の壁の解消に向けた両立支援策の充実！
◆夫婦間・職場での支え合い：働き方の変革（長時間労働の解消）

・イクボス研修等による企業のトップや管理職の意識改革の推進
・ワーク・ライフ・バランスの実現

◆世代間の支え合い：三世代同居・近居の促進のための優遇策の検討
・住宅の増改築や改修に係る税額控除制度の創設

◆地域での子育て支援
○地域の退職者や高齢者等による子育て支援・地域の見守り
○地域の企業による子育て支援：子育て世帯へのサービス提供（子育て支援パスポート

事業の全国展開に向けた制度設計）、公共交通機関での負担軽減、
配偶者出産時の有給休暇の確保、従業員への積極的な子育て応援

【提言その３】第３子以降への思い切った負担軽減策の導入！

○第３子以降の保育料の無償化など、段階的な幼児教育・保育の無償化の実現！
・多子世帯保育料軽減措置における同時入所等の要件の廃止と対象の拡大

○少子化対策に資する税制・年金制度等の検討
・所得税の世帯単位課税や年金の割増給付など、多子世帯に有利な税制・年金制度等の検討

夫婦間・世代間・職場などに
おける理解と支え合い!

8

（幼稚園～高等学校：文部科学省「H24子どもの学習費調査」 /大学 ：日本学生支援機構「H24学生生活調査」)

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

ゼロと２～４時間
を比較しただけでも、
２子以降の出生には

３倍以上の差！

特に

第3子の壁

第２子の壁
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【重点施策３】子ども・子育て支援新制度に必要な財源確保と更なる質の向上

【提言その１】１ 兆 円 超 の 財 源 確 保 ！ 【提言その２】更なる質の向上に向けた継続した取組の実施！

【重点施策４】子どもの貧困対策の抜本強化

【提言その１】特に厳しい環境におかれた子どもたちの
支援策の抜本強化！

○非正規から正規雇用への就労形態の転換を促進する各種支援
・ひとり親家庭の親や子の職業訓練や資格取得等への支援策の拡充
・ひとり親家庭の親を正規雇用する事業所への助成金の拡充と税制優遇措置の創設

○経済的な理由により進学をあきらめることがないように、教育の機会均等
を確保するための支援

子育て世代の不安を取り除くためにも、子ども・子育て会議で議論さ
れた、サービスの質・量の改善に向けた施策の完全実施に向け、１兆
円超の財源の確保のための措置を確実に講じることが必要

新制度に係る様々な課題について、教育・保育施設の関係者や地方自治体の意
見、今後の子ども・子育て会議での議論なども踏まえ、継続して改善方策等の
検討を行うことが必要
(例)・大規模園を中心とした認定こども園の不利な助成状況 ・保育士修学資金貸付事業等保育士の確保

・3歳未満の在宅育児家庭の子どもに対する支援 ・放課後児童クラブの受入人数の拡充 など

ひとり親家庭の現状ひとり親家庭の現状

① 大人が一人の子どもがいる現役世帯の貧困率は、子どもがいる現役世帯全体の貧困率の約４倍！
② 母子世帯の平均所得は児童のいる世帯全体の４割以下！

■児童のいる世帯全体と母子世帯の平均所得

50.1 58.2 54.6 60.0 

80.0 

■子どもがいる現役世帯の貧困率
（全体と大人が一人の世帯） 710.6 725.8 673.2 

600.0 

800.0 
平
均
所
得

○非正規から正規雇用への就労形態の転換を促進する各種支援
・ひとり親家庭の親や子の職業訓練や資格取得等への支援策の拡充
・ひとり親家庭の親を正規雇用する事業所への助成金の拡充と税制優遇措置の創設

○経済的な理由により進学をあきらめることがないように、教育の機会均等
を確保するための支援

【提言その２】貧困の世代間連鎖を断ち切るための
学習支援や教育施策の実施！

○経済的な理由により進学をあきらめることがないように、教育の機会均等
を確保するための支援
・給付型奨学金の創設と無利子貸与奨学金の拡充

○児童養護施設等の子どもたちが、自立した社会人としてスムーズに社会
生活をスタートできるようなきめ細かな支援
・家庭的な環境の中で養育に取り組む地域小規模児童養護施設等の充実
・児童養護施設等への自立・学習支援を専門に担当する職員の配置

○学力面で課題を抱える子どもが、少人数指導など個に応じたきめ細かな学
習指導の実施などにより、必要な学力を確実に身につけられる体制の整備

○特に、放課後児童クラブの受入人数は、幼稚園・保育所等を大きく下回る
状況。家庭の経済状況等に関わらず、すべての子どもが利用できるよう
に、放課後児童クラブ等の要件の緩和や受入人数の拡充、利用者負担の
軽減につながる財政支援の実施

○多様な教育課題に専任できる教員やスクールソーシャルワーカー等を配置する
ための十分な財源の確保、専門性の高い人材の確保に向けた支援の充実

ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況
① 中学校を卒業した子どもの進学率：全体 98.4％ 児童養護施設 96.6％ ひとり親家庭 93.9％
② 高等学校を卒業した子どもの進学率：全体 70.2％ 児童養護施設 22.6％ ひとり親家庭 41.6％

98.4%
96.6%

93.9%

90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%

100.0%

全国（全体） 児童養護施設 ひとり親家庭

■中学校卒業後の進学率
（H25 ※ひとり親家庭H23）

70.2%

41.6%
22.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

全国（全体） ひとり親家庭 児童養護施設

■高等学校卒業後の進学率
（H25 ※ひとり親家庭H23）
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子どもがいる現役世帯 大人が一人の現役世帯

248.6 252.8 243.4 
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（単
位
：万
円
） 児童のいる世帯全体 母子世帯

（厚生労働省HP公表） （厚生労働省：国民生活基礎調査）

（全国（全体)：学校基本調査、児童養護施設：厚労省家庭福祉課調、ひとり親家庭：全国母子世帯等調査）

○経済的な理由により進学をあきらめることがないように、教育の機会均等
を確保するための支援
・給付型奨学金の創設と無利子貸与奨学金の拡充

○児童養護施設等の子どもたちが、自立した社会人としてスムーズに社会
生活をスタートできるようなきめ細かな支援
・家庭的な環境の中で養育に取り組む地域小規模児童養護施設等の充実
・児童養護施設等への自立・学習支援を専門に担当する職員の配置

少子化対策の抜本強化に向けたトータルプラン
【 政 策 集 】【 政 策 集 】
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第1子出産年齢

Ⅰ 出生率を高めるための施策 － 結 婚 －
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○1990年以降、生涯未婚率は急上昇

男性の 5人に1人、
女性の10人に1人が
50歳時点でも未婚！

（総務省：H22国勢調査）
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①適当な
相手に巡
り合わな
い

②結婚資
金が足り
ない

③異性と
うまく付
き合えな
い

（国立社会保障・人口問題研究所：H22出生動向基本調査）

男性（％） 女性（％）

1 総合的な結婚支援策の強化

○平均初婚年齢、第１子出産年齢の上昇
傾向が止まらない （厚生労働省：H25人口動態統計調査）

○結婚できない理由は「適当な相手に巡り合わ
ない」「結婚資金が足りない」が圧倒的

(%) （歳）

男性の初婚年齢と
女性の第1子出産年齢
は３０歳を超えた！

23.0 

22

1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2012年 2013年

○結婚をする･しないは自由な選択だが、結婚
「できない」理由には具体的な対策が必要。

○結婚の希望を叶える環境整備に向けて、国に
よる積極的な後押しが不可欠！

1.46 

1.26 1.70 
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◆地方は地域の実情に応じた多様な結婚支援策を展開。
国は、地方の取組を財政支援などにより積極的に後押し｡

【地方の取組】
○結婚を希望する方への出会いの機会の提供、きめ細かな相談･支援体制

の整備
・出会いの機会づくり（多様なイベント） ・結婚支援センターの運営
・婚活サポーターの養成 ・独身者の状況に応じた婚活セミナーの開催 など

◆国自らも主体的な取組を推進すべき。
・結婚する若者や子育て世帯向け住宅の供給促進、多世代同居や近居住宅への

支援
・結婚や家庭の良さを啓発するポジティブキャンペーン

参考：結婚しない理由
①必要性を感じない
②自由さや気楽さを失いたくない
③仕事に打ち込みたい
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17,657
25,987

31,048

60,536

72,029

84,395

96,458

112,642

134,943

148,659

Ⅰ 出生率を高めるための施策 － 妊娠・出産 －

○分娩取扱医師数の動向（2012年と2006年との比較） ○特定不妊治療の助成件数は年々増加

2 妊娠・出産のための環境整備

○ 助成対象者の年齢層の９割が
30～44歳

医師の増減の
地域偏在が顕著！

（日本産婦人科医会：25年5月記者懇談会資料）

(%) (件)

１０年間で
８倍以上に

増加！

（厚生労働省HP公表）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

◆安全・安心な周産期医療体制の充実
・国レベルでの医師確保対策の強化
・地域医療を担う地方大学や地域の教育病院等への人的･財政的支援

（厚生労働省：25年8月「不妊に悩む方への特定治療支援事業
等のあり方に関する検討会」報告書

◆不妊に関する総合的な支援
・不妊に対する相談･支援体制の拡充（男女ともに受診しやすい体制整備）
・男性の不妊治療への支援の充実 ・医療保険の適用範囲と助成措置の拡大
・不妊に関する研究の推進、専門医の育成
・不育症への積極的な支援（検査、治療研究、検証、自治体への情報提供など）

○産科医等の地域偏在が深刻化する中、地域で
安心して出産できる環境整備が急務！

○不妊治療を望む方への支援策の拡充・強化が
必要！

○将来の仕事と併せて、出産･子育てを視野に
入れたライフプランの早期形成も重要！ ◆妊娠・出産に関する医学的な情報提供の推進

・医学的に正確な情報提供と社会的関心の喚起
・思春期から妊娠･出産の医学的知識を学べるライフプラン教育の拡充
・企業の新人研修等を活用したライフプラン形成の促進

（日本産婦人科医会：25年5月記者懇談会資料）
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Ⅰ 出生率を高めるための施策 – 子育て －

○未就学児を育児する女性（25～44歳）の有業率
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平成26年10月1日現在 43,184人 （厚生労働省公表）

（総務省：H24就業構造基本調査）

3 子育て支援策の充実

都市部は雇用の場が多いものの、
子育て中の女性の就業率が平均より低い！

有業率が平均以下で、
待機児童が1千人以上
の都道府県

(％)

(人)

○保育所入所待機児童数 （26年10月１日：政令市・中核市含む）

1,075 
74 566 

1,552 
139 133 405 718 290 56 

2,049 2,626 

12,447 

2,796 

55 0 0 0 0 0 40 
1,145 575 362 897 243 
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1,612 

343 127 89 129 118 899 139 180 34 79 180 
1,596 

71 179 
1,198 

210 18 
1,119 

3,455 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

待機児童の数が多い地域と
女性の就業率が低い地域に強い相関！

○子育てしながら働く女性が増加する中、待機
児童の解消（保育所･学童保育）は喫緊の課題！

○子育てへの不安の解消などに向けて、地域の
実情に応じた子育て支援策の拡充･強化が必要！

◆子ども・子育て支援新制度による量･質両面の拡充を強化
○待機児童の解消 保育士等の安定的･継続的雇用のための処遇改善
○教育･保育、地域子ども･子育て支援事業の量的･質的拡充
・職員配置基準の見直し、退職者の復帰支援を含めた保育士等確保対策、年度途中入所の

円滑化のための職員加配、障害児等保育の充実
・事業所内保育､病児･病後児保育､休日夜間保育､自然体験保育等の充実に向けた助成拡大
・放課後児童クラブの補助基準引き上げ、人数要件の撤廃、受入人数拡充のための財政支援
・地域子育て支援拠点やファミリーサポートセンター等の一層の拡充に向けた要件緩和
○これらに必要となる１兆円超の財源の確実な確保
○安心こども基金による施設整備や保育教諭の確保支援等の継続
○新制度に係る様々な課題について、教育・保育施設関係者や地方自治体の意見、

子ども・子育て会議での議論等を踏まえ、継続的に施策を改善
(例)・大規模園を中心とした認定こども園の不利な助成状況 ・保育士修学資金貸付事業等保育士の確保

・3歳未満の在宅育児家庭の子どもに対する支援 ・放課後児童クラブの受入人数の拡充 など

◆産後ケア体制の強化
◆安価で利用しやすい家事支援サービスの充実･利用拡大の検討
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Ⅰ 出生率を高めるための施策 – 子育て ー

○所得階級別の雇用者構成（30～40代）

教育費 公立 私立

幼稚園 66 146
小学校 183 854
中学校 135 389

高等学校 116 289

大学 （学費等） 269 528
〃 （住居・食費等） 217 125
〃 （その他生活費） 139 138

計 1,125 2,469

(H14計) 1,151 2,483

○とりわけ負担の大きい子どもの教育費用（H24：万円）

4 子育てに伴う経済的負担の軽減

○就学前は「保育所」の場合
市町村別・所得階級別等で異なるが、３年間
の幼稚園に比べ、０歳から６年保育の場合、
※子どもが1人の世帯の平均額×６年で１６１万

円程度と、公立幼稚園の２倍以上の負担!
（※厚生労働省：H24地域児童福祉事業等調査）

○幼稚園～高等学校までの費用
学用品、給食費等のほか、塾や習い事の

費用も含む

○大学 （４年間、公立は「国立」の額）

地方から都市部の大学へ進学の場合、学費
に加え住居費や生活費の仕送りも大きな負担

30～40代の所得は
この10年で
全体的に低下！

全て公立でも１千万超！

一方、教育
費用は
ほとんど
不変！

○理想とする子どもの数を養育できない大きな
要因として、子育て･教育費の過大な負担が影響。

○子育て家庭が抱える将来の経済的な不安を
取り除く思い切った負担軽減策が不可欠！

(H14計) 1,151 2,483
（総務省：就業構造基本調査）

（幼稚園～高等学校：文部科学省「子どもの学習費調査」 ／ 大学 ：日本学生支援機構及び文部科学省「学生生活調査」
※私立小学校の費用はH18から調査開始のため、H14計ではH18の値を使用。

◆保育料や教育費などの負担軽減策
○段階的な幼児教育・保育の無償化

・多子世帯保育料軽減措置における同時入所等の要件の廃止と対象の拡大
・低所得者に配慮した保育料軽減措置の充実

○育児休業給付金の支給額の引き上げ
○教育費の負担軽減

・奨学給付金の拡充など、高校･大学生等への修学支援策の一層の充実

◆子どもの医療費助成制度の創設
・医療保険制度を担う国において、全ての子どもを対象とした助成措置を制度化
・特に、制度化されるまでの間は、国民健康保険国庫負担金の減額調整措置を廃止

に加え住居費や生活費の仕送りも大きな負担

◆少子化対策に資する税制・年金制度等の検討
・海外を参考にした育児支援諸費用の一定割合の税額控除制度の創設
・所得税の世帯単位課税や年金の割増給付など、多子世帯に有利な税制・年金制度等の検討
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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－
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○○ 生涯未婚率の推移生涯未婚率の推移○○ 19851985年を起点とした年を起点とした2525～～3434歳の歳の
男女の非正規雇用比率の増減男女の非正規雇用比率の増減

（総務省：H25労働力調査から算出）

5子育てを阻んでいる雇用環境と職場環境の改善

‘95年以降の男性の
非正規雇用比率の
増加と、生涯未婚率
は連動して上昇！

～背景には雇用環境の問題～

（総務省：H22国勢調査）(%)
(%)
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バブル 派遣業種 製造業へ ﾘｰﾏﾝ
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○末子を妊娠した時の女性社員の退職理由○末子を妊娠した時の女性社員の退職理由

（厚生労働省：H25育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書）
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◆仕事と子育ての両立が可能となる職場環境の整備
（ワーク･ライフ･バランスの抜本強化）
・イクボス研修等による企業のトップや管理職の意識改革の推進
・時短勤務やテレワークなど多様な働き方の導入促進と、それを利用しやすい職場

風土の醸成に向けた啓発強化
・育休代替職員の確保や復職支援、一般事業主行動計画の策定など企業の取組に対

するインセンティブの拡充
・出産で退職した女性の復職・再就職・起業への支援措置の拡充
・企業の子どもを生み育てやすい環境整備の取組の「見える化」

◆男性の家事･育児参画の促進
・男性の育児参画に向けたポジティブキャンペーンの実施と地方の取組への支援
・配偶者出産時の有給休暇の確保

○安定した収入と、結婚や子育てに取り組む
時間を確保できる働き方への転換が不可欠！

○女性の活躍促進と、出産後も継続して働け
る就労環境の整備は、いわば車の両輪。

○理想の子どもの数の実現には、男女がとも
に、仕事と子育ての両立ができる環境整備が
不可欠！

◆正規・非正規雇用の二極化の是正
・正規雇用に転換できる雇用制度の導入や賃金の改善など、非正規雇用の処遇改善

◆長時間労働の解消
・長時間労働の規制強化、管理職や企業経営者等の意識変革を促進する取組
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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（都道府県別の合計特殊出生率（H26H26））○○ 三大都市圏と地方圏との人口移動三大都市圏と地方圏との人口移動（転入超過数の推移）（転入超過数の推移） （厚生労働省：H26 人口動態月報年計（概数））

6 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）

人口過密な大都市圏の 1.49
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○子育ての環境が十分とは言えない大都市圏へ
の、地方の若者流出が止まらない。

○若者が、住み慣れた地方で安心して家庭を築く
ための雇用の場の創出が不可欠！

◆若者の雇用につながる地域経済の活性化
○多様な地域資源を活用した農林水産業の６次産業化の推進
○中小企業や小規模事業者などを中心とした地域の戦略産業の育成
○ふるさと起業の促進につながる支援措置
○企業の地方移転の促進、企業の地方移転･分散を促進する税制優遇措置
○都市の介護需要を地方が支えるための制度改正
○地方大学への支援と大学キャンパスの地方移転の促進

◆若者の就職支援
○就学中のキャリア教育の充実、地域ニーズを踏まえた弾力的な職業訓練制度
○ひきこもりや二―トなどの若者の就労に向けた自立支援策の推進

◆都市と地方との交流・移住促進
○田舎暮らしを希望する若者の移住促進、廃校施設等を活用した交流促進
○ITを積極活用した二地域居住の推進

地方圏から大都市圏への
転出超過傾向が続く！

15

人口過密な大都市圏の
出生率は、待機児童の

問題なども影響し、
相対的に低い！
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Ⅲ 世代間の支え合いの仕組み

公的部門の取り組み

◆結婚から子育てまでのライフステージを通じ、
地域の実情に合った切れ目のない少子化対策を推進

・地方の実情に応じた取組を推進するための「地域少子化
対策強化交付金」の恒久化と弾力的な運用

◆地方に若者がとどまり、安定した家庭を築くため
の雇用の場の確保
・国と地方が一体となって成長戦略を強力に推進

◆政策目標の設定

民間部門の取り組み

◆元気な高齢者による支援
・子どもの一時預かりなどを担う子育て支援
・地域の子どもを見守り交流する場づくり

◆企業による結婚や子育て応援
・出会いの機会づくりの取組
・従業員への積極的な子育て応援
・ライフプランや子育て講座等を組み入れた企業内研修

◆地域やＮＰＯ、民間団体による支援

○子育てを「社会全体で支える」構造への転換が必要。
○世代間の協力と官民の協働により、子育てを支えていく取り組みが重要！

双方の協働により、
理想的な子育て
社会が実現

世代間協力と官民協働

◆政策目標の設定
・国民･企業の意識啓発や国と地方の一体的な施策の展開、

政策効果の検証などに資する具体的な目標設定

◆地域やＮＰＯ、民間団体による支援
・多様な出会いの機会づくり
・子育てサークル間の連携・交流の促進

○世代間の支え合いを促進する観点からの、これまでにない税財政制度を確立することが必要！

◆子育てを未来への投資と捉えた新たな税財政制度の創設

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設⇒昨年の提言を元に実現！

【例】①新たな投資国債「子育て債（仮称）」を活用した低所得者向け交付金制度等の創設
※子育てを未来への投資へと捉えた新たな国債

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

◆社会保障制度の給付・負担の世代間での平準化を図る税財政制度の再構築 16

子どもの貧困対策の抜本強化
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目的と背景

ひとり親家庭や児童養護施設等の子どもたちが置かれた厳しい環境 政策提言の具体的内容

○子どもたちの将来が、その生まれ育った環境によって左右されず、また、貧困が世代を超えて連鎖することにならないよう、
特に厳しい環境に置かれたひとり親家庭等の子どもたちへの支援策の抜本強化を図ることが喫緊の課題となっています！

①ひとり親家庭の親や子の職業訓練や資格取得等への
支援策の拡充

②ひとり親家庭の親を正規雇用する事業所への助成金

710.6 725.8 673.2 

600.0 

800.0 
平
均
所
得

■児童のいる世帯全体と母子世帯の平均所得

50.1 58.2 54.6 60.0 

80.0 

■子どもがいる現役世帯の貧困率
（全体と大人が一人の世帯）

１ ひとり親家庭を取り巻く厳しい経済環境の
改善に向けて、非正規から正規雇用への就労
形態の転換を促進するなど各種支援策の拡充
・強化を図ること。

１ ひとり親家庭の現状１ ひとり親家庭の現状
① ひとり親家庭の貧困率は子どもがいる現役世帯全体の貧困率の約４倍！
② 母子世帯の平均所得は児童のいる世帯全体の４割以下！
③ 就労している母子世帯で役立つ資格（Ｈ23年の全国母子世帯調査）

「作業療法士」、「准看護師」、「介護福祉士」、「看護師」

特に厳しい環境に置かれた子どもたちへの支援策の抜本強化特に厳しい環境に置かれた子どもたちへの支援策の抜本強化

②ひとり親家庭の親を正規雇用する事業所への助成金
の拡充と税制優遇措置の創設

①家庭的な環境の中で養育に取り組む地域小規模児童
養護施設等の充実

②児童養護施設等への自立・学習支援を専門に担当する
職員の配置

70.2%
41.6%

22.6%

0.0%

50.0%

100.0%

全国（全体） ひとり親家庭 児童養護施設

■高等学校卒業後の進学率
（H25 ※ひとり親家庭H23）

98.4%
96.6%

93.9%

90.0%

95.0%

100.0%

全国（全体） 児童養護施設 ひとり親家庭

■中学校卒業後の進学率
（H25 ※ひとり親家庭H23）

＜出典＞全国（全体)：学校基本調査、児童養護施設：厚労省家庭福祉課調、ひとり親家庭：全国母子世帯等調査

＜出典＞国民生活基礎調査
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）

子どもがいる現役世帯 大人が一人の現役世帯

※現役世帯とは、世帯主が18歳以上65歳未満の世帯

３ 児童養護施設等の子どもたちが、自立した
社会人としてスムーズに社会生活をスタート
できるよう、きめ細かな支援策の充実・強化
を図ること。

２ ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況２ ひとり親家庭・児童養護施設の子どもたちの進学状況
① 中学校を卒業した子どもの進学率：全体 98.4％ 児童養護施設 96.6％ ひとり親家庭 93.9％
② 高等学校を卒業した子どもの進学率：全体 70.2％ 児童養護施設 22.6％ ひとり親家庭 41.6％

２ 経済的な理由により進学を諦めることのな
いよう教育の機会均等を確保するための支援
策の拡充・強化を図ること。

○給付型奨学金の創設と無利子貸与奨学金の拡充

17

○ 家庭の経済状況が子どもたちの学力や進学率などに影響し、このままでは貧困が世代を超えて連鎖することが危惧されます。
○ 子どもたちが生まれ育った家庭の経済状況等に左右されることなく、安心して学び、夢と希望を持って育つ環境を作っていくことが必要です。

貧困により学力の未定着や非行、いじめなどの厳しい環境にある子どもたちへの支援を充実し、貧困の世代間連鎖を教育によって
断ち切るため、国において、

１学校が実施する少人数指導など個に応じたきめ細かな学習指導や放課後等の補充学習、生活困窮家庭の子どもに対する学習
支援等への支援の充実

２特に、放課後児童クラブの受入人数は、幼稚園・保育所等を大きく下回る状況。放課後児童クラブ等の柔軟な運営を可能とする
ための要件の緩和や、受入人数の拡充、利用者負担の軽減につながる財政支援措置

３子どもの多様な教育課題に専任できる教員を配置するための定数改善や、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの
配置拡充、常勤化を含む待遇改善による専門性の高い人材の確保に向けた支援の充実

が必要です。

ਏ

຺

貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切るための学習支援や教育相談体制等の充実①貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切るための学習支援や教育相談体制等の充実①

・家庭の社会経済的背景（SES）と子どもの学力との間には強い相関が
あるが、学習時間は不利な環境を克服する手段の一つと考えられる

・母子世帯・父子世帯（ひとり親家庭）の数が増えている
・ひとり親家庭の貧困率は54.6％と子どもがいる現役世帯全体の貧
困率の約4倍

貧困等により学習の場や時間が十分に与えられてい
ない子どもたちに対する放課後等の学習支援が重要

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

家庭の経済状況に関わらず、すべての子どもが利用で
きる放課後等の安全な居場所、学びの場づくりが必要

困率の約4倍

出典：全国母子世帯等調査

大人一人の子育て世帯の貧困率(H24)：54.6%
（子どもがいる現役世帯の貧困率(H24)：15.1%）
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160.0 

平成5年 平成10年 平成15年 平成18年 平成23年
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15.7 
16.3 

17.4 24.1 22.3 

母子世帯・父子世帯の数（推計値）

父子世帯

母子世帯

（万）

94.7
111.8

139.9 139.2 146.1

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

SES別 平日の学習時間と教科の平均正答率<小学校・国語A>

18
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SES別 平日の学習時間と教科の平均正答率<小学校・国語A>
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貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切るための学習支援や教育相談体制等の充実②貧困の世代間連鎖を教育によって断ち切るための学習支援や教育相談体制等の充実②

・貧困により困難な課題に直面している子どもたちは就学の継続や進学も難しい状況にある

出典：学校基本調査 高等学校等・大学等進学率 保護世帯に属する子供の高等学校等・大学等進学率（厚生労働省保護課）
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 保護世帯に属する子供の高等学校等中退率（厚生労働省保護課）

86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%

100.0%

全国（全体） 生活保護受給世帯

98.4%

90.8%

中学校卒業後の進学率

98.4
%

(H25)

90.8
%

53.2%

(H25)

0.0%
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6.0%

全国（全体） 生活保護受給世帯

1.5%

5.3%

高等学校中途退学率
(H24)

1.5%

5.3%

32.9%の内訳
・大学等 19.2%
・専修学校等 13.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

全国（全体） 生活保護受給世帯

70.2%

32.9%

高等学校卒業後の進学率

32.9%

70.2%
(H25)

１ 学力面で課題を抱える子どもに対しては、少人数指導など個に応じたきめ細かな学習指導や放課後等の補充学習、生活困窮家庭
の子どもに対する学習支援等必要な学力を確実に身につけられる体制を整えることが必要です。

２ 特に、放課後児童クラブの受入人数は、幼稚園・保育所等を大きく下回る状況。放課後児童クラブ等を、家庭の経済状況等にか
かわらず、すべての子どもが利用できるよう、柔軟な運営を可能とするための要件の緩和や、受入人数の拡充、利用者負担の軽減
につながる財政支援措置が必要です。

３ 多様な教育課題に専任できる教員を配置するための定数改善や、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを配置するた
めの十分な財源の確保と、待遇改善による専門性の高い人材の確保に向けた支援の充実が必要です。

ऌ
␠
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子どもや家庭が抱える課題を解決・支援する体制の整備・充実が不可欠

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 保護世帯に属する子供の高等学校等中退率（厚生労働省保護課）
・大学等 19.2%
・専修学校等 13.7%

19
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５ 地方税財源の確保・充実等に関する提言 

 

Ⅰ 地方創生の推進 

１ 地方創生・人口減少対策のための財源確保 

我が国の景気は、緩やかな回復基調が続いているが、今後は、国・地方が一体と

なって、好調な企業収益を、設備投資の増加や賃上げ、雇用環境の更なる改善等に

つなげ、地域や中小企業等も含めた経済好循環をさらに拡大することにより、アベ

ノミクスの成果を地域の隅々まで行きわたらせ、デフレからの脱却とその後の持続

的成長を実現することが必要である。 

現在、政府では本年を「地方創生元年」と位置づけ、人口減少を克服し日本の創

成を成し遂げるため国として総力を挙げて地方創生に取り組むこととされている。

我々地方も、自主性と主体性をもって地域経済の活性化及び地方創生に全力を挙げ

て取り組み、地方だけでなく日本全体を変えていく、地方創生を日本創成につなげ

ていくという強い決意と覚悟をもって臨んでいる。 

昨年の「まち・ひと・しごと創生法」の成立・公布以後、地方創生に向けて国・

地方一体となった取組みが進みつつあるが、この流れはいまだ緒に就いたばかりで

ある。平成27年６月30日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」

では、将来にわたっての「人口減少問題の克服」と「成長力の確保」を図ることを

目指して、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれた政策パッケー

ジをより一層拡充・強化することにより、地方創生の深化に取り組むこととされた

が、今後、国・地方、産学官などあらゆる主体が「人口減少」の危機感と「地方創

生」の意義を共有し、地域社会が抱える構造的な課題に対し一体的に取り組むこと

が必要である。また、構造的な課題の解決には長期間にわたる取組みが必要であり、

そのための恒久財源を確保し、地方創生の取組みを息長く支援すべきである。 

（１）「まち・ひと・しごと創生事業費」の拡充 

地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的に進めていくため

に、平成27年度地方財政計画に計上された「まち・ひと・しごと創生事業費」（１

兆円）を拡充し、地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源を十分に確保す

べきである。 

（２）新型交付金の創設 

地方一般財源総額の確保に加え、地方創生の取組みを深化させ、地方の創意工

- 32 -



 

夫等により力強い潮流をつくるため、平成26年度補正予算で措置された「地方創

生先行型交付金」（1,700億円）を大幅に上回る規模の新型交付金を創設すべきで

ある。 

なお、この交付金は単なる既存の補助金の振替えによることなく、地域間連携

や民間各セクター等多様な主体との協働など、先進的あるいは高い効果が見込め

る施策や、従来の取組みの隘路にも対応できる、タテ割りの個別補助ではない包

括的なものとすべきである。また、事業内容を公表して目標管理を適切に行うな

ど、地方団体が責任を負う一方で、交付金の趣旨に沿った事業を行う場合には、

対象分野、対象経費の制約などは大胆に排除するほか、「まち・ひと・しごと創生

総合戦略」を踏まえ、少なくとも当面の５年間を見据えて施策展開を図れるよう

継続的なものとすべきである。 

２ 人口減少対策等に資する新たな税制措置 

平成27年度税制改正では、東京圏から地方へ本社機能の移転等を行う企業に対し

て税制上の優遇措置を講ずる「地方拠点強化税制」や結婚・子育て資金の一括贈与

に係る贈与税の非課税措置が創設された。今後は「地方拠点強化税制」が企業にと

ってより活用しやすいものとなるよう、所得拡大促進税制との併用を認めること、

対象地域の指定を柔軟に行うことなど、運用や制度の拡充を図るべきである。 

「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（以下「骨太の方針」という。）におい

ては、低所得若年層・子育て世代の活力維持と格差の固定化防止のための見直し、

働き方・稼ぎ方への中立性・公平性の確保、世代間・世代内の公平の確保など、経

済社会の構造変化を踏まえた税制の構造的な見直しを早期に行うこととされている。 

今後、少子化等の厳しい現状を抜本的に改善し、地方創生を推進していくため、

税制については、地方への人の流れをつくる制度、子どもが多いほど有利になる制

度、子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設など、これまでにない新

たな仕組みが必要であり、企業の地方移転の促進、地方への定住・半定住や三世代

同居・近居の促進、所得税・住民税における配偶者控除や扶養控除のあり方など、

幅広く検討すべきである。 

この際、地方の行政サービスを支えるための自主財源を充実・確保することを前

提として、検討を進めるべきである。 
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３ ふるさと納税の運用 

 ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設

された「ふるさと納税制度」については、平成27年度税制改正において、特例控除

額の上限が個人住民税所得割の１割から２割に引き上げられたほか、「ふるさと納

税ワンストップ特例制度」が創設され、申告手続きの簡素化が図られたところであ

る。 

「ふるさと納税制度」については、その積極的な活用により、地域に対する関心

や愛着を深め、交流人口拡大等のきっかけとして地域活性化や人口減少対策に資す

る効果も期待されるものであるが、返礼品（特典）の送付については、制度本来の

趣旨、経済的利益の無償の供与であることを前提にふるさと納税に係る寄附金に通

常の寄附金控除に加えて特別控除が適用される仕組みであること等を踏まえて運用

すべきである。 

４ 地方創生を総合的に支援する地方債の創設 

 地方創生のための魅力ある地域資源を活かした緊要度の高いまちづくりなどを戦

略的に推進するため、特別な地方債の発行とその元利償還金に対する交付税措置を

客観的かつ公平な基準等に基づき行う新たな制度を創設すべきである。 

 特に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画期間直後に開催される2020年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据え、同大会に関連して行われ

る事前キャンプや文化プログラム等を各地方津々浦々で開催することは、地方創生

の一層の推進に資することから、地方がその実情に応じ、拠点となる公立スポーツ・

文化施設の機能向上等を図ることができるよう、上記の対応を図るべきである。 

 

Ⅱ 地方分権改革の実現等に向けた地方税財源の確保・充実 

政府は「経済・財政再生計画」を含む骨太の方針を平成27年６月30日に閣議決定

し、我が国経済の再生に向けて、デフレ脱却を確実なものとしつつ、中長期的に持

続する経済成長の実現を目指し、経済の好循環の拡大、潜在的な成長力の強化、ま

ち・ひと・しごとの創生などに取り組んでいく一方、政府はもとより広く国民全体

が参画する「経済・財政一体改革」を断行し、国・地方を通じたプライマリー・バ

ランスの2020年度までの黒字化と債務残高の対ＧＤＰ比の着実な引下げに向けて、

「公的サービスの産業化」「インセンティブ改革」「公共サービスのイノベーショ
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ン」を柱とする歳出改革を聖域なく進めることとされた。地方財政についても、国

の取組みと基調をあわせた歳出改革に取り組むこととし、別枠加算や歳出特別枠に

ついては経済再生にあわせ危機対応モードから平時モードへの切替えを進めるほか、

地方団体が自ら行政の無駄をなくし、創意工夫を行うインセンティブを強化するた

めに地方財政制度の改革を行うなどとされており、今後、地方交付税や公共事業な

どについて厳しい議論が行われることが想定される。 

しかしながら、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・

医療、地域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事業

など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担っていくためには、そ

の基盤となる地方税財政の安定が必要である。 

地方財政の健全化に向けた努力は、引き続き必要だが、地方歳出の大半は、法令

等で義務付けられた経費や国の補助事業であり、これまで高齢化の進展等に伴う社

会保障関係費の増嵩分については給与関係経費や投資的経費などの地方の懸命な歳

出削減努力により吸収してきたのが実情である。このような対応が限界に近づいて

いるなか、国の制度や法令の見直しを行わず、仮に一律に歳出削減が断行されれば、

地域経済の好循環拡大や地方創生に向けた取組みはもとより、住民の安全・安心を

支える基礎的な行政サービスを確保することさえ事実上不可能となるおそれがある。 

平成 28 年度においては、地方の創生なくして日本の創成はないということを踏ま

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、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地

域経済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事業など地方

の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。 
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Ⅲ 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、まずは昨年４月に消費税・地方

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、平成 27

年度与党税制改正大綱（以下「平成 27 年度大綱」という。）に示されたとおり、平

成 29 年４月において税率 10％への引上げを確実に行うことが必要であり、いわゆる

「景気判断条項」を付していないことを踏まえ、今後、国と地方が連携・協力して

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」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た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、②その前提としての「インボイス方式」の導入、③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

したうえで検討すべきである。 

なお、軽減税率については、平成 27 年度大綱において、「関係事業者を含む国

民の理解を得た上で、税率 10％時に導入する。平成 29 年度からの導入を目指し

て、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」

とされ、現在、与党の消費税軽減税率制度検討委員会において、複数の具体的な
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案が示され、それぞれの課題等について検討が進められているところである。 

軽減税率の導入については、対象品目の線引きや区分経理の方式など検討を要

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、地方の社会保障財源に影響を与えることのないよう、代

替税財源を確保する方策を同時に講ずるべきである。 

（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 

地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性の小さい税ではあ

るものの、各団体の地方消費税収と社会保障給付の水準は一致しないことから、

「消費税収の社会保障財源化」の趣旨を踏まえ、消費税・地方消費税率を 10％に

引き上げる際には８％時と同様に、引上げ分の地方消費税について基準財政収入

額へ全額算入するとともに、引上げ分の税収を充てることとされている社会保障

制度の機能強化等に係る地方負担についても、その全額を基準財政需要額に算入

すべきである。 

（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お

り、清算基準である「消費に相当する額」については、その 75％を消費指標とし

て「商業統計調査」に基づく「小売業年間販売額」と「サービス業基本調査」に

基づく「サービス業対個人事業収入額」の合計額を用い、これらにより把握でき

ない 25％については、消費代替指標として「人口」及び「従業者数」をそれぞれ

同割合で用いてきたところである。 

平成 27 年度からは、これまでの「サービス業基本調査」に替えて「経済センサ

ス活動調査（平成 26 年２月結果公表）」に基づく「サービス業対個人事業収入額」

が消費指標に用いられることとされ、サービスに係る統計カバー率が上昇するこ

とも踏まえ、主にサービスの代替指標と考えられてきた「従業者数」の比率を引
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き下げ、「人口」の比率を高める等の見直しが行われたところである。 

今後も清算基準の見直しにあたっては、社会保障財源を確保するため地方消費

税を引き上げる経緯に鑑み、商業統計や経済センサス活動調査において正確に都

道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として「人口」を用い

ること等により、算定における「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討

すべきである。 

（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税

ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、さらに、

不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増収が生じる一

方、交付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財政対策債の減少

等により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格差が

さらに拡大するといった課題が生ずる。偏在性の小さい地方消費税においても、

このような課題を抱えていることから、今後増加する社会保障関係費の財源を確

保するため、消費税・地方消費税率をさらに引き上げる場合には、引上げ分の全

てを国の消費税とし、そのうちの一部を地方交付税としたほうがよいのではない

かという議論につながるおそれもあり、これは、地方分権の観点からは必ずしも

好ましいことではない。また、地方法人特別税のように地方税を単純に国税化し、

偏在是正の財源として活用することは、暫定措置としてはともかく、地方分権の

観点に沿った税制のあり方としては適切ではない。大都市圏の都府県からは本来

地方税の充実によって対応すべきとの意見もあるが、今後も地方分権改革を進め、

地方税源の更なる充実を実現していくためには、地方消費税率の引上げと併せて

税源の偏在是正策を講ずることが必要不可欠である。 

平成 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
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策が講じられ、併せて地方法人特別税の規模を３分の２に縮小し、法人事業税へ

の復元が図られたところである。 

平成 26 年度与党税制改正大綱（以下「平成 26 年度大綱」という。）において「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」とされた今後の地方法人課税の偏在是正については、平成 27 年度大綱にお

いて「平成 28 年度以後の税制改正において具体的な結論を得る」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

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り、平成

26 年度大綱において「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た措置が同時に講じられるべきである。 

（７）マイナンバー制度の円滑な導入 

マイナンバー制度は、国民にとって利便性の高い社会を実現するとともに、社

会保障や税の分野における行政の効率化、適正な課税・徴収の推進、正確で公平

な給付の実施などにつながり、国・地方を通じた行財政改革や財政健全化にも資

するものである。そのため、平成 28 年１月からの円滑な制度導入に向け、国民の

理解を深めるための周知・広報活動に積極的に取り組むとともに、地方団体への

情報提供等に万全を期すべきである。また、国・地方が連携しながら、円滑な制

度の開始と運用が行えるよう、地方団体に対する財政面での支援や制度面、運用

面での協力を引き続き遺漏なく行うべきである。 

なお、情報セキュリティの確保についても、地方団体への情報提供や財政的・
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制度的支援に十分な対応を行うべきである。 

２ 法人税改革に伴う地方法人課税の見直し  

デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、企業収益の拡大が速や

かに賃金上昇や雇用拡大につながり、消費の拡大や投資の増加を通じて更なる企業

収益に結び付け、経済の好循環を着実に実現するという観点から取り組まれた今般

の法人税改革は「課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる」ことにより、法人

課税を成長志向型の構造に変えることとされ、平成 27 年度税制改正では、国・地方

を通じた法人実効税率を平成28年度までの２年間で3.29％（平成27年度▲2.51％、

平成 28 年度▲0.78％。国・地方を通じた法人実効税率 34.62％→31.33％）引き下げ

る一方で、大法人（資本金１億円超）に対する法人事業税の外形標準課税の拡大、

欠損金繰越控除の見直し、受取配当等益金不算入の見直し、租税特別措置の見直し

など課税ベースの拡大等により財源が確保されることとなった。 

また、平成 27 年度大綱においては、法人税改革の第２段階として、「平成 28 年

度税制改正においても、課税ベースの拡大等により財源を確保して、平成 28 年度に

おける税率引下げ幅の更なる上乗せを図る。さらに、その後の年度の税制改正にお

いても、引き続き、法人実効税率を 20％台まで引き下げることを目指して、改革を

継続する」とされたところである。 

国と地方を通じた巨額の財政赤字が生じており、さらに、今後の人口減少・少子

高齢化の進展による社会保障関係費等の増加が避けられないなかで、地方交付税原

資分を含めるとその約６割が地方団体の財源である法人課税の見直しは、地方財政

に深刻な影響を与えることが懸念される。 

また、地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービス

の提供を受けていること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広

くその負担を担うべきという観点から課税されているものである。 

以上に十分留意のうえ、具体的な検討にあたっては、以下の点を踏まえるべきで

ある。 

（１）法人実効税率を引き下げる場合の代替税財源の確保 

平成 27 年度税制改正においては、経済の好循環の実現を力強く後押しするため

に税率引下げを先行させた上で財源を確保することとされたが、平成 27 年度大綱

において「平成 27 年度を初年度とし、以後数年で、法人実効税率を 20％台まで

引き下げることを目指す」とされていることから、今後、さらに法人実効税率を
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引き下げる場合には、地方の財政運営に支障が生じないよう必要な税財源を確保

し、最終的には恒久減税には恒久財源を確保すべきである。 

（２）外形標準課税の更なる拡大 

法人事業税の外形標準課税の拡大については、応益性の強化や税収の安定化に

資することなどから、長年、全国知事会が求めてきたものであり、平成 27 年度税

制改正において、大法人に導入されている外形標準課税を２年間で、現行の４分

の１から２分の１に段階的に拡大されることとされた。今後、法人税改革を継続

するにあたっては、平成 27 年度税制改正の実施状況も踏まえつつ、大法人につい

て外形標準課税をさらに拡大していく方向で引き続き検討すべきである。 

また、平成 27 年度税制改正においては、大法人のみを対象としたうえで、中堅

企業に対する負担変動の軽減措置が講じられた。今後の法人税改革にあたっては、

大法人向けの更なる拡大に向けた検討と併せて「外形標準課税の適用対象法人の

あり方についても、地域経済・企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に

検討を行う」とされているが、今後、外形標準課税の適用対象法人のあり方等に

ついて検討を行う際には、地域経済への影響を踏まえて、中小法人への適用につ

いては慎重に検討すべきである。 

なお、平成 27 年度大綱において検討を行うこととされた法人事業税資本割の課

税標準のあり方については、より企業実態を反映するよう見直しを進めるべきで

ある。 

（３）法人事業税の損金算入 

法人事業税の損金算入については、平成 27 年度大綱において、「税の性格上は

損金算入が自然であるとの考え方もある一方、地方独自の減税措置の効果が国税

等の課税ベースの変動により減殺されてしまうことや、各税目の税負担が納税者

にとって不明確となることを考慮しつつ、検討を行う」とされている。 

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。

損金算入見直しの検討にあたっては、こうした法人事業税の性格を踏まえ、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。 
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（４）法人事業税の分割基準の見直し 

法人事業税の分割基準のあり方については、平成 27 年度大綱において大法人向

けの外形標準課税の更なる拡大と併せて検討を行うこととされ、また、前回の見

直し（平成 17 年度）から 10 年が経過し、社会経済情勢や企業の事業活動が変化

していることも踏まえ、より実態にあったものに見直すべきである。 

その見直しにあたっては、社会経済情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政

サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰属の適正化を図るという観点

から検討し、法人の納税事務負担の軽減・簡素化を考慮した上で、より客観性の

ある指標とすることを基本とすべきである。 

３ 車体課税の見直し  

平成 26 年度大綱において、車体課税の見直しについて、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、その税収規模は、他に確保した安定的な財源とあわせて、地方

財政への影響を及ぼさない規模を確保するとされ、平成 27 年度大綱において「平成

28 年度以後の税制改正において具体的な結論を得る」とされている。 

自動車取得税は、道路特定財源として創設され、平成 21 年度に一般財源化され

た以降も、それを大きく上回る道路の維持・整備費の貴重な財源であり、道路や橋

梁、トンネルなどの老朽化に対する安全確保が求められる今日、都道府県及び市町

村の重要税源として不可欠なものとなっている。 

自動車取得税の廃止など車体課税の抜本的な見直しにあたっては、都道府県はも

とより自動車取得税の７割が交付されている市町村への影響が大きいこと、国土強

靱化対策など道路の需要は依然として大きいことなどを十分勘案し、自動車税・軽

自動車税の環境性能課税など他の車体課税に係る措置と併せて講ずることとされて

いることを踏まえ、地方団体に減収が生ずることのないよう、地方団体の意見を踏

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。また、平成 29 年４月に

導入予定の環境性能課税については、新たな税制上の仕組みであること等を踏まえ

れば、各地方団体における条例の制定や納税者への周知を含めた実務上の準備等に

一定の時間を要することから、平成 28 年度税制改正において具体的な制度設計を行

うべきである。 
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なお、自動車税は都道府県の基幹税であり、仮に自動車税の税率を引き下げるべ

きとの議論をする場合には、地方財政に影響を及ぼすことのないよう具体的な代替

税財源の確保を前提として行うべきである。 

４ 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。今後も太陽

光、小水力、地熱等の自然エネルギーの導入を促進するほか、国等と連携のうえ、

電力の効率的なストックに向けた水素の活用などをさらに進めていく必要がある。 

平成 27 年度大綱においては、「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関す

る財源の確保について、財政面での対応、森林整備等に要する費用を国民全体で負

担する措置等、新たな仕組みの導入に関し、森林整備等に係る受益と負担の関係に

配意しつつ、ＣＯＰ21 に向けた 2020 年以降の温室効果ガス削減目標の設定までに

具体的な姿について結論を得る」とされている。 

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、地球温暖化対策及び森林吸収源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。 

なお、森林吸収源対策等に関する税財源については、一部の省庁においても、国

税の税額等に一定の率を乗じて計算した額を併せて徴収する国税版の森林環境税

（仮称）の創設、生態系サービスから受益する国民が広く薄く負担する、例えば住

民税均等割に上乗せする仕組みの創設などが検討されているが、まずは、国民にと

って増税となることをどう考えるか、国と地方の役割分担のあり方などの課題につ

いて十分整理するとともに、仮に住民税均等割に上乗せする仕組みを検討する場合

には、地域住民の基本的な負担である地方税源の国税化につながること、徴税コス

トに見合う税源が確保できるのか疑問があることなど、課題も多いうえ、現在、地

方が独自に課税している森林環境税等との関係もあり、慎重に対応すべきものであ

る。 
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５ ゴルフ場利用税の堅持 

ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理、廃棄物処理、地滑

り対策等の災害防止対策等、特有の行政需要に対応していること、また、その税収

の７割が所在市町村に交付金として交付されており、特に財源に乏しい中山間地域

の当該市町村にとっても貴重な財源となっていることから、厳しい地方団体の財政

状況を踏まえ、現行制度を堅持すべきである。 

 

Ⅳ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保等 

１ 地方一般財源総額の確保等 

地域や住民が必要とする行政サービスを担っているのは地方団体であり、地方団

体が安定的にサービスを提供できる財政基盤が確立されてはじめて、地方団体や地

方に住む人々による成長戦略や地方創生に向けたチャレンジを生み、地域経済、ひ

いては日本経済の再生が実現できるのであり、そのためにも安定的な地方一般財源

総額の確保は必要不可欠である。 

かつて、三位一体の改革として地方交付税総額が大幅に削減されたことが、地方

財政の危機に直結し、その後の地方の疲弊につながった。「経済・財政再生計画」

では、人口減少を踏まえ、地方についても国の取組みと基調をあわせた歳出改革を

行うとされているが、地方においては国と同様、社会保障関係費の自然増分に対応

しなければならないうえ、人口減少への対応として地方が創意工夫を凝らして行う

少子化対策はもとより、地域経済活性化・雇用対策など様々な取組みを強化しなけ

ればならない状況にある。近年、地方は、給与関係経費や投資的経費などについて

国を相当に上回る懸命な歳出削減に努め、高齢化に伴う社会保障関係費の増嵩分を

吸収してきたが、このような対応が限界に近づいているなか、人口減少を理由とし

た単純な地方歳出の削減は、再び地方の活力を奪い、人口減少に拍車をかけ、日本

全体の衰退を招きかねない。 

平成27年度の地方財政対策では、地方税が増収となるなかで、地方交付税の減少

を最小限にとどめ、臨時財政対策債の発行を抑制したうえで、新たに「まち・ひと・

しごと創生事業費」を計上することなどにより、前年度を大幅に上回る地方一般財

源総額が確保された。 

平成28年度においては、東日本大震災の復興財源を別枠扱いとしたうえで、上記

のような地方財政の状況を踏まえ、社会保障関係費の財源や臨時財政対策債の償還
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財源はもとより、地方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、地域経

済活性化・雇用対策、人づくり、国土強靭化のための防災・減災事業など、地方の

実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、地方単独事業も含め、地

方財政計画に的確に反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確保す

べきである。 

なお、地方一般財源総額の確保にあたっては、地方分権を推進する観点から、地

方税の充実が重要であるが、その際には偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体

系の構築を目指すべきである。ただし、偏在性の小さい地方税体系の構築を目指し

たとしてもなお税源の偏在は残ることから、地方税源の充実に伴い地方交付税の役

割は一層重要なものとなり、その総額を確保すべきである。 

（１）地方一般財源及び地方交付税の総額確保 

骨太の方針では、「地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を

合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の

総額について、2018年度（平成30年度）までにおいて、2015年度地方財政計画の

水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされた。また、「社会保障

関係費の伸びを、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相

当する水準におさめることを目指す」とされている。 

社会保障関係費については地方においても同様に不可避的に増加しており、国

と同じくその増分について適切に地方財政計画の歳出に計上すべきである。また、

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。 

特に、地方交付税については、地域間の財政力格差を是正するとともに、どの

地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるようにするために必要不可

欠なものであり、引き続き、財源保障機能と財政調整機能の両機能が適切に発揮

できるよう、その総額を確保すべきである。 

平成28年度の地方財政計画の策定にあたっては、このような状況を踏まえ、地

方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、地域経済活性化・雇用対

策、人づくり、国土強靭化のための防災・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
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一般財源総額を確保すべきである。 

なお、骨太の方針においては、「地方交付税のセーフティーネット機能を維持

しつつ、例えば歳出効率化に向けた取組で他団体のモデルとなるようなものによ

り、先進的な自治体が達成した経費水準の内容を基準財政需要額の算定に反映す

ること等によって、地方の歳出効率化を推進する」とされているが、地方の財政

力や行政コストの差は、人口や地理的条件など、歳出削減努力以外の要素による

ところが大きく、一律の行政コスト比較にはなじまないことに十分留意すべきで

ある。さらに、地方歳出の大半は法令等で義務付けられた経費や国の補助事業で

あり、従来のような給与関係経費や投資的経費の削減が限界に近づいている状況

の下、国の制度や法令などの構造的な見直しなく一律に歳出を削減すべきではな

い。 

（２）歳出特別枠の実質的な堅持 

骨太の方針において、地方財政については、国の歳出の見直しと基調をあわせ

ることとされており、特に、リーマンショック後に創設された地域経済の活性化

や雇用対策のための歳出特別枠などは、経済再生にあわせ危機対応モードから平

時モードへの切替えを進めるとされた。しかしながら、地方歳出は、地方財政計

画ベースでは歳出特別枠を含めてもピーク時に比べて減少しており、人口減少、

少子高齢化に伴う社会保障関係費の自然増や少子化対策への対応、地域経済活性

化・雇用対策に係る歳出を地方の給与関係経費や投資的経費の削減などで吸収し、

また、特別枠で実質的に確保してきたと言える。そもそも地方が国の法令等によ

り義務的に実施する事業や住民生活を守るために必要な地方単独事業の財政需要

については、地方財政計画において明確に措置すべきであり、これまで特別枠が

果たしてきた役割を踏まえ、歳出特別枠を実質的に確保し、必要な歳出を確実に

計上すべきである。仮に見直すのであればこれらの経費を通常の歳出に計上すべ

きであり、地方が責任をもって地域経済活性化等の取組みを実施するため、歳出

特別枠を実質的に堅持すべきである。 

（３）一般行政経費（単独）の確保 

一般行政経費（単独）について、内訳・積算が明確でない枠計上であるために

標準的な財政需要と認められないような過大な金額が計上されている可能性があ

るとの議論があるが、近年、一般行政経費（単独）については、社会保障関係費

の増嵩分があるにも関わらず、ほぼ同額で据え置かれている現状にある。そもそ
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も、一般行政経費（単独）は、地方が自主性・主体性を発揮して地域の課題解決

に取り組むための必要経費であり、地方は、国の制度に基づく全国レベルの国庫

補助事業と、地方の実情に応じたきめ細かな地方単独事業を組み合わせて行政サ

ービスを提供し、住民生活の安心を確保している。今後、地方分権改革が進展し、

また、地方創生の実現に向けて地方の主体的な役割が高まるなかで、地方が自主

性を持って地方単独事業に取り組むことができるよう、その総額を確保すべきで

ある。 

（４）臨時財政対策債の縮減と償還財源の確保 

累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、

臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等を

行うべきである。また、その償還額が累増していることを踏まえ、発行額の縮減

に努めるとともに、償還財源を確実に確保すべきである。 

（５）偏在是正により生ずる財源の地方財政計画への確実な計上 

消費税・地方消費税率の引上げにあたり、法人住民税法人税割の一部を地方交

付税原資化することによって得られる偏在是正により生ずる財源に見合う歳出を

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。 

（６）東日本大震災からの復興への対応 

東日本大震災からの復旧・復興について、国は、平成 27 年度までを集中復興期

間とし、復興財源の確保等様々な支援措置を講じてきたが、平成 28 年度以降にお

いても、復旧・復興事業が遅滞せずに着実に実施できるよう、特例的な財政支援

措置を継続し、国の責任において所要の財源を十分に確保すべきである。 

特に、骨太の方針では、「復興事業・予算の在り方については、復興のステージ

の進展に応じて、事業メニュー、対象地域や終期の設定など不断の見直しを行い、

費用対効果や効率性を精査しつつ、被災地の復興に真に資するものとしていく必

要がある」とされたが、被災自治体の声を丁寧に聞き、被災自治体の復興に支障

が生じないよう適切に対処すべきである。 

（７）退職手当債の取扱い 

退職手当債については、今後も退職手当額が引き続き高水準で推移すると見込
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まれることから、平成27年度までとなっている時限措置を平成28年度以降も継続

すべきである。 

２ 経済の好循環拡大等に向けた取組み 

（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％への更なる引上げのためには国・地方を通じた経

済の好循環の拡大が必要であり、６月に改訂された成長戦略の着実な実施、「ま

ち・ひと・しごと創生基本方針 2015」に基づく地方創生・人口減少対策や地域経

済活性化・雇用対策、企業の増益を賃金上昇につなげ個人消費を拡大させる施策

などに国と地方が連携・協力し取り組む必要がある。 

併せて、平成 28 年度の地方財政計画の策定にあたっては、地方団体による地

域経済活性化、景気・雇用対策とその積み重ねが日本経済に大きく貢献している

ことを踏まえ、アベノミクスの効果を地域の隅々まで行きわたらせ地域経済の底

上げを図るために、地方が地域経済対策を十分講じられるよう、必要な地方一般

財源総額を確保すべきである。 

国・地方を通じた財政の健全化は引き続き必要だが、骨太の方針にも掲げられ

ているとおり、経済再生なくして財政健全化はないことを踏まえ、本来必要な歳

出を削減し、結果的に景気回復の腰折れを招かないよう留意すべきである。 

（２）国土強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、集中豪雨等といった災害が頻発し、また、昨年来

火山災害が連続して発生するなど、住民生活の安全・安心が脅かされる事態が生

じている。国土強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整備、災害に強いまちづくり

のための事業等の地方単独事業に係る緊急防災・減災事業債を恒久化のうえ、地

方の実情を踏まえ拡充するほか、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。 

なお、住民の防災意識を高めるためのハザードマップの活用や防災訓練などソ

フト施策に対しての支援策も強化すべきである。 
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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

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。 

 

Ⅴ 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、厳しい地方団

体の財政状況を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、そ

の積極的な活用が求められる。 

地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要

があり、地域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を活かすためにも、住

民の理解を得ながら、課税自主権の更なる活用、拡充に取り組むべきである｡ 

他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方

を通じ主要な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方

の社会保障財源など歳出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する

必要がある。 

２ 課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大 

地方税に係る課税自主権の発揮については、制度的には法定外税や超過課税等は

認められているものの、実際の適用には高いハードルがあり、神奈川県臨時特例企

業税条例を違法・無効とした平成 25 年３月の最高裁判決は、そのことを明確に示し

たものである。 

この判決の補足意見では、地方団体が法定外税を創設することの困難性が示され、

「国政レベルにおける立法推進に努めるほかない」と指摘されたことを踏まえ、地

方の課税自主権の拡大を制度的に保障するため、関係法令の見直しの検討を進める

べきである。 

その観点からも、平成 24 年度税制改正において導入された「地域決定型地方税制

特例措置」については、地方の自主性を尊重するため、地域の実情に応じて適用の

拡大を図る方向で検討することが適当である。 
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Ⅵ 国と地方の協議の場における意見の反映 

国と地方団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制その他

の地方自治に関する事項等については、法定化された「国と地方の協議の場」にお

ける協議項目とされている。平成 28 年度の地方財政対策や税制改正等についても、

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

置し、地方の意見を適切に反映すべきである。 

- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 59 -



- 60 -



- 61 -



- 62 -



- 63 -



- 64 -



- 65 -



 

７ 地域経済の再生に向けた提言 

 

 

政府のデフレ脱却と経済再生に向けた取組により、日本経済は明るさを取り

戻しつつある一方で、円安の急激な進行などによる原材料価格の高止まりや電気

料金再値上げ等が、地域を支え内需の中核をなす地場の中小企業の経営に多大な

影響を与えている状況も見られる。 

また、全国的には雇用情勢が改善する一方、地域によっては人手不足の問題

が深刻化している。地域を支える人材や将来を担う若者が安心して働き、将来設

計のできる地域社会を築くことにより、地方からの人口流出を食い止め、更には

地方へ人材や若者を呼び込み、地域社会を持続可能なものとしていくことが、現

下の喫緊の課題である。これらを踏まえると、地域経済の再生には一刻の猶予も

許されない。 

アベノミクス効果を地域の隅々にまで行き渡らせ、地域経済を再生し、地方

創生を実現するためには、国と地方がこれまで以上に連携・協力して、円安対策

も含め地域における内需振興や投資、消費、雇用の拡大に向けて強力な地域経済

対策を講じ、早急に取り組む必要がある。 

我々地方は、それぞれの実情に応じた独自の産業政策を展開しており、今後

とも地域経済の活性化や雇用対策、人づくりに全力で取り組んでいく所存である。 

一方、国においては、大胆な規制緩和や、税制の優遇措置、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、国全体の活力が強化される大胆な施策を講じて、国が担うべき地域間格差

の是正や多様性と活力に満ち溢れた地域の創出に取り組むべきである。 

人口減少を克服し、地域経済の再生を図っていくためには、地方の取組を最

大限尊重しながら国と地方が両輪となって取り組んで行かなければならない。 

ついては、国において、次の事項を講じ、地方の取組を伴走支援するよう求

める。 

 

 

１ 地域経済を牽引する観光関連産業の振興について（別添参照） 

本格的な人口減少社会が進展し、域内需要の大きな拡大が見込めない中、

地域経済を活性化していくためには、急速に成長するアジアなど海外を含め

た域外の需要を確実にとりこんでいくことが重要である。特に観光関連の消

費は幅広い産業にその効果が及ぶため、観光関連産業に地域経済を牽引する

総合産業としての役割を担わせ積極的に振興していく必要がある。 

このため、ソフト面やハード面両面に亘る以下の取組の推進や支援を強く

求める。 
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（１）東日本大震災から復興途上の東北地方へ訪日外国人を増加させる政府主導 

のプロモーションなど、海外に対する情報発信を強化するとともに、税関・ 

出入国管理・検疫（ＣＩＱ）などの受入体制の整備・充実のほか、国際的に 

質の高い観光地の形成に向けて、戦略策定、マーケティング、商品造成、プ 

ロモーション等を一体的に実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・支援、外国語 

併記の観光案内標識の設置促進、無料公衆無線ＬＡＮの整備促進や規格の統 

一、災害時の情報伝達など緊急時の対応、人材育成などの環境整備に取り組 

むこと。 

 

（２）各地域が魅力ある観光コンテンツやおもてなしを用意できるよう、滞在型

観光の推進はもとより、農林水産業や食料品製造業など幅広い産業との連携

による地域の特色ある「食」の提供や日本文化の体験などの多彩な観光商品

づくりを積極的に支援すること。 

 

２ 対日直接投資の推進強化について（別添参照） 

我が国の持続的な成長を実現するには、対日投資を促進させ、イノベーシ

ョンによる新たな産業の創出や世界から優れた技術や人材・資金等を受け入

れていくことが不可欠である。 

2016 年主要国首脳会議（サミット）三重県・伊勢志摩開催や 2020 年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会開催を日本への国際的な注目が一層

高まる好機と捉え、日本に関心を持つ海外の企業の情報を自治体へシームレ

スにつなぐシステムを構築する観点から、外国企業と中小企業とのマッチン

グ、投資案件の発掘、人材斡旋等の機能を担い、地域への直接投資誘致の際

の司令塔となるべき国内拠点施設を全国のブロックごとに設置するなど誘致

体制の強化や対日直接投資に対する国の財政支援措置など、国と地方自治体

が一体となって進める外国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 地域における良質で安定的な雇用の創出や人づくりの推進について 

（１） 地方においては人口減少等が進行する中、労働力不足に対処することが 

重要な課題であるため、地方創生の新型交付金の創設に当たっては、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の

活用や長時間労働の是正など女性をはじめすべての人が働きやすい環境の整

備、学校段階での職業意識の醸成促進、起業家教育の推進、テレワークなど

の新たな就労形態の普及など、地域の実情に応じた様々な事業を推進するこ

とができるよう、十分な予算規模を確保するとともに、交付対象についても

自由度を高めること。また、農林水産業や観光関連産業など様々な分野にお
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いて、担い手の育成・確保に向けた地方の取組を支援する施策を充実するこ

と。 

 

（２）地方においては雇用環境が十分改善していないところもあること、また、

行き過ぎた円高是正を背景に製造業が日本国内に回帰する動きをみせている

ことを踏まえ、戦略産業雇用創造プロジェクトの継続及び拡充など産業振興

と一体となった良質で安定的な雇用の創出に確実に繋がる取組を行うこと。 

 

４ 中小企業・小規模事業者の振興対策について 

（１）地方の中小企業にも賃上げが波及し、経済の好循環が実現するためには、

「経済の好循環実現に向けた政労使会議」における合意の趣旨を全国に浸透

させ、中小企業が取引先大手企業に対して適切な価格転嫁ができるよう強力

に指導するとともに、下請代金法に基づく監視・取締りを強化して、正当な

理由なく転嫁を拒む企業に対しては厳正に対処すること。 

 

（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、円安の急激な進行な

どによる原材料価格の高止まりや電気料金再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。 

 

（３）都市圏の大企業等のプロフェッショナル人材が、地方の中堅・中小企業の

事業経営に参画する取組を円滑に実施できるよう配慮するとともに、企業が

海外展開を行う場合のグローバル即戦力人材など、地方だけでは確保しにく

い人材確保を支援すること。 

 

（４）我が国の国際的な競争力向上に繋がるものづくり中小企業・小規模事業者

の競争力強化のため、地域の経済・雇用を下支えし、有望な技術等を有する

中小企業・小規模事業者の輸出促進を含めた振興策の充実・強化を図ること。 

 

（５）中心市街地のまちなかにおける商業機能やコミュニティ機能の維持・強化

を図るため、商店街の活性化に向けた取組等に対する支援の充実を図るとと

もに、空き店舗の解消等を促進するため、制度改正や財政支援措置を含む、

包括的かつ抜本的な対策を策定すること。 

 

５ 農林水産業の振興対策について 

（１）「地方創生」の中核となる強い農業と活力ある農村の実現に向け、農業の

生産性の向上や高付加価値化による競争力強化を図るとともに、大規模災害
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や農業水利施設の老朽化等に適切に対応するための農業農村整備事業につい

て、国の財政的支援を充実させること。また、安全で安定した水産物の供給

体制の確立、漁港施設の防災・減災対策を進める水産基盤整備や、森林の多

面的機能を持続的に発揮させるための森林整備などを計画的かつ着実に推進

すること。 

 

（２）円安の急激な進行などにより、燃油価格、肥料・配合飼料価格が高止まり

するなど、農林漁業者の生産コストが増加する一方で、米価の下落など、農

林水産業の担い手には、将来に対する不安が広がっている状況にある。この

ため、生産資材の価格変動や販売価格の下落に左右されない安定した農林水

産業経営の確立に向け、資材の効率的な利用・低コスト化に向けた取組への

支援、経営所得安定対策の安定的・継続的な仕組の構築とともに、万全なセ

ーフティネットとなる収入保険制度の創設や漁業経営セーフティネット構築

事業の拡充など、農林漁業者の経営安定を図る支援の充実・強化を図ること。 

 

（３）農林水産業を取り巻く現下の厳しい経営環境の中で競争力を高めるため、

上記の取組に加え、就業者の確保、経営感覚に優れた経営体の育成、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。また、鳥インフルエン

ザ対策等安全・安心の取組を支える産業動物獣医師の十分な確保に向けて必

要な取組を図ること。 
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８ ＴＰＰ協定に関する緊急要請 

 
 

 ＴＰＰ交渉は、参加国全体の閣僚会合が開催されるなど、今まさに重要な局

面を迎えています。 

 ＴＰＰ協定は、国民生活や経済活動の幅広い分野に大きな影響を及ぼすこと

が懸念されており、これまで、政府に対しては、十分な情報提供とＴＰＰ協定

が地方経済や国民生活全般に与える影響等について、明確な説明を求めてきた

ところです。 

 このような状況を踏まえ、次のことを強く求めます。 
 

 

１．交渉に当たっては、衆参両院農林水産委員会における決議を遵守し、毅然

とした姿勢を貫くとともに、国民への十分な情報提供と説明を行い、農林水

産分野における重要品目の関税を維持するなど、我が国の食料自給力の向上

を支える農林水産業の持続的な発展が図られるよう、断固たる対応を行うこ

と。 

 

２．地方の基幹産業であり、国土や自然環境の保全、農村が担ってきた文化の

維持・継承、さらには就労の場、地域社会の持続可能性など多面的な機能を

有する農林水産業については、ＴＰＰ協定への参加如何にかかわらず、食料

安全保障の観点から、将来にわたり持続的に発展していけるよう、それぞれ

の地域の特性に応じた再生・強化に向けた施策を講ずること。 

 

３．ＴＰＰ協定への参加を判断するに当たっては、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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９ 地方創生に向けた文化・スポーツ振興施策の提言 

 

 我が国では、この１０月にスポーツ庁が設置されるなど、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催を契機としたスポーツ振興体制の強化に

向けた取組が進められる一方、文化の祭典としての文化プログラムの内容が

検討されている。また、同大会が、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

計画期間直後に開催されることから、事前キャンプや文化プログラムを全国

各地で開催することによって、地方創生の一層の推進を図るとともに、日本

の文化とスポーツが相互に連携し、世界の人々との交流を通じて、全国民が

地方の魅力を再発見できる機会としなければならない。さらに、ラグビーワ

ールドカップ２０１９、関西ワールドマスターズゲームズ２０２１などの大

規模な国際大会についても、開催に向けた機運の醸成を図るとともに、その

効果を全国に波及させる必要がある。 

 

 今日、都道府県は、個性豊かな文化芸術活動・アートイベントの推進や、

地域に根付いたプロスポーツの振興に対する支援など、魅力ある地域資源を

活かした地域活性化や若者の呼び込みに向けて、戦略的な取組を展開してい

る。 

 こうした地方創生につながる取組を受けて、伝統芸能、文化財など地域の

文化資源をストーリーでつなぎ、ブロック単位で国内外へ魅力を発信するこ

とや、スポーツビジネスの振興に向けて同様の取組を進めている地域間の連

携に対する支援、そうした活動を担う人材の育成などが求められている。ま

た、それらの活動基盤にもなっている、公立の文化・スポーツ施設・設備の

多くは、老朽化が進んでおり、特に支援に積極的な企業の少ない地方におい

ては、長寿命化・機能向上などに向けた整備を図る必要がある。  

  

 これらを踏まえ、文化とスポーツの振興が青少年の育成や、国民の健康増

進、さらには交流人口の拡大と地域の活性化に大きな役割を果たし、日本創

成につながるよう、以下の事項について要請する。 

 

 

１ 交流人口の拡大による地方創生という観点から、文化・スポーツを活か

したまちづくりを戦略的に推進するため、地方がその実情に応じて実施す

る、基盤施設の整備や既存施設の更新・機能向上に対して、新たな国の支

援策を創設するとともに、既存制度の弾力的な運用を図ること。併せて、

これらを推進するための地方債の発行を認めるとともに、その償還に対す

る交付税措置を講じること。 
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２ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ、ラグ

ビーワールドカップ２０１９、関西ワールドマスターズゲームズ２０２１

などの大規模な国際大会の開催効果を全国に波及させるため、以下の取組

を推進すること。 

○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラムにお

いて、地方が主体的に取組を実施できるよう、プログラムの包括的な

枠組みを早期に策定すること。 

○ 文化プログラムや大会開会式において、地域の祭りや国指定重要無

形民俗文化財など、日本の伝統文化を発信する場を創設すること。 

○ 選手村をはじめとするオリンピック関連施設に、循環型木材産業の

振興のためにもＣＬＴ等の木質素材を率先して利用し、日本が誇る

「木の文化」を全世界にアピールすること。 

○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を各地の特産品の振興

に寄与する機会と捉え、各種施策を推進するとともに、訪日外国人旅

行者に対し優遇措置等を講じることにより全国各地に誘導すること。 

○ 国際的な芸術祭の開催や若者を中心とした新たな文化創造、障害者

の芸術文化の振興、国民文化祭の新たな展開など、地方における文化

芸術活動の取組への支援の充実・強化を図ること。 

○ 地方における選手強化の取組、事前キャンプの誘致、指導者やボラ

ンティアを含めた人材育成、障害者スポーツの推進などに対して支援

を行うこと。 

○ 文化とスポーツの一体的な振興や、ＩＣＴを活用した地域資源の発

信力強化、スポーツ関連企業とも連携した地域健康づくりなど、地方

の創意工夫ある取組に対する新たな交付金や、関係省庁が連携した包

括的な支援等の措置を講じること。 
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１０ 地方分権改革の推進について 

 

先月、平成２６年から新たに導入された「提案募集方式」における地方公共団体等

からの提案等を踏まえた国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を内容とする第

５次地方分権一括法が成立した。安倍内閣総理大臣のリーダーシップのもと、地方分

権改革が力強く前進していることを高く評価するとともに、石破内閣府特命担当大臣

をはじめ、これまでの関係者のご尽力に感謝するものである。 

 

同法により、地方分権改革の最重要課題であった農地転用許可権限の移譲が実現し

たことは、これまでの地方分権改革の取組の中で特筆すべき事項であり、地方分権改

革の歩みを大きく進めるものとして評価する。地方は地方六団体提言の趣旨を踏まえ

て着実に事務を実施し、その実績が今後の地方分権改革の推進力となるよう国ととも

に責任を果たしていく決意である。 

 

現在、地方創生に向け、国・地方一体となった取組が進みつつあるが、地方創生を

実現するために、地方は自ら地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独自性

を最大限に発揮した取組を進める覚悟である。地方分権改革は、まさにその基盤とな

るものであり、国と地方の役割分担を抜本的に見直し、国は外交、防衛等本来の役割

に専念し、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うように

しなければならない。このため、より一層の取組を進める必要があるとの認識に立ち、

当面の地方分権改革について以下のとおり政府に対して提言する。 

 

 

１ 地方創生を実現するための地方分権改革の推進 

 
（１）「提案募集方式」等に基づく改革の推進 
【提案の実現に向けた後押し】 

・ 「提案募集方式」については、二年目の募集に応じ、意欲と知恵がある地方か

らの具体的な提案が数多く提出された。地方分権改革推進本部長の安倍総理のも

と、各大臣がリーダーシップを発揮し、地方分権改革有識者会議を有効に活用し

ながら、提案をいかにして実現するかという断固たる姿勢で提案の実現に取り組

むとともに、内閣府は積極的に調整を行うなど個々の提案の実現に向けた後押し

を行うこと。 

・ 提案の検討に当たっては、全国一律の権限移譲を基本としつつ、特に困難であ
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る場合には、先行地域における実証制度として地域特性を活かせる「手挙げ方式」

を積極的に活用するとともに、広域連合を活用するなど、地方の提案が最大限活

かされるよう柔軟な対応を行うこと。 

・ また、昨年度の検討の結果、「検討を行う」とされた２０１件の提案について

は、地方の意見も聞きながら速やかに政府全体として適切なフォローアップを行

い、提案の実現を図ること。 

 

【「提案募集方式」等の見直し】 

・  地方の発意に根ざした新たな取組を推進することが「提案募集方式」の趣旨

であるものの、その対象は地方自治体の事務処理に係るものに限定されている

ため、折角の地方創生に資するアイデアの実現に向けた道が閉ざされている。

「提案募集方式」には国を挙げて取り組み、その対象は、地方自治体の事務処

理に係るものではなくても、幅広く対象にするべきである。 

・ 国家戦略特区・地方創生特区への地方からの提案を積極的に採択するとともに、

認められた規制緩和のうち、地方自治体への義務付け・枠付けの見直しにあたる

ものについては、国家戦略特区・地方創生特区に指定された地域に限定せずに規

制緩和が実現できるよう、義務付け・枠付けを見直すこと。 

 
（２）国と地方の役割分担の見直し 
 地方分権改革の新たな手法として「提案募集方式」は評価するものの、地方自治

体が相応の権限と責任、及びこれに応じた財源を備える分権型行政システムへの移

行こそが重要である。このため、国と地方の役割分担の観点から、地方への事務・

権限の移譲や、「従うべき基準」の廃止、又は参酌すべき基準化を含めた義務付け・

枠付けの見直しを行うことを前提とし、地方に委ねることによる特段の支障等を立

証できない限り移譲・見直しを実行する方向で取組を進めるべきである。 

  また、こうした観点から、特に地方からの要望の強い以下の点について政府の積

極的な取組を求める。 

 

○国から地方への事務・権限の移譲 
 
【ハローワーク】 
・ まち・ひと・しごとの創生のためには、「しごと」が「ひと」を呼び込むよ

うにする必要があり、求人と求職を適切にマッチングさせていくことはその要

である。 

・  当会では、就職相談から職業紹介まで一貫した支援ができること、生活相
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談等きめ細かい支援をワンストップで提供できること、身近な場所で継続的

な支援ができること、企業誘致や新産業育成など産業政策と一体化した雇用

政策の展開ができることなどを理由に、ハローワークの地方移管を提案して

いる。 

・ 今般、一体的実施、ハローワーク特区等についての成果と課題の検証を行い、

「ハローワーク特区等の成果と課題の検証について」（平成27年6月30日）をと

りまとめた。この検証において、一体的実施、ハローワーク特区の取組により、

当会が主張しているハローワークの地方移管の効果が実証された一方で、地方

の意向の反映に限界があることが明らかにされている。国においても一体的実

施、ハローワーク特区等について成果と課題の検証を早急に行い、ハローワー

クの地方移管を早期に実現するべきである。 

・ 地方移管が実現するまでの間は、一体的実施、ハローワーク特区等の一層の

充実が必要であり、一体的実施、ハローワーク特区における実施期間の延長や

国の意思決定の迅速化、一体的実施における国からの就職実績の積極的な情報

提供や雇用保険・職業訓練受講指示等の国の就職に関するサービスのさらなる

拡大、ハローワーク特区における実施箇所の拡大と取組内容の充実等を図るこ

と。 

・ ハローワーク求人情報のオンライン提供については、提供する求人情報数や

内容を絞り込むことなく、ハローワーク職員用端末と同等の情報を提供するこ

と。また、地方が開拓した求人情報もハローワークの求人情報に反映できるよ

うにすること。 

 
【中小企業・農林水産業支援】 
・ 地方創生の実現のためには、地域経済の活性化は不可欠であり、地域経済を

支える中小企業や農林水産業への支援は、地方自治体の関与を強化して地域の

実情を適切に反映するとともに、地方自治体が実施する事業との適切な連携に

よって、より効果を上げることができる。 

・ 都道府県を介さず、国の出先機関が直接実施している事業、民間事業者等に

直接交付している補助金（「空飛ぶ補助金」）は、地方自治体が実施する事業

との連携を図り効果を最大限に発揮することの観点から問題があるため、これ

らのうち地域振興に資するものは、自由度をできる限り高めた上で、都道府県

を実施主体にするか、都道府県に交付すること。 

 

【地域交通】 
・ 人口減少社会、福祉分野における「施設から地域へ」の流れ、コンパクトシ
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ティなど公共施設の集約化の流れを見据えれば、地方創生を支える基盤として

地域住民の移動の問題を地域において自ら考え実行できる仕組みづくりが必

要であることから、路線バス、タクシー等、旅客自動車運送事業に関する事務・

権限の移譲を進めること。 

 

○国と地方のルールに関する改革の推進 
 

・ 義務付け・枠付けについては、これまで約１，０００条項の見直しが実現し、

一定の進展があるが、実際には、見直し後も「従うべき基準」が多用されるな

ど地方の自由度が高まっていない面もある。 

・ これを踏まえ、「従うべき基準」については、速やかに廃止、又は参酌すべ

き基準化を進めるとともに、引き続き、地方分権改革推進委員会の第２次・第

３次勧告に従って義務付け・枠付けについて見直しを行い、勧告において示さ

れた「義務付け・枠付けに関する立法の原則」の法制化、政府における「チェ

ックのための仕組み」の確立を図ること。 

 

 

２ 国と地方の協議の場の積極活用 

 

・ 地方分権改革、社会保障制度改革、地域経済の活性化などを実現するためには、

国と地方が実効ある対話を積み重ね、国と地方の力を結集した施策を展開すること

が不可欠であるため、国と地方の協議の場を積極的に活用し、地方の意見を確実に

施策に反映させること。 

・ また、協議の質を充実させるため、全てを本会議で協議するのではなく、税制改

正、地方財政対策に関する「地方税財政分科会（仮称）」など分野別の分科会を設

置し、政策の企画・立案段階から国と地方の力を結集できる仕組みを作ること。 

 

 

３ 事務・権限の移譲等を円滑に進めるための措置 

 

・ 第５次地方分権一括法による事務・権限の移譲等を円滑に進めるため、地方の意

見を十分に反映して、財源措置、移譲等のスケジュール、研修の実施・マニュアル

の整備等について、具体的な検討と調整を早期に進めること。 

・ 特に、財源措置については、地域における住民サービスが確実に提供されるよう、

移譲に伴って生ずる新たな財政需要を的確に把握して確実に講ずることとし、地方
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が予算・人員を整備できるように、その具体的な内容を可能な限り早期に示すこと。 

・ また、適正な法執行の観点から、地方自治体が十分な準備期間を確保できるよう、

地方への事前情報提供を含め、政省令の整備を公布後３ヶ月以内に行うこと。 
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１１ 東日本大震災からの復興を早期に成し遂げるための提言 

                           

 平成 23 年３月 11 日に発生し、死者・行方不明者・震災関連死約２万２千人、建築物の全

半壊約 40 万戸に上る未曽有の被害をもたらした東日本大震災から約４年４か月が経過した。

被災地では総力を挙げ、一日も早い復旧・復興に取り組んでおり、復旧・復興は着実に進み

つつある。 

国におかれては、復興交付金を始めとする所要財源の確保、各種事業の要件緩和、人的支

援の充実、用地確保の促進措置など、地方からの様々な提言や要望を具体化していただいて

いることに心より御礼申し上げる。 

しかしながら、未曽有の被害を受けた被災地の復興まちづくりや産業の再生は長期間を要

するものであり、仮設住宅等で避難生活を送る被災者は約 20 万７千人に及んでいる。また、

原子力災害に伴う避難指示区域の一部などでは、公共インフラの復旧や除染などが今なお進

んでいない。一日も早く被災地の人々が住居や事業を再建し、地域のコミュニティを再生す

るために被災地方公共団体が行わなければならない事業は依然として膨大である。一方、東

京電力株式会社（以下「東京電力」という）による福島第一原子力発電所の汚染水処理等に

伴うトラブルの多発や損害賠償における不誠実な姿勢などが被災地の復旧・復興に悪影響を

与えている。 

このような困難な課題を乗り越えて復興を早期に成し遂げるためには、平成 27 年度まで

の集中復興期間後においても特例的な支援措置を継続するとともに、被災地の実情に即した

思い切った対策を採ることが不可欠である。 

国におかれては、本年６月に、「平成 28 年度以降の復旧・復興事業について」（平成 27

年６月 24 日復興推進会議決定）及び「平成 28 年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興

事業の規模と財源について」（平成 27 年６月 30 日閣議決定）において、平成 28 年度から

32 年度までの５年間を復興・創生期間とし、特例的な財政支援措置を基本的に継続すると

ともに地方負担を一部導入することなどを決定したところである。 

こうした状況を踏まえ、全国知事会では、国と被災地方公共団体等が一体となって復興を

早期に成し遂げるために、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、

復興を早期に成し遂げ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。 
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１ 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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、損害賠償などの課題が山積して

おり、東京電力による汚染水処理においてはトラブルが依然として多発している。 

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。原子力災

害に起因する一切の問題を解決するため、国が前面に立って責任を果たし、確実に結果を出

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、国が前面に立ち責任を持って安全か

つ着実に進め、確実に結果を出すこと。 

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・監督を一層強化すること。 

 

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、東京電力がトラブルを依然として繰り返していることを深刻に受け止め、汚染され

た水の漏えいや海への流出、放射性物質の飛散などの防止に万全を期すべく、東京電力に対

する指導・監督を一層強化すること。 

 

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、原子力災害の実態を踏まえ、原子力損害の

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

【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、国が責任を持って廃炉に向け

た取組の安全確保、汚染水対策、損害賠償、除染、放射性物質に汚染された廃棄物等の

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こと。 

○ 東京電力による汚染水処理のトラブルや損害賠償の遅延などが復旧・復興の妨げとな

っていることから、国が指導・監督責任を果たし、速やかに改善すること。 
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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。 

東京電力が避難指示区域の事業者に対する営業損害賠償を一方的に打ち切ったり、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、避難解除等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、森林内の放射性物質の動態変化など、これまでに集積されている

知見に基づき、森林全体の除染の方針を速やかに決定し、実施に移すこと。 

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を適正に処理し、河川及び海洋に流出することがない

よう国として万全の対策を講じること。 

 

提言 1-5 放射性物質に汚染された廃棄物等の処理等の促進 

 放射性物質により汚染された焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、建設・農林業系副産物等の

廃棄物は、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の最終処分場については、地

域の意向を踏まえ、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安全を確保するため、震災から４年が経過した

ことによるフレキシブルコンテナの経年劣化等への対応などの飛散防止対策や周辺環境へ

の影響に係るモニタリングの強化等、各事業者等が適切に保管できるよう、国が対策を講じ

ること。 
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8,000Bq/㎏以下の廃棄物の処分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

場の新設及び拡張などに対する十分な財政支援を行うとともに、住民の理解と処理の促進が

図られるよう、処理や再利用に係る基準値の設定根拠を含め安全性を明確に示すことや、現

状を踏まえた放射性物質汚染対処特別措置法の見直しを行うなど、国が責任を十分に果たす

こと。 

用排水施設や河川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

対象外であるため、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、事故以前の基準との違いを丁

寧に説明し、放射線や放射性物質に対する理解を深めて国民の不安の解消に努めること。 

 環境中に放出された放射性物質等の影響について、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。 

 

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住民生活や経済活動への悪影響や人権侵害が生じることのない

よう普及啓発を継続的に実施すること。 

 

提言 1-8 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。 
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検体量の確保が困難な野生の山菜やきのこ、野生鳥獣の肉などについては、地方自治体等

による実態に即した検査の結果を踏まえたより現実的な解除要件とするなど、柔軟に対応す

ること。 

 

 

２ 財政支援の継続、復興交付金や繰越手続の簡素化等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題等】 

東日本大震災の被害の甚大さに鑑みて、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、国の特例的な支援を継続す

ることが必要である。 

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することが必要である。 

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 特例的な財政支援と財源の確保 

 被災地における復興まちづくりには長期間を要することから、平成 27 年６月に国の復興

推進会議で決定された「平成 28 年度以降の復旧・復興事業について」に基づく特例的な財

政支援を可能な限り拡充の上、被災地の復旧・復興が完全に成し遂げられるまで手厚い財政

支援措置を継続し、十分に財源を確保すること。 

 また、「平成 28 年度以降の復旧・復興事業について」において、一般会計等で対応する事

業とされた事業であっても、復興のために不可欠な事業であることから、国は平成 28 年度

【提言のポイント】 

○ 被災地における復興まちづくりには長期間を要することから、平成 27 年６月に国の

復興推進会議で決定された「平成 28 年度以降の復旧・復興事業について」に基づく特

例的な財政支援を可能な限り拡充の上、被災地の復旧・復興が完全に成し遂げられるま

で手厚い財政支援措置を継続し、十分に財源を確保すること。 

○ 財政基盤の弱い被災地方公共団体や事業の進捗が遅れている被災地方公共団体に十

分配慮した対応をとること。 

  また、平成 28 年度の予算編成については、被災地方公共団体の個別の状況や意見を

踏まえて行うこと。 

○ 福島県においては、原子力災害が継続中で復興まで長期を要することから、平成 28

年度の予算編成において「原子力事故災害に由来する復興事業」の範囲を最大限広く捉

えるなど、更なる負担軽減を図ること。 

○ 復興道路及び復興支援道路、河川・海岸堤防や港湾等の国が行う復旧・復興事業の必

要な予算と体制を別枠で確保し、より一層の整備促進を図ること。 
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以降も引き続き必要な財源を確保すること。 

 平成 28 年度の予算編成における調整に委ねられた個別の事業については、それぞれの実

情に応じた復興が遂げられるよう、被災地方公共団体の意見を反映することはもとより、確

実に予算措置を行うこと。 

 復興に要する費用の地方負担分に対する財源措置の充実・確保を継続的に図ること。 

 被災地方公共団体の事務負担を軽減するため、国庫補助負担金の一括交付や基金化を行う

など、各種手続をできる限り簡素化・効率化・迅速化すること。 

 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、災害救助法に基づ

く求償のほか、特別交付税等により適切に所要額を措置すること。 

 

提言2-2 被災地方公共団体の財政状況への配慮 

 震災により財政基盤が弱体化している上、既に補助対象以外を単独事業で補うなど、多額

の負担を強いられている被災地方公共団体にとっては、僅かな負担といえども、今後予定さ

れている事業への影響は計り知れない。また、被害規模が大きかった被災地方公共団体ほど

事業の着手に時間を要している状況にあって、事業の進捗度合いで支援に違いが出てくるこ

とは、被災地方公共団体間の復興に格差が生じることにもなりかねないことから、今後、具

体的な事業の進捗状況や財政状況の適切な把握に努め、財政基盤の弱い被災地方公共団体や

事業の進捗が遅れている被災地方公共団体に十分配慮した対応をとること。 

 また、平成28年度の予算編成については、被災地方公共団体の個別の状況や意見を踏まえ

て行うこと。 

 

提言2-3 原子力災害からの復興への配慮  

 原子力災害は大規模な自然災害にとどまらない極めて深刻かつ特殊な被害をもたらし、そ

の影響は広範かつ長期に及ぶ特殊性を踏まえた対応が講じられることが重要であることか

ら、引き続き、県及び市町村等の負担とならないよう、全面的な対応策を講じること。 

 特に福島県においては、廃炉・汚染水対策、除染・中間貯蔵施設への搬入、風評被害など、

県全域で原子力災害が継続中であり、復興まで長期を要することから、平成28年度の予算編

成において、「原子力事故災害に由来する復興事業」の範囲を最大限広く捉えるなど、更な

る負担の軽減を図ること。 

 

提言2-4 東日本大震災復興交付金制度の継続及び改善 

 復興の進展に伴って生じる新たな行政需要や課題に柔軟に対応できるよう、東日本大震災

復興交付金制度を復旧・復興が完了するまでの間、継続すること。 

 基幹事業（５省40事業）や効果促進事業の一括配分の対象事業を拡大するとともに、被災

地方公共団体による効果促進事業の自主的・主体的な活用や、原子力事故への対応が必要な

内陸部の市町村による復興交付金の幅広い活用ができるようにするなど、真に使いやすい制

度に改善し、柔軟な運用を図ること。 

 復興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
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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 取崩し型復興基金の追加交付等 

 被災地のまちづくりの進捗に応じて住民生活の安定やコミュニティの再生、地域経済の振

興に向けた多様な事業に柔軟に活用できるよう、取崩し型復興基金を追加交付すること。 

 また、復旧・復興のために造成された各種基金についても、復興の進捗状況を十分に踏ま

えつつ、その終期の延長や必要な積み増しを行うこと。 

 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 2-6 社会資本整備総合交付金（復興枠）・農山漁村地域整備交付金（復興枠）等の 

     確実な予算措置 

復興交付金の対象とならない復興事業が着実に実施できるよう、復興が完了するまでの間、

社会資本整備総合交付金（復興枠）や農山漁村地域整備交付金（復興枠）等により確実な予

算措置を講じること。 

 

提言 2-7 国が行う復旧・復興事業の整備促進と全面的な財政支援の継続 

 被災地の復興を牽引する復興道路及び復興支援道路、河川・海岸堤防や港湾等の国が行う

復旧・復興事業について、必要な予算と体制を別枠で確保し、より一層の整備促進を図るこ

と。 

 

提言 2-8 復興交付金等の事務手続の簡素化の徹底、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 2-9 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、事務手続の簡素化の措置を

継続すること。 

繰越年度内に完了しない事業を継続するために必要となる予算の再予算化や各種手続の

簡素化等を引き続き行うとともに、現在と同様の財政支援措置を講じること。 

 

提言 2-10 「新しい東北」の推進 

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

ついて措置すること。 
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３ 被災地方公共団体に対する人的支援の強化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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、被災者の生活再建や長期化する避難

生活の支援、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。 

復旧・復興業務に従事する任期付職員を必要に応じて国において一括して採用し、被災地

方公共団体へ派遣する制度を早急に導入すること。 

 

提言 3-2 人員派遣や職員採用の支援等 

平成 28 年度以降についても、引き続きマンパワー不足が見込まれることから、全国の地

方公共団体からの人員派遣、被災地方公共団体の職員採用に対する支援を継続すること。こ

の場合、特定業務へのチーム派遣も検討すること。 

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

 

提言3-3 震災復興特別交付税による人件費等に対する財政措置の継続等 

地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び東日本大震災への対応のために職員採用を

行った場合の人件費等の経費に対する震災復興特別交付税については、復旧・復興を完全に

果たすことができるまでの期間、経費全額に対する財政措置を確実に継続すること。 

併せて、被災地方公共団体以外の地方公共団体が行う任期付職員の採用に係る経費及び派

遣元で実施する研修等に係る経費に対する財政措置を行うこと。 

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

生じないよう配慮すること。 

 

【提言のポイント】 

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

一層強化すること。 

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

体へ派遣する制度を早急に導入すること。 

○ 地方自治法に基づく派遣職員の受入経費及び震災対応のための職員採用の人件費等

に対する震災復興特別交付税については、経費全額に対する財政措置を継続すること。 
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４ 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。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、防潮堤整備などを一日も早く完了することが必要である。 

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

強化が不可欠である。 

 

【個別の提言事項】 

提言 4-1 住宅再建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 4-2 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 4-3 防潮堤の整備促進 

 集落再生に不可欠な防潮堤の整備を迅速に進めること。 

とりわけ、漁港区域内の防潮堤の整備を促進するため、「農山漁村地域整備交付金（復興

枠）」の予算を十分に確保すること。 

 

提言4-4 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、一日も早く復旧す

るよう十分な支援を行うこと。 

特に、常磐線については、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、財源措置を含めて確実に促

進とともに、単なる復旧にとどまらない基盤強化を検討すること。 

【提言のポイント】 

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

整備、液状化被害対策、用地取得手続の迅速化等への支援を強化すること。 

○ 国が行う防潮堤や復興道路等の整備、福島県における災害廃棄物処理を促進するこ

と。 

○ 復旧・復興事業の入札不調続出を解消するため、資材・人材不足への効果的な対策、

建設コストの高騰に対応した支援の継続・拡充を行うこと。 
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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 4-5 復興道路等の整備の促進 

三陸沿岸道路、東北中央自動車道（相馬福島道路）等の復興道路・復興支援道路の整備に

ついては、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（復興枠）の予算枠を拡大し、

復興事業が終了するまでの間、制度を継続すること。 

 

提言 4-6 復旧・復興事業における資材・人材不足の解消及び建設コストの高騰への対応 

 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

不足について、効果的な対策を早期に講じるとともに、労務費や建設資材等の建設コストの

高騰に対応した財政支援を継続・拡充すること。 

 

提言 4-7 液状化被害への支援の強化 

 液状化による被害を受けた世帯に対する支援を強化すること。 

 液状化対策事業に取り組んでいる地方公共団体に対しては、対策工法の選定や住民同意の

取得、工事の施工などに相当の期間を要していること、さらには事業費が極めて多額にのぼ

ることなどの実情に十分に配慮のうえ、引き続き地方負担がゼロとなるよう長期的な支援を

行うこと。 

 

提言 4-8 特措法に基づく汚染廃棄物対策地域における廃棄物処理の促進 

放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域における国による廃棄物処理を迅速かつ確

実に実施するとともに、対策地域内の各市町村の状況を踏まえた処理スケジュールや終期目

標を示し、帰還困難区域についても早期に処理方針を明確にして処理を推進すること。 

また、対策地域において、住民帰還や事業再開のため排出される、住宅等修繕工事で生じ

た廃棄物や、長期放置により原材料や商品としての価値を失い廃棄せざるを得ない物品等に

ついては、原発事故により長期間立入制限されたために発生した廃棄物であるため、対策地

域内廃棄物として国の責任により処理を行うこと。 

 

提言 4-9 用地取得手続の迅速化 

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、国と県との連携を一層強化すること。 

また、被災市町村ではマンパワー不足が深刻な状況にあることから、被災市町村に対する

司法書士の駐在派遣や用地加速化支援隊等による支援を一層強化すること。 
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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「なりわい」の再生と新たな産

業立地を促進し、きめ細かな就業支援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、これまでの枠組みにとらわれず、被災企業に対

する助成制度の大幅な拡充・要件緩和や新たな補助制度の創設など支援を強化すること。 

被災企業の二重債務問題については、その早期解決に向けて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 

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

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・経営再建と失われた販路の回復への支援を継続すること。また、福島

県では原子力災害の影響により、漁船、共同利用施設、養殖施設、種苗生産施設の復旧が遅

【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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れていることから、生産活動の回復が果たされるまでの間、漁業生産基盤整備等に対しての

支援事業や種苗放流支援事業を継続すること。 

 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 28 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、今後とも基金の積み増しを行うと

ともに、被災地域の意見を踏まえて事業採択を柔軟に行い、沿岸部内陸部の区別なく現に復

興が遅れてい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、被

災地における産業復興の実情に応じた本補助制度の期間延長と当該期間中の事業実施に十

分な予算を確保すること。 

 

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、多様な雇用就業機会の創出への支援 

「事業復興型雇用創出事業」及び「震災等対応雇用支援事業」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とともに、被災地の実情に応じ、

基金財源の追加交付を行うこと。 

「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。 

また、現在行われている民間企業での雇用を中心とした緊急雇用創出事業のほか、行政自

ら雇用の場を提供する雇用開発事業、生活密着の事業を展開するコミュニティ・ビジネスの

立ち上げ、被災者の起業支援など、被災者の状況や復旧・復興の段階に応じた多様な雇用就

業機会の創出を支援すること。 

 

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、原子力災害により失われた福島県浜通り地域の

産業基盤や雇用のいわば災害復旧であるとともに、福島県の復興に不可欠な廃炉のためのロ
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ボット技術等の確立に資するものである。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを

当面の目標とし、各プロジェクト（ロボットテストフィールド、国際産学連携拠点、スマー

ト・エコパーク、エネルギー関連産業、農林水産業（スマート農業等））の着実な実施が図

られるよう、構想の関連事業は、復興事業として位置付け、必要な財源を継続的かつ十分に

確保するとともに、関係省庁一体となって対応すること。 

 

 

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、避難生活が長期化している。こうした避難者・被災者に対しては、

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。 

応急仮設住宅の供与について終期が設定されたため、避難先での定住を希望する避難者に

対しても、生活再建のための支援策を講じる必要がある。 

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 被災者の生活再建や長期化する避難生活に対する支援の強化、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。 

 避難先での定住を希望する避難者に対し、避難先での生活再建を円滑に進めるため、就業

支援や住宅確保のための支援策を講じること。 

 避難生活が長期化する中、心身の健康や将来の不安など避難者が抱える課題が厳しさを増

していることから、臨床心理士等の専門家の確保及び相談や孤立防止などの取組に対する支

援を強化すること。 

【提言のポイント】 

○ 被災者の生活再建や雇用確保等への総合的な支援を強化するとともに、避難者の早期

帰還等を促進すること。 

○ 避難生活が長期化する中で、心身の健康や将来の不安など避難者が抱える課題に対応

するため、相談や孤立防止などの取組に対する支援を強化すること。 

○ 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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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

きるよう被災者健康・生活支援総合交付金や緊急雇用創出事業臨時特例交付金、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28年度以降も財政支援を継続すること。 

仮設住宅から恒久住宅への移行後も、被災高齢者が地域社会で自らの役割を見出し、能動

的に社会参加するための生きがいづくりの仕組みの構築を支援すること。 

被災入居者の高齢化に備え、災害復興公営住宅への若年世帯の入居や応急仮設住宅で形成

されたコミュニティへの配慮、災害復興公営住宅における交流施設整備とボランティア等と

連携した高齢者の見守り体制の構築について支援すること。 

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

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。 

 また、「子ども・被災者支援法」の対象地域からの自主避難者についても、避難指示区域

からの避難者同様に、住宅の継続的な支援を行えるよう受入地方公共団体と協議の上、中長

期での対応を検討すること。 

 

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割合は、相談件数

の２割と低調であり、住宅再建が進まない要因の一つとなっていることから、個人の住宅ロ

ーン等に係る二重債務問題の解決に向け、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、国による積極的な対応を行うこと。 
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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

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するとともに、救助

の実施に必要となる事務経費のすべてを全額国庫負担の対象とするよう必要な財源の確保

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。 
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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。 

震災遺構は自然災害に対する危機意識や防災意識を醸成する上で意義があるが、その保存

の是非を判断するには被災者の気持ちの整理などに長期間を要するため、保存や撤去に対す

る財政支援を長期的に継続すること。 

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

すること。 

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

震災の教訓を踏まえた実践的な避難訓練及び防災訓練を充実させること。 

 

提言 6-9 被災地域の復興に向けた教育環境の整備への支援 

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

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

発達段階に応じた教育環境の整備を支援すること。 

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

ること。 
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１２ 防災・減災対策の推進について 

   ～ 骨太の方針の修正を ～ 

 

平成 23 年の東日本大震災では、従来の想定を大きく超えた巨大災害が発生した。今後、発

生が予見される南海トラフ地震や首都直下地震では、これを超える被害も想定されている。また、

近年異常気象に伴う土砂災害や風水害の多発や、火山活動の活発化など、我が国全体の災害

リスクは高まってきている。 

これに対し、6 月 30 日に閣議決定された骨太の方針『国土強靱化、防災・減災等』においては、

国土強靱化の取組について、「重点化・優先順位付け」を行い、「重点的・効率的な推進を図る。」

とされた。しかし、人命に重点はなく、いつ起こるか分からない、より高次の災害への対応が求め

られている中、国民の生命、財産を守るための防災・減災対策に資する思い切った社会資本整

備が急務である。 

しかしながら、社会資本ストック推計による純資本ストックは近年減少を続けており、現在の純

資本ストックを維持するだけの投資すら行われていない状況にある。今後大量に更新の時期を

迎えるこれら資本ストックを、着実に長寿命化や更新を行い維持するとともに、十分かつ安定的

に新たな社会資本整備を実施することにより、国土の強靭化と防災力を向上させることが必要で

ある。 

このため、社会資本整備に十分な予算を安定的・継続的に確保するとともに、地方においても

計画的に対策に取り組めるよう緊急防災・減災事業債の恒久化や対象事業の拡大、要件緩和

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など、地域の実情

に応じた柔軟な対応を図るべきである。 

さらに、骨太の方針の同項において「原子力災害・モニタリング対策の充実・強化を引き続き

推進する。」とあるが、他方、防災基本計画の見直しにおいては、原子力災害時、防護対策を判

断するための予測的手法の活用が削除された。モニタリングの実測値のみによる判断では、住

民の被ばくを前提に避難指示等を行うこととなるほか、早い段階からの対応が必要な要支援者

等への対処が遅れかねない。これでは住民の理解を得ることは困難なことも予想される。 

このため、避難ルート等の検討や準備などには放射性物質の拡散を予測する情報が必要と考

えられるため、国において SPEEDI 等の何らかの予測手法を活用する仕組みを構築すべきであ

る。 

従来の想定を超えた災害リスクへの対応が急務となっている現在、国民の生命・財産を守るた

め、地方の声を聞いた上で、これらの取り組みを先送りすることなく推進すべきである。 
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13 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４年余りが経過した

が、依然として周辺住民は避難生活を余儀なくされている状況にあり、

早期の事態収束に向け、国や事業者が一丸となって取り組む必要がある。   
こうした中、全国に立地している原子力施設の安全確保が何よりも重

要な課題となっており、原子力規制委員会においては、新規制基準への

適合性審査を厳正かつ迅速に行うとともに、その結果について、地域住

民はもとより、国民全体に明確かつ責任ある説明を行うことが強く求め

られるところである。 
また、原子力防災対策については、国が前面に立って継続的に充実強

化を図るとともに、地方公共団体が講じる対策について、必要な予算を

確保し、早急に支援体制の整備を図ることが必要である。 
国民及び国土の安全確保のため、原子力施設の安全対策や防災対策の

強化を図り、事故は起こり得るものとの前提に立ち、あらゆる対策を講

じることが重要であり、現時点において、国が責任を持って早急に取り

組むべき事項について、次のとおり提言する。 
 
 
Ⅰ 東京電力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が安全かつ着実に進

められることが被災地の復興の大前提であり、今なお、避難を余儀な

くされている国民が多数いることを重く受け止め、事態の早期収束・

廃止措置の早期完了に向け、国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予防的・重層的に講じるよう東京電力に対する指

導・監視を徹底するとともに、汚染水を増やさないための抜本的な対

策に総力を挙げて取り組むこと。 
また、廃止措置を進めるに当たっては、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

重層化を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
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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。 
情報公開を徹底し、データの持つ意味が分かるよう、国民の立場に

立った情報公開を行うとともに、国民に対する説明責任を果たすよう、

東京電力を指導・監督すること。 
今後長きにわたる廃止措置作業を支える作業員や現場を管理できる

人材の計画的な確保・育成や作業環境の改善、労働災害の再発防止が

確実に行われ、作業員が安心して働くことができる環境の整備等を東

京電力に求めるとともに国も一体となって取り組むこと。 
１号機の原子炉建屋カバー解体やがれき撤去作業等については、放

射性物質飛散防止対策と周辺環境の監視を徹底して行い安全を確保す

るとともに、作業の全体計画や作業状況、監視結果等について、適時

適切に情報提供を行うこと。 
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

や除染作業の速やかな実施、根拠のない風評に対する正確な情報の発

信等、各産業分野における風評の払拭、原子力災害の風化防止対策な

どについて、政府一丸となって取り組むこと。 
 
     
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。    
 

(２) 実効性のある安全規制の実施について 

真に実効性のある原子力安全規制とするため、敷地内破砕帯の

評価を含む原子力施設の安全審査に当たっては、その審査方法を

明確にした上で、新規制基準を厳格に適用するとともに、幅広い
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分野の専門家の意見やこれまでに蓄積されたデータなど科学的・

技術的知見に基づき公平・公正な結論を導き出すこと。 
特に、敷地内破砕帯等の評価に当たっては、現在の原子力規制

委員会の有識者会合の構成を見ると、委員の専門分野に偏りがあ

り、新規制基準への適合性審査における有識者会合の評価書の位

置付けも曖昧であることから、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、運転期間延長認可に係る特別点検の結果

や高経年化技術評価の内容について、期限内に厳正かつ慎重な審

査を行うこと。 
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、廃止措置計画の認可に当たって

は、廃止措置が安全かつ着実に進められるよう厳正な審査を行い、

廃止措置の工程や周辺環境への影響等の審査結果については、地

方公共団体へ丁寧に説明すること。 
廃止措置の実施に当たっては、事業者に対し厳正な指導・監督

を行い、安全確保に万全を期すことはもとより、廃棄物の取扱い

基準等の確立等についても、早急に方針を示すこと。 
  

(３) 事業者に対する指導・監督の強化について 

安全確保の第一義的な責任を有する原子力事業者に対し、最低

限の規制要求事項を満たすだけでなく、さらなる安全性の向上に

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、同委員会設置法附則第５条の規定に定め

る３年以内の見直しに向けて、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。 
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また、新規制基準等に基づく適合性審査について、設備運用に

係るソフト面の規制を含め、厳正かつ迅速に行えるよう審査体制

の拡充・強化を図るとともに、既に適合性審査申請がなされてい

る原子力発電所について、安全性の確保のため着実に審査を行う

こと。 
さらに、現場を重視した実効性ある安全対策を進めるとともに、

事故制圧・防災体制を一層強化するため、現地の規制事務所の人

員体制を抜本的に充実強化すること。 
 
 
２ 国民理解に向けた取組及び地方公共団体への説明責任について 

原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の結果等については、

原子力規制委員会の然るべき責任のある立場の者が、具体的な手順

等を明示した上で自ら主体的に説明することに加え、その内容につ

いて分かりやすく公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、

国民及び地方公共団体の理解促進に努めること。 
特に、新規制基準において、猶予期間が設けられた対策について

は、その理由を明確に説明すること。 
原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会が責任を持

って、新規制基準への適合性審査の結果に加え、万一の事故や原子

力災害に係る国の対策の状況、さらには事業者の運営能力の確認な

ど、総合的な観点から判断するとともに、安全性を判断した理由に

ついて国民及び地方公共団体に対し、明確かつ丁寧な説明を行うこ

と。 

また、原子力発電所の再稼働については、具体的な手続きを明確

にした上で、安全性の確認だけでなくエネルギー政策上の重要性や

必要性等を十分に考慮し、国が責任を持って判断するとともに、再

稼働の判断に至った経緯や結果について国政を預かる責任ある立場

の者が、国民や地方公共団体に十分な説明を行い理解を得るよう、

国として主体的に取り組むこと。 

事故が起きた場合には、国は、被災者への賠償を含め、責任を持

って対処すること。 
さらに、原子力施設における事故やトラブルの情報については、

国が国民及び地方公共団体に対する説明責任を十分に果たすこと。 
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 ３ バックエンド対策について 

(１) 使用済燃料対策について 

使用済燃料対策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１５

年が経過したが、未だ文献調査すら行われていない状況にある中、

先般「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」が閣議決

定された。この閣議決定に基づき、最終処分地の早期選定に当た

っては、全国知事会とも協議しながら、国が前面に立ち国民理解

を得た上で、誠実かつ慎重に行うこと。 
また、最終処分の科学的有望地の選定に当たっては、都市部を

含めて検討を行うこと。 
 

(３) 低レベル放射性廃棄物の処理処分について 
原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する

低レベル放射性廃棄物については、高レベル放射性廃棄物と同様

に、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 
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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。 
改正後の原子力災害対策指針では、ＵＰＺ外においては、事前

の対策について明確な規定がないが、緊急時には避難等の防護措

置を実施する可能性があるとしており、また、実際に福島第一原

子力発電所の事故で３０㎞以遠にも被害が及んだことも踏まえ、

ＵＰＺ外の地方公共団体でも必要に応じ緊急時に円滑な防護対策

を可能とするため、事前の対策について改めて検討を行うこと。

また、実用発電用原子炉以外の原子力施設に係る緊急事態区分及

び原子力災害対策重点区域の範囲など未策定の事項について、速

やかに指針を策定するとともに、廃止措置に向けて長期間停止す

る原子炉についても、必要な対策を示すこと。 

 
(２) 原子力防災体制について 

複合災害や過酷事故が起こることを想定し、地方公共団体の意

見を踏まえ、原子力防災体制を充実させるとともに、災害対策に

おける地方公共団体の役割の重要性に鑑み、地方公共団体と国、

事業者との緊密な連携協力体制の整備に向け、法整備を含めて国

が主体的かつ速やかに対応すること。 

重大事故が起こった場合に備え、自衛隊などの実動組織の支援、

指揮命令系統や必要な資材の整備等について、国の体制を明確に

すること。 
また、現在、原子力発電所内の緊急作業時における被ばくに関

する規制の改正について検討がなされているところであるが、原

子力発電所外においても迅速な対応が図られるよう法制度の見直

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。 
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なお、避難行動要支援者の避難のあり方など省庁横断的に進め

る必要がある対策については、原子力発電所立地地域毎に設置さ

れた地域原子力防災協議会において、各地域毎の取組状況を把握

し、国として地域の実情に応じた適切な防災体制の確立を支援す

ること。 

 

 

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、作成に当た

っては、関係地方公共団体の意見を十分に聴き反映させること。 

また、災害発生時の避難のための道路や港湾等のインフラ、公

共施設等について、関係地方公共団体の意見を聴きつつ、国が主

体となって早急に整備を進めること。 

併せて、県境を越えるなどの広域避難等を想定し、国が主体的

に関係地方公共団体や運輸事業者等と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当たっては、避難計画策定を

促進するため、地域原子力防災協議会における検討も踏まえなが

ら、必要な車両や資機材、医療従事者等の確保、自衛隊等による

迅速な搬送体制の整備、避難先となる病院や社会福祉施設等の確

保などに係るマニュアル等を整備するとともに、国として避難行

動要支援者が迅速かつ安全に避難できる支援体制を確立すること。

屋内退避を前提とした病院や社会福祉施設等の放射線防護対策に

ついては、今後の進め方など基本的な考え方を示すこと。 
冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の除雪や確保につ

いて、関係省庁の連携のもと、具体的な対策を確立すること。 

さらに、避難住民や避難車両等に対する避難退域時検査及び除

染の方法や実施場所選定に係る基準、そのための人員体制や資機

材の配備等について、避難受入地域の状況等を十分考慮した上で、

国の責任において災害時に確実に機能する体制を構築すること。 
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また、避難先となる地方公共団体及び住民に対して、放射線等

に関する知識の普及啓発を行うこと。 
避難ルート等の検討や準備などには放射性物質の拡散を予測す

る情報が必要と考えられるため、国においてＳＰＥＥＤＩ等の予

測的な手法を活用する仕組みを構築すること。 

 
(２) 放射線モニタリング体制について 

原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範

囲、測定地点の設定間隔等について、防災範囲の拡大に対応した

新たな基準を早急に示すこと。 

緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施

するためにも極めて重要であり、国は、関係地方公共団体、事業

者における実施内容や役割分担等を速やかに示し、緊急時モニタ

リング計画の策定を支援すること。 
その上で、地域の実情に応じて必要なモニタリング資機材の早

急な整備が図れるよう、十分な財源措置を行うこと。 
また、地方放射線モニタリング対策官を原子力施設の立地地域

毎に複数名配置するとともに、資機材を早急に整備するなど、災

害発生時において緊急時モニタリングセンターが確実に機能する

仕組を構築すること。 
ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについて、国の責任において放

射線状況を確実に把握できる体制を構築すること。 

福島第一原子力発電所事故の際に課題となった放射性ヨウ素等

の大気中放射性物質の測定体制に係る基準を速やかに示すこと。 
また、緊急時のモニタリング結果については、国が責任をもっ

て住民に速やかに分かりやすくかつ丁寧に公表すること。 
ＳＰＥＥＤＩについては、関係地方公共団体が利用できるよう

にするなど具体的な活用方法について検討し、速やかに示すこと。 

 

 
３ 緊急被ばく医療について 

原子力災害医療体制のあり方や、「救護所等で行うスクリーニン

グ」と「避難退域時検査」の目的・役割の明確化の検討を早急に行

った上で、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
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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。 
特に、緊急被ばく医療の実施体制整備のために、中長期的な視点

で緊急被ばく医療に係る人材育成に取り組むこと。 
また、安定ヨウ素剤の配布に当たり、住民不安や過度な混乱を防

ぐとともに、住民が適時・適切に服用できるよう、地方公共団体の

事情を聴取の上、ＰＡＺ外の取扱を含め、早急に対応マニュアルを

充実し、副作用等に対する補償制度を創設するとともに、住民から

の服用可否や副作用など医学的な問い合わせに対する相談窓口につ

いて、国において運営すること。 
配布体制の整備に当たっては、説明を行う医師等の確保・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。 
安定ヨウ素剤を事前配布する住民の範囲については、地方公共団

体の判断を尊重し、ＰＡＺの内外にかかわらず必要な支援を行うこ

と。 
また、安定ヨウ素剤の事前配布後も、地方公共団体において薬剤

の更新業務が継続的に発生するため、再配布の手続きを簡略化する

など、住民や地方公共団体の負担を軽減できる方法を早急に国が示

すこと。 
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。 
なお、安定ヨウ素剤を備蓄する区域についても、地方公共団体の

判断を尊重し、ＵＰＺの内外にかかわらず必要な支援を行うこと。 

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、地方公共団体が地域の特性を踏まえて必要であ

ると判断し、実施する防災対策に要する経費については、関係地方

- 109 -



 

公共団体の意見を聴きつつ、新たな負担とならないようＵＰＺ外の

地域における対策に要する経費を含め適切な財政措置及び人的支援

を行うこと。 
原子力発電所の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮し、

地方公共団体が必要と判断した防護対策については、ＵＰＺの内外

にかかわらず、必要な財源措置をすること。 
特に、原子力災害対策事業費補助金については、概ね１０ｋｍ圏

内に所在していなくても、地域の実情に鑑み整備ができるようにす

るとともに、既に放射線防護対策工事を行った施設は資機材の整備

及び物資の備蓄に係る事業の対象とすること。 

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。 

さらには、現在、複数の原子炉の廃止措置が決定されているとこ

ろであるが、その完了には、今後、数十年の長い期間を要すること

から、防災対策等に係る財源を確保するため、電源三法交付金につ

いては、原子力発電施設の撤去完了までを見据えた制度の充実を図

ること。 
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14 平成２７年度地域医療介護総合確保基金(医療分)等に対する要望 

 

 

Ⅰ 地域医療介護総合確保基金（医療分）について 

  各都道府県は、喫緊の課題である２０２５年に向けた医療提供体制改革の実現のため、地

域医療介護総合確保基金（以下「基金」という。）を活用した事業を実施するとともに、地

域医療構想の策定に取り組んでいるところである。 

  

しかしながら、今般、国から各都道府県に対し、基金の原資となる「医療介護提供体制改

革推進交付金（医療分）」が内示されたが、要望額とは大幅に乖離した額となった都道府県

が多数見受けられ、さらに、事業区分間の額の調整が認められなくなったことから、このま

までは、旧国庫補助事業からの振替事業など、地域医療を維持していく上で不可欠な重要事

業が継続できない状況にある。 

 

各都道府県においては、今年度の事業計画案を策定するに当たり、時間をかけて医療機関

や関係団体、市町村等と議論を重ねてきたが、今回の内示は、都道府県の実情や意向を踏ま

えたものとは到底言い難く、これまで築き上げてきた、これら関係者との信頼関係を一気に

崩壊させ、今後の地域医療構想の策定にも深刻な影響を及ぼすことは必至であり、誠に遺憾

である。 

 

今後、医療提供体制の改革を進めていくためには、病床の機能分化・連携を推進するため

の医療機関の施設・設備の整備はもとより、在宅医療の推進、医療従事者の確保は不可欠で

あり、これらを支援する取組みが十分に行われる必要があるため、国においては、以下の事

項について真摯に対応されるよう要望する。 

 

１ 今回の基金内示への対応について 

（１）基金の財源には、消費税増収分が充てられていることから、基金事業の決定には

透明性と公正性の確保が求められることも考慮し、国は、今回の内示額決定のプロセ

ス及び根拠について、都道府県に対して十分かつ明確な説明を行うこと。 

（２）地域の抱える課題は地域毎に異なっており、基金には、地域の実情に応じた創意

工夫ができる仕組みであることが必要であることから、平成２６年度と同様に３つの

事業区分間の額の調整を柔軟にできるよう認めること。 

 

２ 留保分の内示について 

（１）留保分（第２回目の配分）については、病床の機能分化・連携を推進するための基盤

整備事業に重点化することに限定せず、都道府県の意向を十分に踏まえた上で、速やか

に配分すること。 

（２）各種の医師確保事業や看護師等養成所の施設整備費、運営費などをはじめ、従来の
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国庫補助事業からの振替事業などについては、継続実施が不可欠と考えられること

から、各都道府県が必要とする事業費を確保すること。 

 

３ 今後の基金スキームの見直しについて 

（１）基金の交付決定時期が遅いことや、内示を受けるまで基金規模の見通しがまった

く立たないことが、円滑な基金事業の実施を図る上で大きな障害となっているため、

あらかじめ事業実施に必要な基礎的な額を定めるとともに、内示時期を介護分と合

わせて、前年度中に早めるなど基金スキームの見直しを早急に検討すること。 

（２）地域の実情に応じ、柔軟に活用できる制度とするとともに、将来にわたり十分な

財源を確保すること。 

 
 
Ⅱ 医療提供体制推進事業費補助金について 
  医療提供体制推進事業費補助金については、年々交付率が低下してきており、事業の

執行に重大な支障が出るおそれのある憂慮すべき事態となっている。 
  当補助金は、救命救急センター運営事業をはじめ、周産期母子医療センター運営事業、

小児救命救急センター運営事業など、地域において良質かつ適切な医療を効果的・効率

的に提供するために必要な事業の推進に不可欠なものであることから、事業の安定的な

実施のため補助基準額に応じた交付がなされるよう十分な予算額を確保すること。 
  また、ドクターヘリについては、救急患者の救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成

果をあげており、特に広域救急医療にとって極めて重要な存在である。しかし、その活

動の増加に伴い、法令に従えば予算額も増額されるべきところ、既存の同補助金の枠内

での対応となっているため、結果的に国が負担すべき財源が地方に付け回されている。

こうした対応を直ちに改めるとともに、国の責任において必要な財源を確実に確保する

こと。 
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≪政策要望≫ 



 

 

【農林水産関係】 
 

１ 農業の振興について 

（１）新たに策定された「食料・農業・農村基本計画」の推進に当たっては、自然条

件や農業実態などの地域の実情に十分配慮し、農業・農村の有する多面的機能や

食料問題を巡る情勢も十分踏まえつつ、食料の安定供給や食の安全・安心の確保、

農業の持続的な発展に向けた生産基盤・共同利用施設の整備や多様な担い手の育

成・確保、農村の振興など各種施策を充実させること。 
 
（２）強い農業と活力ある農村の実現に向け、農業の生産性向上と高付加価値化を図

るためには、農地の大区画化や汎用化、農業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・集約化などが不可欠である。 
また、近年多発する集中豪雨等による災害を未然に防止するためには農村地域

の防災・減災対策が重要である。 
しかし、要望に対し予算が大幅に不足していることから、これらの事業を計画

的かつ着実に推進できるよう必要な予算を確保すること。 
さらに、集落間道路の整備を推進できるよう必要な予算の確保を図るとともに、

太陽光発電や小水力発電等の再生可能エネルギーの導入や、耕作放棄地の再生な

ど、地域の緊急的な課題の解決に向けた施策を推進すること。 
 
（３）経営所得安定対策等については、意欲ある農業者が将来にわたって安心して営

農に取り組むことができるよう、安定的・継続的な制度とすること。 
さらに、対象品目の拡大など、地域の特性や、農産物等の品目ごとの生産の実

情を考慮した支援策を講じること。 
また、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。 
 
（４） 稲作農家の所得を確保し経営の安定を図るため、米政策の見直しに当たっては、

実効性のある需給調整の仕組みの構築や、農業経営者の自らの経営判断を活かせ

る環境整備を一層推進するとともに、生産現場が混乱しないよう、具体的な制度

内容等を早期に明らかとすること。 

また、食料自給率の向上を図るため、水田のフル活用を推進することが重要で

あることから、加工用米や飼料用米、ＷＣＳ用稲、米粉用米などのほか、麦、大

豆等の作付を推進する水田活用の戦略作物助成や産地交付金の予算を確保するこ

と。 

 
（５）日本型直接支払制度については、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、

良好な景観の形成、文化の伝承等、農業・農村の有する多面的機能が、その発揮
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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、事務経費を含め、基本的に国庫負担により必要な予算を確保し、我が国

の農地の保全を図ること。 
 
（６）青年就農給付金の支給を長期に継続できるよう、必要な予算を十分に確保する

とともに、新規就農者の就農意欲の喚起と定着を図るための支援策を充実させる

こと。 
また、農業研修生を受け入れる農家等に対し、その活動に見合う支援策を創設

すること。 
さらに、集落営農組織の法人化促進や、法人化後の機械・設備等の導入に対す

る支援制度の拡充など経営安定及び規模拡大への支援策を講じ、持続的な担い手

づくりに努めること。 
 
（７）農地中間管理事業については、関係予算を十分確保するとともに、その活用状

況等を検証し、都道府県や市町村など、関係機関の実情を踏まえた有効な仕組み

となるよう必要に応じて改善を行うとともに、地方に負担を生じさせないこと。 
   特に、農地の出し手が不足している現状を踏まえ、機構へ貸付けしやすい環境

整備を一層進めるとともに、機構集積協力金については、各都道府県の必要額を

踏まえた上で、不足が生じないようにすること。 
 
（８）農産物の安全性と信頼性の確保など、食の安全・安心に関する国民ニーズに対

応するため、国において加工食品の原料原産地表示対象品目の拡大及び輸入食品

の検疫体制の強化を行うとともに、地方が行う以下の取組を支援すること。 
・有機農業等の環境に配慮した農業に係る技術開発や有機農産物等の販路拡大対 

策の推進 
・食育及び地産地消運動の推進 
・農薬の飛散防止技術の調査研究及び農薬の適正使用に関する指導や普及 

 
（９）農業生産の低コスト化や省力化、品質の向上などに向けた、地域における品種・

技術の研究、開発及び普及に対する支援を強化すること。 
 
（１０）口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の国内への侵入・まん延

防止や特定家畜伝染病における疑似患畜確定前の防疫措置等について、以下のと

おり支援制度を強化・拡充すること。 
・口蹄疫については、新たな発生に備えて迅速で簡易な検査方法を確立すること。

また、発生した場合の感染経路の速やかな解明、農家等への経営支援、風評の

払拭等の対策を引き続き強化すること。 
・家畜の処分については、埋却が困難な場合や耕作放棄地及び農地以外が埋却地

の対象となる場合もあるため、適切な防疫対策や埋却地の再活用が可能となる

ような支援策を講じること。 
・移動式焼却炉や移動式レンダリング処理装置の配備を行うことに加え、処分し

た大型家畜を処理装置の設置場所までウイルスを封じ込めた状態で安全に輸送

するために必要な防疫資材の配備を支援すること。 
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・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。 
・豚流行性下痢（ＰＥＤ）については、発生及びまん延防止に必要な予算を確保

すること。 
 

（１１）新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」における、緊

急に対応すべき課題である①酪農生産基盤の強化、②繁殖雌牛の増頭、③飼料の

増産をはじめ、鶏、豚への対応や環境対策なども含めて地域の収益性の向上を図

るため、畜産クラスター関連事業の中長期的な継続と必要な予算を確保すること。 
 
（１２）産業動物診療、家畜衛生及び公衆衛生に携わる質の高い獣医師を確保するた

め、大学のカリキュラム充実を図るとともに、勤務獣医師の待遇改善を行うこと。 
また、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。 

 
（１３）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、地域

が取り組む緊急的な捕獲活動や侵入防止柵の整備等に対する支援、簡易で効率的

な捕獲方法の研究、捕獲の担い手確保等、鳥獣被害防止対策の更なる拡充と継続

を図ること。 
特に、緊急的な捕獲活動と侵入防止柵の整備に対する支援は、被害防止を図っ

ていく上で必要不可欠であることから、各都道府県の必要額を踏まえた上で、不

足が生じないようにすること。 
また、捕獲した野生鳥獣を獣肉として活用するための、流通体制の整備及び消

費拡大に対する支援を行うなど、獣肉等の利活用を推進すること。 
 
（１４）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、協定が発効された日豪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けるよう、国において、万全な措置を講じること。 
 
（１５）東京電力福島第一原子力発電所事故の発生による農林水産物等の安全性の問

題について、特に以下の対策を早急に講じること。 
・地方公共団体や関係団体等が実施する農林水産物の放射性物質検査に係る検査

機器の整備及び検査人員の確保等について、財源措置を含め全面的な支援を行

うこと。 
・放射性物質により汚染された土壌・水等の除染を迅速に行うこと。 
・放射性物質に汚染された農地の除染対策について、全ての農業者が負担無く効

率的かつ確実に実施できるよう、吸収抑制対策事業等を基本的に国庫負担によ

り継続すること。 
・放射性物質に汚染された農業系廃棄物について、最終的な処分方法が具体的に

確立するまでの間、一時保管等の隔離対策を強力に支援すること。 
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・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。 
 
（１６）日本の農林水産物・食品の輸出拡大を推進するため、科学的根拠に基づかな

いまま輸入規制を実施している諸外国・地域に対し、規制措置を撤廃するよう強

く働きかけること。 
 
（１７）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。 
 
（１８）燃油・肥料や配合飼料等の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

安定制度の運用に必要な予算を確保すること。 
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、葉たばこ及びいぐさも対象となるよう拡充するとともに恒久的な制

度とすること。 
 

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

活動交付金」の拡充・強化を図ること。 
特に、国が認定する「総合化事業計画」の作成を促進するための支援体制整備

や同計画を円滑に推進するための施設整備等に必要な財政措置を講じるととも

に、その更なる拡充を図ること。また、農林漁業者だけで行う加工・販売の取組

についても対象とするなど、地域の実情に合わせた活用ができるようにするこ

と。 

 

２ 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。 
 
（２）森林の有する多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の安定的発展と山

村における雇用安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の

財源を十分かつ安定的に確保すること。 
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・間伐やこれと一体となった路網の整備、伐採後の植栽など、適切な森林整備を

推進するための施策及び予算の充実 
・山地災害等の復旧・予防や水源の涵養など、国土保全対策を推進するための予

算の充実 
 
（３）林業・木材産業の成長産業化、木材利用・木質バイオマスエネルギー利用の拡

大による低炭素社会への貢献を図るため、林業を取り巻く環境など地域の実情に

十分配慮し、地方と協議の上、以下をはじめとする効果的な施策を実施すること。 
・森林整備加速化・林業再生基金の事業期間の延長、森林整備加速化・林業再生

交付金の恒久化など、間伐や路網整備、木材加工流通施設、木造公共施設、木

質バイオマス利用設備の整備といった、川上から川下に至る総合的な取組への

支援の充実 
・国産材を用いた新たな製品・技術等を活用した施設の建設や非住宅分野におけ

る木造・木質化を促進する施策の充実 
・適切な森林整備や国産材の安定供給を担うことができる事業体や人材の育成・

確保に向けた施策の充実 
・建築関係基準の早期整備など、ＣＬＴの実用化に向けた取組の強化 
・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会など、様々な機会を通

じて日本の木の文化や技術を世界に発信 

 
（４）森林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。 
 
（５）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。 
 

３ 水産業の振興について 

（１）「水産基本計画」に基づき、水産業の現状と課題を踏まえ、地方と協議の上、

より効果的な施策を総合的かつ計画的に実施すること。 
特に、東日本大震災による津波被害や東京電力福島第一原子力発電所事故の影

響など地域の実情に十分配慮すること。 
 
（２）漁業経営安定対策については、燃油・配合飼料価格の高止まりが続く中、漁業

者が安心して漁業に取り組む事ができるよう安定的なセーフティネットを構築す

るとともに、燃油に係る税制特例措置を堅持すること。また、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
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を踏まえた上で見直すこと。 
 
（３）周辺諸国との漁業外交を強力に推進し、既存の漁業協定の見直しも含め、水産

物の安定供給の確保対策を強化するため、以下に取り組むこと。 
・竹島の領土権の確立による日韓暫定水域の撤廃並びにそれまでの間の当該水

域、日中暫定措置水域、日中中間水域、北緯２７度以南の水域においては、

適切な資源管理体制と操業秩序の確立を図ること。 
・日台漁業取決めについては、法令適用除外水域を見直すこと。 
・ロシア連邦との協定に基づく漁業は、地域経済に大きく貢献していることか

ら、操業機会の確保を強力に推進すること。また、ロシア連邦の法律により

操業が困難となったロシア水域のさけ・ます流し網漁業について、漁業者は

もとより、地域の関連産業などに対して、特段の支援を行うこと。 
・排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が根絶されるよう、国の

監視・取締体制を充実・強化すること。 
・パラオ共和国等、南太平洋島嶼国排他的経済水域での日本漁船の操業が継続

できるよう、積極的な交渉を行うこと。 
 
（４）東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の流出により、水産業へ

の影響が懸念されることから、汚染水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。 
 
（６）水産資源の回復を図り、安全で安定した水産物の供給体制の確立を図るため、

漁場の整備や漁港における高度衛生管理対策、漁港施設の防災対策など水産基盤

整備を計画的かつ着実に推進すること。 
 
 
（７）水産業及び漁村が持つ藻場・干潟の保全や水域監視等の多面的機能が今後にお

いても十分発揮されるよう、「水産多面的機能発揮対策」による支援体制を継続

すること。 
なお、地方に負担を生じさせないよう、国による定額支援体制を堅持すること。 
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【商工労働関係】 
 

１ デフレ経済からの本格的な脱却と持続的な経済成長の実現

について 

安倍内閣の発足後、政府・日銀においては、「大胆な金融政策」、「機動的な財

政政策」及び「民間投資を喚起する成長戦略」が進められている。 
こうした中、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、

大胆な金融緩和政策、経済対策及び規制改革等の対策が必要である。 
政府・日銀においては、引き続き、海外の経済情勢や為替の動向を注視した大胆

な金融緩和政策に加え、当面は柔軟な姿勢で財政健全化に臨むとともに、財政出動

を拡大し、名目ＧＤＰを高めることを目指した経済対策を検討・実施すること。 
また、政府においては、「産業競争力強化法」に基づく支援や「国家戦略特区（い

わゆる「地方創生特区」を含む）」を着実に推進し、大胆な規制改革、税制の優遇

措置などを講ずること。 
  

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

関に、地方財政や地域の経済・社会に精通した地域の代表を委員として加えるな

ど、地域の意見を一層反映させる仕組みを構築すること。 
 
（２）総合特区の取組の中には、農林水産、環境など個別の分野を超える事業がある

ため、内閣府が総合調整機能を発揮し、区域指定を受けた地域の事業主体に直接

財政支援する枠組みを構築すること。また、国際戦略総合特区については、産業

の国際競争力強化のため中長期的な支援が必要であることから、法人税軽減の適

用期間を延長することをはじめ、各種支援措置を継続すること。加えて、地域活

性化総合特区については、企業投資を呼び込み、就業の場を創出するため、国際

戦略総合特区と同様に法人税についても軽減すること。 
 
（３）電力各社の値上げが地域経済に与える影響を考慮し、電力の安定供給を確保し

た上で料金上昇を抑制する道筋を明確にすること。 
また、事業者向け発電設備や省エネ機器などの導入・改修、建築物の省エネ改

修等に対する支援を強化すること。 
 
（４）産業活動におけるサプライチェーン寸断のリスク軽減や国土の均衡的発展を図

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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（５）地域経済の活性化にとって地域における大学や公設試験研究機関、企業が有す

る研究成果や技術を円滑に中小企業等へ移転し、地域に新たな事業、産業を興す

ことが有用であり、研究成果等を技術移転がし易い知的財産として適切に管理・

活用することが必要である。このため、地域における知財管理・活用の取組に対

する支援を充実すること。 
 

３ 中小企業の振興について 

（１）依然として厳しい状況にある中小企業・小規模事業者の金融情勢を踏まえ、政

府系金融機関の融資制度を中小企業・小規模事業者が利用しやすいよう充実する

など、中小企業・小規模事業者の資金繰りに支障を来さないよう対策を講じるこ

と。 
特に、経済情勢を踏まえたセーフティネット保証５号の認定要件や業種指定の

随時見直し、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付の取扱期間の延長、金融

機関に対する指導強化により、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・小規模事業者の振興を図るため、都道府県中小

企業支援センター等との連携などに十分配慮しながら、人材の育成、経営革新へ

の支援を充実すること。 
また、中小企業による地域資源を活用した新事業展開を支援する地域中小企業

応援ファンドを継続的に実施すること。 
 

（４）小規模事業者は地域における経済、雇用、コミュニティの維持に重要な役割を

果たしていることから、その振興策を充実させること。また、施策を実施するた

め必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じるに当たっては、地域の実情に

即し、都道府県の意見をしっかり反映させるとともに、都道府県が行う小規模事

業者支援策との整合を図るなど、地方と十分に連携を図ること。 
 
（５）「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく経

営発達支援計画の認定は経済産業大臣が行うとされているが、小規模事業者支援

事業は、直接的には都道府県の指導・監督のもとに実施されるものであることか

ら、国により認定申請事務手続き及び審査基準を速やかに確立したうえで、都道

府県知事が実施できるよう検討を進めること。 
   また、経営発達支援事業の実施に伴い新たに必要となる商工会・商工会議所で

の人員増などへの支援についても国において対応するなど、都道府県の実施する

経営改善普及事業の事務局体制が損なわれることのないように配慮すること。 
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（６）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。 
 
（７）活発化している火山活動や増加傾向にある短時間強雨などの災害に関して、今

後、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害等を受け、又は受け

るおそれがあるとして、各都道府県が国に要請した場合には指定基準を弾力化し

た趣旨に鑑み、「セーフティネット保証４号」を早期に発動すること。 
 

４ 雇用対策の推進について 

（１）地方が地域の実情に応じて、良質で安定した雇用を創出するためのプロジェク

トや多様な人づくりに積極的に取り組めるよう、自由度の高い新たな交付金の創

設など支援を充実させること。 
また、地域の雇用状況に応じた雇用対策を進めることができるよう地域への支

援施策を充実すること。 
 
（２）中小企業と若者の間における雇用のミスマッチ解消に向けた取組の推進など、

新卒者や既卒者に対する就職支援を充実すること。 
 
（３）若年者のためのワンストップサービスセンターの運営支援や地域若者サポート

ステーションを核としたニート等の若者への職業的自立支援、若者の早期離職を

防ぐための対策など、若年者雇用対策を充実すること。 
 
（４）中高年層の無業者やひとり親家庭等が経済的困窮に至らないようにするため、

親族支援も希薄となる中高年層に対する重点的な就労支援策ならびに就労訓練修

了者やひとり親の雇用・就労支援に積極的な企業に対する税制上の優遇措置、各

種助成金や就労支援制度の拡充等により、就労支援を強化すること。 
 
（５）労働移動支援型への政策転換に当たり、雇用調整助成金など雇用の維持・安定

政策の後退による失業者が生じないように措置するほか、十分な再就職支援策を

講ずるとともに、地域の雇用の場を確保する施策の充実を図ること。 
また、雇用制度改革等の検討に当たっては、未だ厳しい経営環境にある中小企

業が多く、就業者を取り巻く環境も厳しい状況にある地域の実情に十分配慮し、

雇用環境の改善を推進すること。 
 
（６）離職者向け職業訓練については、離職者や地域のニーズ、特に人手不足が生じ

ている職種に応じた弾力的運用を図ること。 
 
（７）非正規労働者の正規雇用化や処遇改善策の充実を図ること。 
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（８）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。 
 
（９）６５歳以上の高齢者の就業機会の確保や７０歳まで働ける企業の拡大のための

施策を充実するなど、意欲のある高年齢者が安心して働けるよう雇用・就業対策

を充実すること。 
 
（１０）企業の規模に関わらず障害者雇用が促進されるよう、障害者雇用納付金制度

の更なる拡充等（調整金、報奨金の基準緩和等）により、障害者の就労促進策の

充実・強化と地域のニーズに応じた雇用維持支援策の充実を図ること。 
また、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雇用納付金制度に基づく各種助成金制度の対象に追

加すること。 
 
（１１）都道府県が実施している技能検定制度や中小企業等の人材育成を支援する認

定職業訓練制度など、技能の振興や継承に対する施策が充実できるよう支援策の

拡大を図ること。 
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【消費生活関係】 
 

１ 適正表示対策の拡充について 

（１）「不当景品類及び不当表示防止法」の改正により、都道府県知事に委任された

事業者に対する法第９条第１項の報告の聴取及び立入検査等の権限については、

法第６条に規定する「措置命令を行うために必要があると認めるとき」だけでな

く、「都道府県知事が必要があると認めるとき」にも行使できるようにするなど、

調査権限の拡充を図ること。 
 
（２）「不当景品類及び不当表示防止法」第４条第１項第１号に定める優良誤認表示

では、平成２６年３月に食材の表示について「ガイドライン」が示されたところ

であるが、具体的事例も限られており、基準等が明確になったとは言い難いもの

である。全国的に統一した対応が必要であることから、優良誤認を招く食材の不

適切表示等については、今後も随時具体的事例を増やす等、「ガイドライン」を

充実すること。 
 

２ 消費生活相談体制の充実・強化について 

（１）消費者安全法に基づく消費生活相談体制の充実・強化に当たっては、都道府県

等の関係機関における取組が円滑に行われるよう、速やかに必要な情報を提供し、

詳細かつ丁寧な説明を行うこと。 
 
（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、地方消費者行政推進交付金の継続等引き続き国

が必要な財源措置を講ずるとともに、同交付金における使途の拡充や活用期間の

延長、支出限度額の撤廃等制度の改善を図ること。 
      また、地方消費者行政活性化基金から地方消費者行政推進交付金に移行した影

響を最小限にとどめるため、地方消費者行政活性化基金を柔軟に充当できるよう

対応すること。 
 

 
 
 
 
 

- 123 -



 

 

【国土交通関係】 

 

１ 地方創生を支える基盤の地域間格差是正について 

地方創生に向け、地方は自ら地域の実情に応じて創意工夫を凝らし、自主性・独

自性を持って取り組んでいるところであり、加えて国の取り組みが車の両輪となっ

て、地方創生から日本創成への道筋を確固たるものとすることが重要である。 
また、地方創生を支える道路・河川・砂防・港湾・公園等を始めとした社会資本

整備は、国民の生命・財産を守り、地域経済を活発化させ、地方に活力と魅力をも

たらすが、未だに高速道路のミッシングリンクなど社会インフラには地域間格差が

存在し、その解消には息の長い、腰を据えた対策が必要である。 
このため、地方創生の基盤ともなる多軸型国土の形成並びに人や産業の地方分散

に不可欠な基幹的公共インフラの地域間格差の早期是正を推進すること。 
さらに、地方創生の基盤となる社会資本整備予算総額の確保を図るとともに、以

下の項目についても地方創生の取り組みの視点を持って推進すること。 
 

２ 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・海岸等の防災・減災対策や住宅・建築物等の耐震化対策、加え

て発災後の迅速な復旧復興を支援する公園等防災拠点の整備を重点的、計画的に

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。 
 

３ 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。 
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４ 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。 
 

５ 高速道路の整備促進等について 

（１）全国１４，０００㎞の高規格幹線道路網の整備状況については、依然として大

きな地域間格差やミッシングリンク、都市圏の環状道路の整備の遅れ、暫定２車

線区間など車線数の不足による渋滞や事故の発生等の課題があり、我が国の成長

力・国際競争力を強化し、また災害に強い国土づくりを行うためにも、高速道路

が国全体のネットワークとして機能するよう、国の責任において早期整備を図る

こと。 
 

（２）高速道路の利用を促進し、利便性の向上や地域活性化等を図るため、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、環状道路の整備に併せ道路ネット

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等が実現できるよう、「高速道路を中心

とした『道路を賢く使う取組』の基本方針」に基づき、着実に検討を進めること。 
 

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

ついても、整備推進を図ること。なかでも、隣接する県庁所在地間が高規格幹線

道路で連結されてない地域や高規格幹線道路が欠落している地域については、大

規模災害の備えとしての観点から、また、大都市地域の環状道路等については、

国際競争力を強化する観点から、高規格幹線道路と同様に、スピード感を持って

整備を図ること。 
 

６ 港湾整備の推進等について 

（１）我が国の成長力・国際競争力を強化するため、国際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、地域の活性化に寄与するクルーズ船の受入環境整備等を推進すること。 
 

- 125 -



 

 

（２）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

耐震強化岸壁や津波防護効果を有する防波堤、広域的な経済・産業を支える石油

化学コンビナート等が立地する地区の海岸保全施設や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。 
 

７ 鉄道整備の推進について 

（１）活力ある社会の実現、地域間における交流・連携の強化を図るため、整備新幹

線については、国家プロジェクトとしての重要性を踏まえ、国と地方の負担のあ

り方など財源構成の枠組みの見直しを始め、地方の受益の程度を勘案した負担改

善策を継続して実施し、「整備新幹線の取扱いについて」（平成２７年１月１４

日 政府・与党申合せ。以下「政府・与党申合せ」という。）に基づき、早期完

成・開業を図ること。 
   また、並行在来線の維持・存続のため地方の実態とニーズを踏まえ、政府・与

党申合せに基づき、財源確保の方策も含め、幅広い観点から新たな仕組みを早急

に検討し、所要の対策を講じること。 
 
（２）災害時のバイパス機能やリダンダンシーの確保の観点も含めて、リニア中央新

幹線やフル規格による北陸新幹線の全線整備、青函共用走行問題の抜本的解決及

びフリーゲージトレイン（軌間可変電車）の実用化について、早期実現を図るこ

と。 

   加えて、基本計画路線についても、早期に整備計画路線へ格上げをするなど新

幹線の整備促進を図ること。 
 
（３）国土の均衡ある発展の観点から、都市間を結ぶ幹線鉄道の高速化、相互連携及

び安定輸送確保を図ること。 

また、都市鉄道等の整備を促進し、鉄道輸送の強化に努めるとともに安全性確

保・向上を図ること。 

 

８ 地域における交通の確保等について 

（１）地域におけるバス路線、鉄道路線の維持・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。 
 

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

地域の交通ネットワークを構築・維持するために必要な権限・財源の移譲を引き

続き進めること。 
 

（３）公共交通機関の利便性向上策として、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。 
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（４）内航フェリーは、広域的な物流や観光交流を支え、モーダルシフトの受け皿、

また、災害時の陸路に替わる輸送手段等としても期待されるなど重要な役割を果

たしているが、燃油の高騰や高速道路料金の見直しなどを起因として、引き続き

厳しい環境にあることから、航路の維持・確保に向けて支援策を講じること。 

 

９ 航空路線の維持・充実等について 

航空路線が全国各地の産業や経済及び住民の生活に果たしている役割、さらには

我が国経済全体に及ぼす影響の大きさにも十分配慮するとともに、東日本大震災後

の復興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。 

 

10 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２６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、風

評被害対策及び安全・安心に係る正確かつ迅速な情報の発信や、訪日短期滞在ビ

ザ免除対象国の拡充、訪日個人旅行の促進、国際会議等ＭＩＣＥの誘致、送客元

の多様化など、積極的な対策を実施すること。 
 
（３）急速に増加するアジアなどの外国人観光客の需要を確実に取り込むため、国際

的に質の高い観光地の形成に向けて、戦略策定、マーケティング、商品造成、プ

ロモーション等を一体的に実施する「日本版ＤＭＯ」の形成・支援、外国語併記

の観光案内標識の設置促進、無料公衆無線ＬＡＮの整備促進や規格の統一、災害

時の情報伝達など緊急時の対応、人材育成などの環境整備に取り組むこと。 
 

（４）観光業は地域経済を支える重要な産業で、その中核施設である旅館・ホテルは

災害時避難所としての機能も期待されていることから、耐震改修促進法の改正に

伴う建築物の耐震設計・改修に係る費用について、耐震対策の実施状況を踏まえ、

引き続き、助成制度の適用期限の延長や特別交付税措置の更なる拡充を行うとと

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。 
 

11 過疎地域等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
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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。 
 

12 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 

  住民が地域において安心して暮らすことができるよう、国と地方が一体となって社

会保障サービスを提供し、支えていることを踏まえ、それぞれの適切な役割分担の下

で、互いに協力し持続可能な社会保障制度を確立する必要がある。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、適切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、在宅医療の充実や介護

施設等の整備を含めた地域の医療・介護提供体制の着実な構築及び医療・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、市町村による地域支援事業の実施に当たっては、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運用のため、国民や事業者に対する丁寧な周

知啓発を行うとともに、地方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、保護費の国庫負担率（国４分の３）を含めた国と地

方の役割分担を最低限堅持する必要があるが、今般の制度改正中、被保護者を対

象とした事業の一部において、地方負担が４分の１を超えることになった。この

ため、早期に是正を図るとともに、扶助の適正化と自立の助長を一層促進するな

ど、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、生活保護制度と一体となって効果的に運用

されるべきものであることから、引き続き地方の意見を十分に反映するとともに、

実施状況を踏まえて国庫補助率の引上げを検討するなど、生活保護に至る前の段

階の全国一律のセーフティネットとして、真に実効ある制度とすること。 

 

（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
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た上で、「子供の貧困対策に関する大綱」を踏まえ、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

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。 

また、本来、国の役割である矯正施設退所予定者及び退所者等の社会復帰等を

支援する地域生活定着促進事業の国費の規模が縮減され、これまでと同程度の業

務内容の確保が困難な状況にある。少なくとも従前の業務の執行に支障を生ずる

ことなく、着実な施策の運営が確保されるよう国の責任において十分な財政措置

を講じること。 

 

（６）社会福祉法人制度改革については、社会福祉法人が本来の使命である社会福祉

事業を将来にわたって安定的に経営していくため、社会福祉法人の福祉サービス

に再投下可能な財産額の算定方法や社会福祉充実計画の作成・承認の手続等を定

めるガイドラインについて、所轄庁である地方自治体及び社会福祉法人の意見を

十分に踏まえて作成するとともに、過大な事務負担が生じないよう、十分な配慮

を行うこと。 
 
（７）自殺対策については、平成２６年度第１次補正予算において、若年層向け対策

や地域の特性に応じた対策等の充実・強化が必要であることから、地域自殺対策

強化交付金が創設されたが、平成２８年度以降の財政措置方針が不透明であるた

め、地域の取組や実情を把握した上で、基金の継続など総合的な支援策を講じる

こと。 
 
（８）地域医療構想の策定に際しては、将来における病床の必要量を推計するだけで

はなく、地域の実情に応じた課題抽出や構想の実現に向けた施策を住民も含め幅

広い関係者で検討し、合意を得る必要があるため、各医療機関の自主的な取組を

促すとともに、国民や関係機関の理解が得られるよう、必要な支援を講ずること。 
 
（９）地域医療介護総合確保基金等の医療・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。 
 

（１０）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。 
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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。 

 

（１１）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。 

 

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

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、平成３０年度からの新たな制

度の円滑な実施に向けて、詳細な行程表と検討課題を早急に提示し、地方と十分

に協議すること。また、将来にわたり持続可能な制度の確立と国民の保険料負担

の平準化に向けて、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入や国定率負担の引

上げ等様々な財政支援の方策を講じ、今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の

確立を図ること。 

なお、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。 

 

（１３）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。 

 

（１４）難病対策及び小児慢性特定疾病対策における、高額療養費の所得区分の取扱

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。 
 

（１５）健康長寿社会の実現に向けて、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

流布等、様々な人権にかかわる不当な差別その他の人権侵害事案に対応するため、早

急に、実効性のある人権救済制度の確立に努めること。 

 また、児童・高齢者・障害者等に対する虐待、子ども同士のいじめや女性への暴力

等を容認しない社会意識を形成するための教育・啓発の充実に努めるとともに、必要

な支援措置を講じること。  

さらに、外国人等を排斥し、差別を助長する趣旨の言動、いわゆるヘイトスピーチ
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が大きな社会問題となっている実情等を踏まえ、法による対応も含め、実効性のある

対策を講じるとともに、啓発活動の充実等、取組の強化を図ること。 
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【文教関係】  
 

１ 教育施策の推進について 

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

援教育の充実などの課題に対応するとともに、地方が全力で取り組んでいる地方

創生において、日本の将来を支える人材が健やかに育まれるよう、単なる財政的

観点から合理化を行うのではなく、中長期的な教職員定数改善計画を早期に策定

の上、教職員定数の改善を着実に実施すること。実施に当たっては、地域の実情

に応じた柔軟な学級編制と教職員配置が可能となるよう、所要の措置を講じるこ

と。 
特に、現在の教育現場は、いじめ・不登校、特別な支援が必要な子どもや外国

人児童生徒への対応、アクティブ・ラーニング等の新たな教育の推進、教育格差

など様々な課題が複雑化かつ困難化している状況にあることから、こうした課題

に対し、きめ細かな対応により組織的に取り組むことができるよう、教職員の加

配定数を拡充するとともに、必要な財源を確保すること。 

 
（２）高等学校等就学支援金制度については、低所得者に対する加算支給額、単位制

高校進学者に対する支給制限、支給月数の制限等の問題を解決するため、制度の

更なる拡充を図ること。 
高等学校等修学支援事業については、事務費も含め安定した財源の確保を図り

全額国庫負担により実施すること。特に低所得者層に対する奨学のための給付金

制度については、第１子と第２子以降の支給額の差を解消するための見直しを行

うこと。 
上記の２つの制度の運用に当たっては、生徒・保護者の利便性と関係機関の事

務手続き簡素化の観点から、所得制限の基準や受給資格審査、支給方法などにつ

いて適宜見直しを行うこと。 
また、高校生等の就学機会の確保のため、従来の高等学校授業料減免事業等支

援臨時特例交付金制度に準じる新たな支援制度を早急に創設すること。 
 

（３） 幼児教育の段階的無償化については、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、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、補助要件を満たす事業について

は、事業が実施できるよう、必要な予算を確保するとともに、補助対象の拡充や

補助率・補助単価の引上げなど、十分な財源措置を行うこと。特に、平成２７年

度までとなっている公立学校施設に対する耐震補強及び改築補助の嵩上げ特例措

置を継続するとともに、全国防災事業債その他の地方財政措置についても継続及

び充実を図ること。あわせて、私立学校施設に対する支援水準を公立並とすると
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ともに、平成２８年度までとなっている耐震改築事業費補助制度を延長すること。 
   また、耐震化以外の環境改善のための施設の改修についても、地方公共団体の

作成した施設整備計画に基づく事業が着実に実施できるよう、必要な予算を確保

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

いても、耐震化、バリアフリー化への対応などの長寿命化や機能向上につながる

施設の改修など、その整備・充実に必要な財政支援を行うこと。 
 
（５）政令指定都市以外の市町村における教職員の人事権と給与負担の在り方につい

ては、広域での人事交流の調整の仕組みにも配慮しつつ、地域の実情に応じて決

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

国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の開催経費及び選手派遣のための経費

について応分の負担を行うこと。 
 
（７）大学は、地域における「知の拠点」として、地域の将来を支える産業や人材の育

成に多大な貢献を果たしていることを踏まえ、以下の点に配慮した施策を行うこ

と。 

・多様な分野で地域に貢献している公立大学が、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。 

・自らの魅力向上や、地域課題の解決に積極的に取り組む大学を評価し、施設整

備・研究投資を拡大するとともに、大学の地方移転に係る経費の補助及びその

後の運営費交付金・補助金の増額などの予算措置を講じること。また、学生が

生まれ育った地域の将来を担えるよう、地方大学に入学又は地元企業に就職し

た学生に対して、授業料減免など一定のインセンティブを与える制度の検討や、

地域内における進学者や就職者の多い地方大学に対する運営費交付金・補助金

の増額などの優遇措置、さらに、地域内進学や就職を促す地方大学や地方自治

体の取組への支援制度を検討すること。 

・平成２７年度に創設された大学生等の地方定着の促進に向けた奨学金返還支援

制度の活用を図るため、基金造成に係る要件等を見直すとともに、地方公共団

体に過度な負担とならないよう、財政支援措置を充実すること。 

 

（８）いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ問題対策連絡協議会等の組織の設置、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。 
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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をはじめと

する国際的スポーツイベントについて 

（１）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ、ラグビーワ

ールドカップ２０１９、関西ワールドマスターズゲームズ２０２１など、わが国

で開催が予定されている国際的なスポーツイベントについては、観光振興、日本

文化の発信、地域活性化に貢献するとともに、大きな経済波及効果が期待される。

日本再興の起爆剤としてオールジャパンで盛り上げていくため、国内外における

気運醸成に取り組むとともに、大会開催による経済振興、国際交流、スポーツ・

文化振興、障害者の社会参加の促進といった様々な効果が、東日本大震災の被災

地域はもとより、日本全体にいきわたるよう配慮すること。 
 
（２）日本全体で国際的なスポーツイベントを成功に導くため、地方において、国際

大会で活躍できる選手の発掘や育成、国際的なスポーツ合宿の受け入れ等、創意

工夫ある取組を継続的に実施できるよう、ソフト・ハード両面における適切な財

政支援を行うこと。 
 
（３）２０２０年東京パラリンピックを契機として障害者スポーツの裾野拡大を図る

観点から、競技団体への助成やスポーツ施設のバリアフリー化などに必要な財政

支援を行うとともに、パラリンピック競技や障害者スポーツに関する積極的な広

報を推進すること。 
 
（４）２０１２年ロンドンオリンピック・パラリンピックにおいて、大規模な文化プ

ログラム「カルチュラル・オリンピアード」が英国全土で開催されたのと同様に、

２０２０年に向け、日本遺産をはじめ全国各地の地域固有の文化等が活発に発信

されるよう、様々な文化プログラムの取組への支援を行うとともに、多言語化対

応などの環境整備や人材育成、情報発信を支援すること。 
 
（５）海外選手等の国内での長期キャンプを可能にするため、国内在留資格を緩和す

るなどの対策を実施すること。 
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【環境関係】  
 

１ 地球温暖化対策の推進について 

国内における低炭素化社会への取組を加速させるため、２０２０年以降の温室効

果ガスの排出削減に向けた新たな目標値を踏まえた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。 
また、地球温暖化対策における地方公共団体が果たす役割を踏まえ、地球温暖化

対策のための石油石炭税の税率上乗せ分の一部を地方の税財源として確保するなど、

安定的かつ恒久的な地方税財源の充実・強化のための制度を速やかに構築すること。 
 

２ 自動車排出ガス対策等について 

（１）自動車からの環境負荷低減に関しては、低公害・低燃費車の普及を一層促進す

るとともに、電気自動車や燃料電池自動車等の次世代自動車の加速的普及を図る

ため、研究開発の推進、需要拡大、規制緩和、インフラ整備などについて、総合

的な支援策を講じること。 
特に、全国的な普及を図る観点から、充電及び水素供給インフラ整備に対する

補助制度を充実させるとともに、利便性の向上を図るため、高速道路におけるイ

ンフラ整備等の促進に努めること。 
   
（２）自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づく施策等総合的な自動車排出ガス対策を推進すると

ともに、光化学オキシダントやＰＭ２．５の原因物質の一つとされる自動車燃料

蒸発ガスの低減については、燃料供給施設側での蒸発ガス回収装置や車搭載型燃

料供給時蒸気回収装置（ＯＲＶＲ）の義務付けなども含め、対策の強化を早急に

検討すること。 
 

３ 大気環境保全対策の推進について 

（１）微小粒子状物質（ＰＭ２．５）については、中央環境審議会大気・騒音振動部 

会微小粒子状物質等専門委員会において、平成27年3月に微小粒子状物質の国内

における排出抑制策の在り方の中間とりまとめがなされ、国内における排出抑制

対策の着実な推進が必要とされたところである。 

全国の広い範囲で濃度上昇と注意喚起実施事例が発生しており、国民の健康へ

の不安の解消を図る必要があることから、以下の対策を早急に講じること。 
・多岐にわたる発生源の実態や生成メカニズム等の解明を行い、総合的かつ広域

的な対策を講じること。 
・大陸からの越境大気汚染に対しては、発生国において実効性のある対策が講じ

られるよう技術協力を強化すること。 
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・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。 
・健康不安解消のため、国民に対し広く情報が行き渡るよう情報発信を適切に行

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

示唆されていることから、原因解明のための調査研究を更に進めるとともに、国

際的対応も視野に入れた対策を早急に講じること。 
 

４ 生物多様性保全対策等の推進について 

生物多様性の保全及び持続可能な利用については、生物多様性条約第１０回締約

国会議（ＣＯＰ１０）において採択された「愛知目標」の達成に向け、「生物多様

性国家戦略２０１２－２０２０」の見直しを行う際には、施策の充実を図り、かつ、

地方公共団体等と連携・協働して取り組み、各地域で総合的な対策が推進できるよ

う必要な支援を盛り込むこと。 
特に、生物多様性の危機が続く中で、施策立案の基礎となる科学的基盤の強化を

図るとともに、希少な野生動植物の保護と外来種による被害防止に関する対策を進

めること。 
また、多様な主体による取組が積極的になされるよう、効果的な広報・啓発活動

を行うこと。 
 

５ 鳥獣保護管理対策の推進について 

野生鳥獣による農林水産業被害が全国的に拡大し、高山植物の食害等の自然生態

系への影響も懸念される中、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」に基づき都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実効性を確保すると

ともに、鳥獣管理の一層の促進や担い手の育成を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事

業交付金の予算総額を確保し、特別交付税措置を引き続き講じること。 
 

６ 総合的な廃棄物･リサイクル対策の推進について 

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

及び市町村等が役割分担の下、取り組んできているが、特に大きな役割を果たし

ている地方公共団体に対する支援を強化するなど、諸施策の充実を図ること。  
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（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廃棄物の処理事業については、地元の理解と協力の下に成

り立っていることを踏まえ、国の処理基本計画に定めるＪＥＳＣＯの各事業所の

処理期間において、地元自治体の負担に配慮し、一日も早く完了できるよう、処

理基本計画の変更に伴う運搬費用及び処理費用の増加に対する負担軽減措置や都

道府県等が行う未届者の掘り起こし調査に対する財政措置を講じること。 

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とともに、期限内の処理を確実に行うため、処理費用

等に対する助成制度を創設すること。 

さらに、使用中のＰＣＢ含有電気機器の使用廃止期限の明確化等について、国

において早急に検討を行うこと。 

 
（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、都道府県等は国・産業

界が出えんする産業廃棄物適正処理推進基金からの支援により支障除去等事業を

実施しているが、現行制度は平成２７年度までとされている。 
近年の行政機関および事業者等の取組により、産業廃棄物の不法投棄等の不適

正処理案件の新規発生は減少傾向にあるが、依然として都道府県等が支障除去に

おいて多額の費用と労力を負担している現状にある。このため、平成２８年度以

降の支障除去等に関する支援スキームの策定にあたっては、現行制度の改善も含

め都道府県の意見が反映された恒久的な制度を構築するとともに、必要額を確保

すること。 
また、産業廃棄物や特定家庭用機器等の不法投棄の防止対策など不適正処理対

策の推進のため、排出者責任の徹底や費用徴収方法などについて見直しを図るこ

と。 
 

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

を推進するよう、現行各種リサイクル法が適用されない製品についても、リサイ

クルシステムを早急に構築するとともに、必要に応じて各種製品に見合った処理

費用の前払い方式やデポジット制度を導入し、広く国民に対して、「リデュース・

リユース・リサイクル」の普及について取り組むこと。 
 

７ 海洋ごみ対策の推進について 

海洋ごみ対策は、国際的な対応を含め、国が責任を持って取り組むべき問題であ

り、平成２６年度補正予算において海岸漂着物等に加え漂流・海底ごみの回収・処

理等への支援制度が創設されたが、一部地方負担が生じていること等から、十分な

予算を確保するとともに恒久的な財政支援制度に改善すること。 
また、地域的な対策を地方公共団体が行う場合にあっても､海洋ごみの回収・処分

等の各段階における都道府県と市町村の役割分担を明確にし、地方公共団体に混乱

が生じないように対応策を講じること。 
 
   

- 138 -



 

 

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、電力の安全で安定的な供給を大前提とし

て、電力ユーザーの利益に最大限配慮しながら着実に実行すること。 
また、エネルギー政策の推進に当たっては、地方の意見を十分に踏まえるとと

もに、国民の理解と合意を得られるよう最大限の努力を払うこと。 
   
（２）電源立地対策の推進 

電源地域の恒久的、広域的、自立的な振興や安全確保を図るため、各省庁が一

体となって生活環境や産業基盤の整備、安全対策等を推進すること。 
電源三法等による交付金制度や特例措置については、関係地方公共団体の自主

的、弾力的な活用が可能となるよう制度の改善・拡充を図ること。 
特に、原子力発電所の運転終了後の廃炉プロセス完了までの財源や長期停止等

に伴う経済停滞に対する財源を確保すること。 
 
（３）再生可能エネルギーの導入拡大 

太陽光や風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギーは地球温暖化対策に

加え、エネルギー自給率向上の観点からも重要であることから、国民、事業者、

地方公共団体等と緊密に連携しながら、「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、多くの地域で系統接続量が限界に達しつつあるため、新たな再生可能エ

ネルギー発電所設置の障害となっている現状を重く受け止め速やかな系統連系対

策の強化や接続可能量の更なる拡大等を推進すること。 
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。 
 

（４）再生可能エネルギー等の地産地消の確立 
新たなエネルギー政策の具体的な推進に当たっては、真の地域からの成長戦略

の展開に向けて、全国各地域への波及効果の高い仕組みづくりに取り組むことと

し、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等の地産地消」の確立を目指し、地域
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の事業者等が安心して再生可能エネルギー等の事業に投資することができる環境

を整えるため、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

極的支援等の措置を講じること。 
 

（５）水素エネルギー普及・導入拡大の加速化 
   「エネルギー基本計画」において、将来の二次エネルギーの中心的役割を担う

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・

実証研究や規制緩和、インフラの整備等を戦略的に進めること。 
 
（６）海洋エネルギー開発の推進 

新たなエネルギー資源として注目されるメタンハイドレートに関しては、日本

海沖や太平洋沖での調査や採取技術の開発を推進するなど、日本周辺海域におけ

る海洋エネルギー資源の実用化に向けた取組を一層加速化させること。併せて、

資源開発が行われる地元に経済的メリットが還元される仕組みづくりを検討する

とともに、地元の技術・人材の活用を促進すること。 
また、海洋再生可能エネルギーの利用促進に向け、海洋再生可能エネルギー実

証フィールドの整備等への財源措置を講じること。 
 
（７）エネルギーに係る多様なインフラ整備 

災害リスクに備えた強靱な国土形成を進めるため、地域間連系線等の広域的な

電力系統の強化、天然ガスの広域的なパイプライン網の整備、天然ガスの国家備

蓄対象化、石油製品の国家備蓄分散化、輸入ＬＮＧ気化ガス貯蔵での枯渇ガス田

の利用等、エネルギーに係る多様なインフラ整備について、法制度の整備を含め、

国として主導的な役割を果たし、積極的に取り組むこと。 
 

２ 電力需給対策等の推進について 

（１）電力供給力の確保  
   国民生活の安定向上や経済活動の維持・発展に必要な電力を安定的に確保する

ため、発電設備の新設、復旧等、電力供給力の十分な確保に向けた対策を講じる

こと。 
   加えてＬＮＧの安価な調達、シェールガス輸入の早期実現等により、環境にも

配慮した電力の低廉な供給を確保すること。 
 
（２）実効性のある節電対策の実施 
   節電に対する国民及び事業者の最大限の理解と協力を得るため、地方公共団体

と緊密な連携のもと、積極的な啓発活動を行うとともに、節電による国民生活や

経済活動への影響に十分配慮し、ネガワット取引、時間帯別料金制等の節電に向

けたインセンティブとなる電気料金制度の見直し等、引き続き実効性のある節電

対策を講じること。 
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（３）省エネルギー対策の推進 
   エネルギーの効率的な利用が重要な課題であることを踏まえ、省エネルギー機

器やエネルギー・マネジメント・システム、コージェネレーション・システムの

導入、省エネ性能に優れた建築物の新設や既存建築物の省エネ改修等に対する支

援を継続・強化すること。 
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【災害対策・国民保護関係】 
 

１ 大規模・広域・複合災害対策の推進について 
 

現在の災害対策法体系について、大規模・広域・複合災害（原子力複合災害等を含

む）を想定した国と地方の役割のあり方、緊急時対応から復旧復興に至る事務や権限

及び財政負担等の役割分担を含めた見直しを行うこと。 

見直しに当たっては、国、都道府県、市町村、民間企業、医療・福祉関係機関、

ＮＰＯなど、全ての主体が総力を挙げて対応できる法体系・仕組みとし、特に以下

の事項について、実効性のある施策を講ずること。 

 

（１）緊急時対応における役割分担のあり方 

地方や民間等の主体的な活動を原則としつつ、それで対応できない部分は国の責

任で対応すべきことを明確化すること。 

 

（２）包括的な適用除外措置の創設 

既存の法律や政省令等による規制や制約により、各主体の緊急時対応が阻害され

ないよう、包括的な適用除外措置を創設すること。 

 

（３）国の財政支援に係る事務手続きの簡素化等 

   大規模・広域・複合災害（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

限等の撤廃及び包括的な財政支援制度の設立など、必要な見直しを行うこと。 

 

（４）緊急時対応体制の構築 

国の指揮命令系統を明確化し、対応調整権限や予算措置権も含めて、専属組織

の創設等、国として一元的に緊急時対応を行える体制を構築すること。 

 

（５）広域応援・受援体制の構築 

地方自治体の行政機能喪失を想定した水平補完を基本とする支援、支援物資の

調達・輸送・配分、広域避難者の受入及び情報収集・共有などの広域応援・受援

体制については、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、行政版ＤＭＡＴ(被災経験自治体による支援チーム)、ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ(緊急災害対策派遣隊)、ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム)、ＤＰＡＴ

（災害派遣精神医療チーム）、災害派遣福祉チーム及び災害派遣公衆衛生チーム

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、最近の大雪災害による教訓を踏まえ、普段降雪の少ない地域で大雪と

なった場合の広域応援体制や費用負担等の仕組みづくり、除雪機の輸送方法の研

究と必要な訓練等を検討すること。 
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（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を制度化すること。

また、迅速かつ効果的な援助を行うため、期間や資金使途などの制約の撤廃等、

自治体の自主的・弾力的な運用が可能となるよう、救助範囲を含めて見直しを行

うとともに、必要な経費について、確実な財源措置を行うこと。 

 

（７）巨大地震対策及び津波対策の加速化と抜本的な強化 

南海トラフ地震及び首都直下地震の特別措置法等に基づき、巨大地震対策及び

津波対策の加速化と抜本的な強化並びに被災後の柔軟かつ早期の復旧・復興が図

られるよう、大規模地震防災・減災対策大綱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、国の応急対策活動の具体計画を踏まえた、防災拠

点の整備及び機能向上に係る予算措置をするなど、地方自治体の応急対策に係る

財政支援措置を整備充実すること。 

また、特に被災リスクの高い地域において、緊急性の高い対策に重点化し、短

期集中的に推進できるよう、既存交付金の充実や、新たな制度を創設すること。 

 

（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、木造住宅密集

地域の改善、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
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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）災害に関する調査研究等の推進 

地震津波、風水害や土砂災害等の予測精度の向上等を図る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

の強化を行い、津波履歴調査並びに日本海側プレート境界及び海底・内陸部の活

断層（未確認断層を含む）の実態など、これまでに十分な知見が得られていない

地域の地震等に関する調査研究を推進し、調査結果を早期に公表すること。なお、

調査研究にあたっては、従来の理学的分野に留まらず、人文社会科学的な視点も

含め、文理連携型の体制の構築を推進すること。 

 

（３）火山防災対策の充実・強化 

戦後最悪の火山災害となった御嶽山噴火を踏まえて、火山の観測や情報連絡体制、

火山研究に関する人材育成等の一層の充実・強化を図るとともに、火山噴火の予測

精度の向上等を図る取り組みを推進すること。また、火山噴火シナリオ、ハザード

マップや避難計画の作成主体を法又は基本方針に位置づけるとともに、財政支援

を講じること。併せて、シェルター等の避難施設について、設置主体及び費用負担

を含めた整備のあり方や、登山者等へ効果的な情報伝達についても速やかに検討す

ること。 

 

（４）特別警報等の発表方法等の見直し 

的確な避難誘導等の判断材料になり得る、また住民の身を守る行動を促す特別

警報・土砂災害警戒情報等となるよう、予測精度の向上やきめ細かな予測情報の

提供に取り組むとともに、災害対応地域が明確となるよう発表範囲を細分化する

など、局地的な災害に対応できる見直しを含む検討を行うこと。 

 

（５）公共インフラの代替・補完体制の構築、適切な維持・更新 

大規模・広域・複合災害（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

リンクの解消など、リダンダンシー確保に必要な国土軸の構築のため、公共イン

フラの整備を早急に進めること。 

併せて、社会資本ストック推計による純資本ストックが減少し続け、過小投資

状態にあることを踏まえ、公共インフラの維持・更新について、必要な予算の確

保等を含めた対策を講じること。 

 

（６）孤立集落対策 

土砂災害等により孤立する可能性のある集落における住民の救助、避難のため

の臨時ヘリポートの整備や物資の備蓄など、孤立集落対策を行うこと。 

 

（７）財源の確保 

国土強靱化に資する防災・減災対策を着実に推進するため、十分な予算を安定

的・継続的に確保するとともに、地方においても計画的に対策に取り組めるよう
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新たな交付金の創設や緊急防災・減災事業債の恒久化など起債制度の拡充を含め

確実な財源措置等を行うなど、地域の実情に応じた柔軟な対応を図ること。 

また、平成２８年３月３１日に期限が切れる「地震防災対策特別措置法」第４

条の適用期間を延長すること。 

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。 

 

（８）地方自治体における防災体制の強化 

大規模災害時に、地方自治体が防災関係機関と連携し迅速な初動対応ができる

よう、災害派遣経験のある即戦力として、防災スペシャリストを採用・配置する

場合、地方交付税などによる財政支援を行うこと。 

 

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

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、生命、財産、地域産業など住民の日々の暮らしを守る観点から、被災前の円

滑な高台移転や区分所有物件の修理・再建等、地域の実情に応じた事前復興が可

能となるよう法整備や制度設計を行うこと。 
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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正な審査を

行うとともに、原子力規制の取組状況や安全性について、国民に対し自ら主体的

に説明責任を果たすこと。 

 

（２）原子力防災対策の推進 

ア 原子力災害対策指針については、複合災害時における対策など住民の具体的な

防護対策等が、未だ不明確であり、最新の知見や国内外の状況等を踏まえ、今後

も継続的に改定していくとともに、定期的な意見交換の機会を設ける等により関

係自治体等の意見を適切に反映していくこと。また、ＵＰＺ外においても必要に

応じ防護対策を実施することから、対策の具体的実施方法を明らかにするととも

に、実用発電用原子炉以外の原子力施設に係る緊急事態区分及び原子力災害対策

重点区域の範囲など未策定の事項について、速やかに指針を策定すること。加え

て、これらに係る所要の財源措置を行うこと。さらに、防災対策における地方自

治体の役割の重要性に鑑み、地方自治体と国、事業者等との緊密な連携協力体制

について、法的な位置付けも含め早急に検討すること。 

イ 実効性のある防護対策のために、緊急時モニタリングの実測値だけでなく、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情報

も活用し、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

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
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的な防災体制の整備について、国が主体的に取り組むとともに、事業者に対し関

係地方自治体と積極的に取り組むように指導すること。 

併せて、都道府県域を超えるような広域的なＵＰＺ圏内外の原子力防災訓練に

ついて、国が先頭に立ち、事業者、関係自治体及び住民と連携しつつ、実践的に

実施すること。 

カ 重大事故が起こった場合に備え、自衛隊などの実動組織の支援、指揮命令系統

や必要な資材の整備等について、国の体制を明確にすること。 

キ 地方自治体が地域の特性を踏まえて必要であると判断し、実施する防災対策に

要する経費について、原子力災害対策重点区域外での対策に要する経費や職員の

人件費も含め、確実に財源措置を行うこと。 

 

５ 国民保護の推進について 
 

武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護し、国民生

活、国民経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、国は、原子力発電所を含

む重要生活関連等施設への武力攻撃事態等や複数の都道府県に影響が及ぶような大

規模な武力攻撃事態等を想定した対処マニュアル等を策定すること。併せて、生活

関連等施設については、施設の性質、規模等が様々であり、施設数も多いことから

重要施設に限定するなどの政令の基準の見直しを行うなど国民保護に関する業務が

的確に実施できるよう努めること。 

また、国民保護において必要となる物資及び資機材の備蓄整備並びに国民保護に

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

一層の啓発に努めること。 
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【地域情報化関係】 
 

１ マイナンバー制度について  

（１）マイナンバー制度については、国民の認知や理解が深まらなければ、「通知カ

ード」の取扱いや「個人番号カード」の取得等において混乱が生じ、普及、定着

が阻害されるおそれがあることから、国民が適切にマイナンバーを取り扱えるよ

う、制度の概要、メリット、安全性や信頼性等に加え、「個人番号カード」の取

得等に必要となる手続きや注意すべき事項等についても、導入スケジュールと併

せて早急に周知・広報を強化すること。 
その際には、若者から高齢者までの各階層、外国人及び情報弱者に対して、様々

な媒体を活用して、効果的かつきめ細やかな周知・広報を行うこと。 
また、居所に住民票を移すことのできない事情にも十分配慮すること。 

 
（２）マイナンバー制度には、プライバシー保護の観点からの懸念が示されているこ

とから、情報漏洩や不正利用に係る国民の不安を払拭できるよう、制度の安全性

や信頼性を、国民に丁寧かつ十分に説明する等により、信頼される社会基盤とし

て制度を確立すること。 

特に特定個人情報保護方策について、社会情勢、国民の意識、技術動向等諸環

境の変化を踏まえ、情報漏洩や目的外利用などの危険性について不断の検証を重

ねた上で、随時追加・見直しを行うこと。 
 

（３）マイナンバー制度に係るセキュリティ対策については、技術的・物理的・人的

対策の観点から、再度、総点検し、国民の信頼が得られる安全対策を示すこと。 

      また、事前に、情報漏洩が発生した場合の対応として、被害の拡大防止対策を

講じておくこと。 

なお、地方公共団体が実施するセキュリティ対策に必要な経費について財政措

置を講じるほか、民間事業者においても、十分なセキュリティ対策が確実に講じ

られるよう、国の責任において対応すること。                  

 

（４）マイナンバー制度においては、行政機関をかたった不正な勧誘、マイナンバー

に関連した悪質商法や、マイナンバーや個人情報を騙し取るフィッシング詐欺等

が発生するおそれがあるため、内閣官房や消費者庁等が主体となって様々な注意

喚起及び情報提供を行うとともに、監視体制を確保し、詐欺や悪質行為の被害を

未然に防止するため万全を期すこと。 
 
（５）マイナンバー制度の円滑な導入には、全ての地方公共団体と民間事業者におい

て、制度の理解、システム改修や体制の整備が必要となることから、準備状況を

勘案し、所管省庁が参加した説明会や研修会の開催及びマニュアルの作成を行う

こと。 
   特に中小企業・小規模事業者においても、マイナンバー制度への対応が確実に

行えるよう国の責任において必要な支援を行うこと。 
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なお、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、地方公共団

体や民間事業者が主催する説明会や研修会についても、講師を無償で派遣するこ

と。  
 

（６）マイナンバー制度に関して、地方側で対応が必要となる作業等についての情報

は、内閣官房や総務省等において一元的な情報提供に努め、地方の作業に遅れが

生じないよう適切な時期に行うこと。 

また、地方との協議が必要な場合及び地方から協議の求めがある場合には、「マ

イナンバー制度に関する国と地方公共団体の推進連絡協議会」等の場において、

地方の意見を十分に聴いた上で、反映させること。 

 

（７）マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、システム及びネッ

トワークの構築・改修や維持管理に要する経費については原則として国が負担し、

地方に新たな経費負担が生じることのないようにすること。 

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る場合には、

その原因を分析し、地方側に示すとともに、不足分について必要な財政措置を講

じるほか、今後、地方公共団体が行う各種連携テストの実施に必要な経費につい

て必要な財政措置を講じること。 

 

（８）マイナンバー制度の普及、浸透を図るため、セキュリティや費用対効果等につ

いて十分に検証した上で、「個人番号カード」に健康保険証等の機能を追加し、

「マイナポータル」で提供する情報を充実させるほか、民間事業者まで拡大され

る公的個人認証サービスの署名検証者の増加を図り、手軽で利便性の高いものに

すること。 
特に、「個人番号カード」の普及を図るため、発行手数料については引続き国

が負担すること。 
 

（９）法施行後３年を目途として検討されるマイナンバーの利用範囲の拡大について

は、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や

民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ

聖域を設けることなく検討を進めること。 

また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。 

 

２ 自治体クラウドの推進について 

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

ィや、システムの共同利用等に対する不安を払拭するため、導入によるメリット

や、導入の手順について国民及び地方公共団体に分かりやすく示すこと。 

また、各地方公共団体における業務の標準化や、導入の障害となるベンダーロ

ックインの排除に向けた必要な支援を実施すること。 
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（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月で完了したが、電波利用料財源

を活用するなどにより、恒久的対策を実施した施設等の維持管理費等に係る対象

世帯及び地方公共団体の負担の軽減を図ること。 
 

４ 地域情報化の推進について  

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

等の条件不利地域において情報格差が生じることがないよう、光ファイバ網を始

めとする超高速ブロードバンドなど情報通信基盤の整備及び電子自治体の推進に

不可欠な地域公共ネットワークの整備を推進するため、必要な支援策を講じると

ともに、整備後の安定的な運用を確保するため、維持管理及び再整備に対する支

援策を講じること。 

 

（２）携帯電話不感地帯解消に向け、市町村等の整備要望に対応できるよう「携帯電

話等エリア整備事業」の予算を十分に確保するとともに、通信事業者の設備投資

を促進するため、施設の整備及び維持管理に係る負担の軽減策を講じること。 

 

（３）情報通信審議会の答申を踏まえ、ユニバーサルサービス制度を時代に合わせて

見直し、光ファイバなどのブロードバンド基盤や携帯電話基地局等の整備・維持

管理を対象とすること。 

 

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

援を継続するとともに、災害時に情報収集手段を確保するための支援策を講じる

こと。 
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（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）「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（平

成 27 年 3 月版）」や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政

機関等・地方公共団体等編）」に準拠した情報セキュリティポリシーを実施する

にあたっては、ベンダーの協力が不可欠であるため、ベンダーから積極的な協力

が得られるように、ベンダーに対する協力依頼や働きかけ等を行うこと。 

 

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

どについて、引き続ききめ細やかな周知・情報提供の充実に努めるとともに、地

方公共団体が行うサイバー攻撃にかかる技術的・物理的・人的対策並びに訓練・

実証事業に要する経費に対し、財政上の支援措置を講じること。 

 

６ インターネットを介した青少年犯罪被害等への対策について 

スマートフォン等の普及に伴い、青少年がコミュニティサイトの掲示板機能等を

介して犯罪被害等に遭うケースが後を絶たないことから、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。 
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【地方公会計・地域国際化・基地・領土・拉致等関係】 
 

１ 統一的な基準による地方公会計の整備及び公営企業会

計の適用の推進について  
地方公会計については、本年１月総務大臣名の「統一的な基準による地方公会計

の整備促進について」の通知により、統一的な基準による財務書類等を原則として

平成２７年度から平成２９年度までの３年間で全ての地方公共団体で作成し、活用

を図るよう、要請があったところである。その導入に当たっては、地方公共団体の

負担軽減を図るため、技術的な支援及び財政支援の拡充や標準的なソフトウェアの

機能仕様の早期開示等必要な措置を確実に講じるとともに、そのソフトウェアの内

容によっては、地方公共団体の大幅なシステム改修が必要となることから、地方公

共団体の実態を踏まえた十分な準備期間を確保すること。併せて、会計制度改革に

先行して取り組んでいる地方公共団体が、これとは別に、従前と同様の財務書類等

を作成・公表することについては、その創意と工夫を制約することのないよう、十

分配慮すること。 
さらに、地方公共団体における決算審議をより一層充実させるため、「地方自治

法」など関係法令により定められている決算調書の様式緩和を行うこと。 
また、公営企業会計についても、本年１月総務大臣名の「公営企業会計の適用の

推進について」の通知により、下水道事業等において平成２７年度から平成３１年

度の５年間で、地方公営企業法の全部又は一部（財務規定等）を適用し、公営企業

会計に移行するよう、要請があったところである。その移行に当たっては、地方公

共団体の負担を軽減するため、技術的な支援等必要な措置を確実に講じるとともに、

財政支援措置の拡充を図ること。 
 

２ 地域国際化の推進について 

（１）国際化の進展に伴う多文化共生社会の形成に向けて、帰国・外国人、外国にル

ーツを持つ児童生徒の教育、日本語及び母語の学習支援体制、雇用対策、保険・

年金・医療、災害対応等の諸課題を解消する措置を早急に講じること。 
とりわけ、医療や災害対応については、生命や健康にかかわる問題であること

から、地方公共団体での取組を踏まえ、国籍等にかかわらず外国人がどの地域で

も利用でき、医療機関も活用しやすい医療通訳制度を導入するとともに、多言語・

やさしい日本語による災害関連情報の提供支援を行うこと。 
 
（２）地方公共団体が実施する国際交流・国際協力事業に対し、情報提供や要員養成

及び海外技術研修員受入れに係る支援（入国事前審査及び査証発給事務の簡素

化・迅速化）を推進拡充すること。 
 

（３）在外被爆者に対する援護に関し、居住国における健康診断や医療に係る助成に

ついて、居住国における実情等を踏まえて引き続き検討を行い、必要な改善を行
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うこと。 
 

（４）地方警察官の増員を図るなど、来日外国人の不法滞在・不法就労等に対する取

締りを強化するとともに、犯罪を犯した外国人に対する「犯罪人引渡条約」や「刑

事共助条約（協定）」の締結相手国の拡大を図ること。 
 

（５）国際定期便・チャーター便の就航、国際ビジネス機の飛来及び外航クルーズ船

の寄港など地域国際化の基盤整備の一環として、空港・港湾のＣＩＱ（税関・出

入国管理・検疫等）体制の更なる整備・充実を図ること。 
 

３ 基地対策の推進について 

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

いて国有財産の無償譲渡や無償貸付けなどの積極的な支援措置を講じること。 
 

（２）日米地位協定の抜本的な見直しを行うこと。 
      基地周辺及び演習に際しての住民の安全確保・環境保全対策を推進するととも

に、基地周辺の生活環境の整備事業を拡充すること。 
     特に、航空機の整備点検、パイロット等の安全教育の徹底、住宅地域及び工場

地帯上空での飛行制限並びに夜間離着陸訓練の中止等、徹底した安全対策を講じ

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

の生命、健康に重大な影響を与える可能性があることから、基地の管理、運用に

当たっては、環境法令等国内法が遵守されるよう見直すこと。 
     また、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、付随する

文書を含め、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。 
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とりわけ米軍人等の事件・事故防止対策などについて協議するために、日米合

同委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者が参加する「地域特別委員会」

を設置すること。 
 

（６）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約束されたものの、未だ北朝鮮側から

の報告はない。政府においては、北朝鮮に対し調査の確実かつ迅速な実施及び調査

結果の早期報告を求めるとともに、関係諸国や国際関係機関等と連携・協調を図り

ながら、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明者の早期帰国等の実現

を図ること。 
交渉に当たっては、「対話と圧力」、「行動対行動」の原則に基づき、北朝鮮の

不誠実な対応が続く場合は、制裁強化等も視野に入れ、毅然とした姿勢で交渉する

こと。 
また、行方不明者の情報等を逐次提供するなど、地元自治体との連携を密にとる

こと。 
さらに、北朝鮮に不測の事態が発生した場合の備えや、拉致被害者等の安全の確

保にあらゆる手立てを尽くすとともに、拉致の可能性を排除できない方々について

徹底した調査・事実確認を行い、拉致の事実が確認され次第、被害者として認定す

ること。 
 

６ 座礁放置された外国船舶の処理等について  

座礁放置された外国船舶の処理等については、漁業被害対策や沿岸住民の安全確

保、景観保持等の観点から、地元自治体が船体の撤去等を行っている状況にあるた

め、国の責任として処理する制度を確立すること。 
また、日本近海を航行する船舶について、ＰＩ保険に加入するよう近隣諸国に要

請するとともに、ＰＩ保険が機能しなかった場合も想定した対応策を講じること。 
なお、制度確立までの間に地方公共団体が座礁船等の撤去等を行う場合には、撤

去等に多額の費用を要するため、ＰＩ保険会社等により補填されない差額部分につ

いて、国による費用負担の支援充実を図ること。 
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【道州制関係】  
 

道州制については、自由民主党において基本法案の検討が引き続き行われている。 
全国知事会では、これまで、平成２５年１月に「道州制に関する基本的考え方」

を、平成２５年７月に「道州制の基本法案について」をとりまとめ、その検討に当

たっては我々の考えを十分踏まえるよう求めてきた。 
現在、我が国は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

のでなければならず、格差是正の仕組みを明確に示さなければならない。 
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① 道州が財政的に自立し、国民生活のナショナル・ミニマムを維持可能な税財政

制度の方向性を示すこと 
② 道州間や道州内の基礎自治体間の財政力格差が生じないような財政調整のあり

方を示すこと 
 

２ 基本法案において方向性を示した上で、更に具体的な議論を

行うべき事項について 

我が国の閉塞状況を打破するために、地方の活力を伸ばし、地域間格差をなくす

ための統治機構のあり方について、全国知事会としても十分に議論をする必要性を

感じているところである。 
基本法案が、制度改革の根幹部分を曖昧にしたものではなく、真に地方分権改革

を進めるためのものとなるよう、以下の点を重要課題として提起する。  
 

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

て十分に議論すべきである。 
① 道州の自治立法権、国会が引き続き担う立法権限の範囲及びその相互関係の見

直しの方向性 
② 国会議員の削減数と国会の二院制の見直しの方向性 
③ 直接公選制と考えられる道州の首長と国における現行の議院内閣制の関係 

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

十分に議論すべきである。 
① 道州制における基礎自治体の規模や権能の強化方針とその具体的な手法 
② （仮に現行の市町村のままであるなら、）基礎自治体として十分な権能を発揮

するための方策 
③ 政令指定都市等の大都市と道州との関係 
④ 道州制における住民自治の強化方策 

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

である。 
① 現在、国・地方の歳出約１８２兆円に対し、税収は約９２兆円（国約５５兆円、

地方約３７兆円）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８３７兆円、地方は約１９９兆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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