
H28.4.7
政策企画課

項　　目 概　　要 担当課

1
こうちふるさと寄附金の取り組
み

　高知県出身者や高知県に縁のある方など
をはじめ、新規寄附者の開拓を行うととも
に、これまでの寄附者との繋がりを継続す
る。

政策企画課

2
政府への政策提言活動及び
フォローアップ

　国の政策や平成29年度政府予算へ本県
の政策提言を反映するため、政策提言活動
を行うとともに、情報収集やフォローアップを
行う。

政策企画課

3
国の重要政策に関する情報
収集

　経済財政諮問会議、日本経済再生本部、
一億総活躍、まち・ひと・しごと創生本部、ＴＰ
Ｐ政府対策本部などの情報収集を行い、本
県の政策調整等に活用する。

政策企画課

4 地方分権改革の動向把握
　国の動向に関して情報収集し、本県の実
情を踏まえた提案・要望につなげる。

政策企画課

平成28年度　東京事務所へのミッションテーマの設定

　
総
務
部

部局名

5
2020年東京オリンピック・パラ
リンピック関連の情報収集

　本県からの提案が実現するよう、国や関係
団体や各都道府県の動向等について情報
収集やフォローアップを行う。

政策企画課

　地方税・地方交付税等に関する改革の動
向に関する情報を収集し、高知県の実情を
踏まえた提案・要望を行う。

財政課

　地方税、地方交付税等に関する改革の動
向や、地財対策、地方創生等に関する情報
を収集し、高知県の実情を踏まえた提案・要
望を行う。

市町村振興課

　地方税・地方交付税等に関する改革の動
向に関する情報を収集し、高知県の実情を
踏まえた提案・要望を行う。

税務課

7
地方創生・人口減少対策のた
めの財源確保

　地方創生関係予算（地方創生推進交付金
等）の動向に関する情報を収集し、迅速に提
供を行う。

財政課

8 地方自治制度改革への対応

　政府の動き、総務省の情報など地方制度
に関する情報を収集し、これからの自治体
のあり方や権限移譲等の論議に活かしてい
く。

市町村振興課

6 地方税財政改革への対応
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項　　目 概　　要 担当課部局名

9 マイナンバー制度への対応
　各省庁の情報や他団体の取組などに関す
る情報を収集し、本県での円滑な制度の導
入に活かしていく。

市町村振興課

10 地方創生の取組への対応
　各省庁の情報や他団体の取組などに関す
る情報を収集し、本県での取組に活かして
いく。

市町村振興課

11 選挙制度改革への対応
　国会の動き、総務省の情報など選挙制度
改革に関する情報を収集し、本県の選挙執
行管理の準備等に活かしていく。

市町村振興課

1
全庁的な危機管理体制の構
築

・危機事象や防災対策、原発問題等に関す
る国の動向について情報収集を行う。

・知事が委員を務める大規模災害情報の検
討会について内閣府と連絡調整を行う。

危機管理･防災課

2 南海トラフ地震対策の推進

・政策提言（県単独、９県知事会議）の実現
に向け、国の動向の情報収集を行う。

・知事が委員となるナショナル・レジリエンス
（防災・減災）懇談会について、内閣府との
連絡調整を行う。

・「世界津波の日」に関連するイベントの情報

南海トラフ地震対
策課

　
総
務
部

　
危
機
管
理
部

・「世界津波の日」に関連するイベントの情報
収集行う。

3
消防防災ヘリの操縦士確保
対策について

　操縦士養成経費に対する国の支援や操縦
士乗務要件の見直し等について情報収集を
行う。

消防政策課

1 政策提言のフォローアップ
　国への政策提言について、その実現に向
け、国における検討状況等の適時の把握

健康長寿政策課

2
災害時の医療救護活動につ
いて

　災害医療合同検討チームなど、災害医療
に関する国の検討状況の情報収集

医療政策課

3
地域医療介護総合確保基金
（新基金）について

　国の配分方針等に関する情報収集 医療政策課

4 療養病床の再編方針について
　国の検討会が示した新類型に係る法制化
の動向等に関する情報収集

医療政策課

5 次期医療計画について
　H30年度からの新たな医療計画に係る国
の作成指針等に関する情報収集

医療政策課

6 新しい専門医制度について
　平成29年度からの新しい専門医制度の内
容に関する情報収集

医師確保・育成支
援課

7
国民健康保険の見直しについ
て

　平成30年度の国保の財政運営の都道府
県化に向けた詳細な制度設計に関する検討
状況に関する情報収集

国保指導課

　
健
康
政
策
部

NEW

NEW

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

8
医療費適正化計画の見直し
について

　次期医療費適正化計画に用いる具体的な
医療費の推計式や指標等に関する検討状
況に関する情報収集

国保指導課

9
難病対策の制度改正に関す
る情報収集

　難病の患者に対する医療費等に関する法
律による特定医療費の第3次実施に関する
情報及び基本方針策定に関する情報収集

健康対策課

10 ビキニ環礁水爆実験関係
　国の「ビキニ水爆関係資料に関する研究」
に関する情報収集

健康対策課

1 地域福祉推進の動向について
　小規模多機能支援拠点施設の制度化な
ど、国の地域福祉推進の動向についての情
報収集や政策提言等の調整を行う。

地域福祉政策課

2
福祉・介護人材の確保対策に
ついて

　福祉・介護の人材確保対策や人材養成の
ための支援策等に関する情報収集を行う。

地域福祉政策課

3
介護保険制度について
（介護保険制度改革の動向把
握）

　次期介護報酬改定に向けて開催される国
の部会をはじめとする介護保険制度改革の
動向等に関する情報収集に努め、必要に応

高齢者福祉課

　
健
康
政
策
部

　
地
域
福
祉
部

握）
動向等に関する情報収集に努め、必要に応
じて国への政策提言・要望等の調整を行う。

4
平成29年度末で廃止される介
護療養病床に関する動向把
握

　現在、国において検討が進められている療
養病床について、引き続き国の動向に関す
る情報収集等を行う。

高齢者福祉課

5 精神保健医療について
　精神保健福祉法の改正(H26.4.1)後、３年を
目途として行うとされている見直しの動向を
把握し、必要に応じて提案・要望を行う。

障害保健福祉課

6
子ども・子育て支援施策の動
向

　子ども・子育て支援施策に係る国の動向に
関する情報収集を行う。
全国知事会次世代ＰＴ等の動向に関する情
報収集を行う。

児童家庭課
少子対策課

7 子どもの貧困対策の動向

子どもの貧困対策に係る国の動向に関する
情報収集を行う。
全国知事会次世代ＰＴ等の動向に関する情
報収集を行う。

児童福祉課
少子対策課

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

1
産学官民連携に関する取り組
み

・県内企業や大学等との共同研究やジョイン
トベンチャー等の可能性のある首都圏の企
業や大学等の情報収集を行う（知の拠点事
業）

・産学官民連携センターが行う連続講座や
ゲスト招聘セミナー等の交流事業の円滑な
実施に向け、情報収集や講師派遣の調整等
を行う（交流の拠点事業）

・産学官連携産業人材育成事業（土佐まる
ごとビジネスアカデミー）の円滑な実施に向
け、講師派遣の調整を行う（人材育成の拠
点事業）

産学官民連携
センター

2
世界孤児の日制定へ向けて
の情報収集等支援

　制定に向けてのPR活動、制定推進委員会
の支援、関係機関への訪問による情報収集

国際交流課

3
「まんが王国・土佐」のブランド
化のための情報収集及び情
報発信

・国や関係機関からの情報収集

・幕張メッセでのニコニコ超会議、ワンダー
フェスティバル運営等の協力

・出版社や協力企業からの情報収集

・高知家まるごと海外情報発信事業への協

まんが・
コンテンツ課

　
文
化
生
活
部

NEW

・高知家まるごと海外情報発信事業への協
力

・まんが甲子園や全国漫画家大会議などの
情報発信

4
コンテンツ産業の振興のため
の情報収集及び情報発信

・国や関係機関からの情報収集

・東京在住の観光特使や高知県人会など関
係先へのコンテンツ関連企業誘致の取組の
情報発信
　
・立地に関心のある企業についての情報提
供

・立地に関心のある企業への随行訪問

・コンテンツ産業振興アドバイザーとの連携
強化

まんが・
コンテンツ課

5 女性の活躍の場の拡大

・地域女性活躍推進交付金の拡充に関する
情報

・ファミリー･サポート･センターに関する情報
（病児預かりなどの他県の事例等）

県民生活･男女共
同参画課

6
「新たな高等教育機関」につい
ての情報収集

　現在、中央教育審議会の特別部会で審議
されている「実践的な職業教育を行う新たな
高等教育機関の制度化」についての情報収
集を行う。

私学・大学支援課

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

1 起業や新事業展開について

　高知での起業や新事業展開に関心のある
首都圏の企業について、県の支援制度等の
紹介や、起業推進室への企業ニーズの情報
提供

計画推進課
（起業推進室）

2
地方創生に係る政策提言及
び情報収集について

　地方創生に関しての政策提言及び国等の
動向についての情報収集への協力。

計画推進課

3
企業版ふるさと納税の取り組
み

　高知県に縁のある企業などに対して制度
の内容を説明等を通じて、寄附企業の開拓
を行う。

計画推進課

4
首都圏を中心とした外商活動
の推進及び地産外商公社等
との連携

・高知家プロモーション の展開に対する支
援

・地産外商（貿易含む）及び地域産業クラス
ターの推進にあたり、企業ニーズの情報収
集に関する支援

・県人会等への情報提供

地産地消･外商課

・本県への移住や人財誘致に繋げるため、
移住促進課や、東京に配置する移住・交流
コンシェルジュ及び求職コーディネーターと
連携し、「移住・交流情報ガーデン」、人材ビ
ジネス事業者、県人会や校友会、事業承継・

　
産
業
振
興
推
進
部

NEW

NEW

5 移住促進に関する取り組み
人材確保に係る企業への訪問等を行う。

・東京で開催される移住相談会等での相談
対応や運営への協力

・事務所のホームページやメールマガジン利
用による情報発信への協力

移住促進課

1
集落活動センターの
取組みの推進

　国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の主
要政策の一つに位置づけられた「小さな拠
点」や、地域運営組織等に関する情報収集
を行う。

中山間地域
対策課

2 鳥獣被害対策の推進

　鳥獣被害対策に関する政策の動向や予算
の確保等の情報収集。
　特に、鳥獣被害防止総合対策交付金、指
定管理鳥獣捕獲等事業交付金及び捕獲鳥
獣食肉利活用推進議員連盟（ジビエ議連）
についての情報収集を行う。

鳥獣対策課

3 四国への新幹線の導入
　四国への新幹線の実現に向けた関係省庁
への情報収集・要望活動を行う。

交通運輸政策課

　
中
山
間
対
策
・
運
輸
担
当
理
事
所
管

NEW
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H28.4.7
政策企画課

項　　目 概　　要 担当課

1
こうちふるさと寄附金の取り組
み

　高知県出身者や高知県に縁のある方など
をはじめ、新規寄附者の開拓を行うととも
に、これまでの寄附者との繋がりを継続す
る。

政策企画課

2
政府への政策提言活動及び
フォローアップ

　国の政策や平成29年度政府予算へ本県
の政策提言を反映するため、政策提言活動
を行うとともに、情報収集やフォローアップを
行う。

政策企画課

3
国の重要政策に関する情報
収集

　経済財政諮問会議、日本経済再生本部、
一億総活躍、まち・ひと・しごと創生本部、ＴＰ
Ｐ政府対策本部などの情報収集を行い、本
県の政策調整等に活用する。

政策企画課

4 地方分権改革の動向把握
　国の動向に関して情報収集し、本県の実
情を踏まえた提案・要望につなげる。

政策企画課

平成28年度　東京事務所へのミッションテーマの設定

　
総
務
部

部局名

5
2020年東京オリンピック・パラ
リンピック関連の情報収集

　本県からの提案が実現するよう、国や関係
団体や各都道府県の動向等について情報
収集やフォローアップを行う。

政策企画課

　地方税・地方交付税等に関する改革の動
向に関する情報を収集し、高知県の実情を
踏まえた提案・要望を行う。

財政課

　地方税、地方交付税等に関する改革の動
向や、地財対策、地方創生等に関する情報
を収集し、高知県の実情を踏まえた提案・要
望を行う。

市町村振興課

　地方税・地方交付税等に関する改革の動
向に関する情報を収集し、高知県の実情を
踏まえた提案・要望を行う。

税務課

7
地方創生・人口減少対策のた
めの財源確保

　地方創生関係予算（地方創生推進交付金
等）の動向に関する情報を収集し、迅速に提
供を行う。

財政課

8 地方自治制度改革への対応

　政府の動き、総務省の情報など地方制度
に関する情報を収集し、これからの自治体
のあり方や権限移譲等の論議に活かしてい
く。

市町村振興課

6 地方税財政改革への対応
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項　　目 概　　要 担当課部局名

4
持続可能な地域の公共交通
ネットワークの確立

（路線バス・軌道）
・地域の公共交通の確保維持に関する支援
策の維持・拡充へ向けた情報収集・要望活
動を行う。

・交通系ICカードの普及・利便性拡大へ向け
た政策の動向に関する情報収集を行う。

（鉄道）
　引き続き、地域の主要幹線としての役割や
実情を訴えるとともに、国の支援策等の情報
収集を行い、補助制度の拡充等を求める。

交通運輸政策課

5
地方航空路線振興に関する
情報収集

　国内ＬＣＣの動向、地方航空ネットワークの維
持・拡充に関する、関係省庁の政策及び支援
策等の情報収集を行う。

交通運輸政策課

1
事業承継・人材確保の取組へ
の支援について

・求職コーディネーターと連携した人材情報
の収集、人材確保とその仕組みづくり

・事業承継・人材確保センターに対する支援
策についての情報収集

商工政策課

2 国への政策提言について

・地方創生、成長戦略及び経済対策に関す
る情報収集

　
中
山
間
対
策
・
運
輸
担
当
理
事
所
管

　
商
工
労
働
部

2 国への政策提言について
・地方経済を守る有効な政策に関する国や
他県の情報収集（国土強靭化関連含む）

3 ＴＰＰについて
　ＴＰＰに関する支援策及び国の動向につい
ての情報収集

4 県内企業の販路拡大支援
　ものづくり地産地消・外商センター東京営
業本部と連携した県内企業の販路拡大に関
する情報収集・情報発信及び外商支援

工業振興課

5 製造業関連の情報収集
　中小企業への支援策に関する国や関係機
関からの情報収集

工業振興課

6
産学官連携事業などに関する
国の支援事業等の情報収集

・産学官共同研究や公設試験研究機関が活
用できる支援策に関する情報収集

・県の公設試験研究機関への研究機器等の
導入に活用できる支援策の情報収集

・食品の機能性表示制度など、国の制度改
正に関連する情報収集

新産業推進課

商工政策課
（各課共通）
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項　　目 概　　要 担当課部局名

7 中小企業対策の情報収集

　中小企業・小規模零細事業者への支援策
（消費税転嫁対策、創業促進、商店街や中
心市街地の活性化、政府系金融機関や公
的保証制度による資金繰り支援等）に関す
る経済産業省関係の事業の情報収集

経営支援課

8
信用保証制度の在り方につい
て

　信用補完制度の見直し内容についての情
報収集

経営支援課

9 企業立地の推進

・工場、事務系職場、第一次産業分野への
参入企業等の新規立地案件の発掘及び継
続案件のフォローアップ

・立地企業への継続的な企業訪問による増
設の促進

・補助金制度、工業団地等のPR

企業立地課

10 他自治体の動向把握

・見本市等での他自治体の企業立地政策の
情報収集

企業立地課

　
商
工
労
働
部

NEW

10 他自治体の動向把握
・他自治体の実施する企業立地セミナーの
情報収集

企業立地課

11 Ｕ・Ｉターンの促進

・ＵＩターン就職相談会（高知労働局委託事
業、高知県共催）における県内企業の求人
情報等の提供

・県外在住のＵＩターン就職希望者等に対す
る相談業務、職業斡旋及び高知県Ｕ・Ｉター
ン人材情報システム登録の推進

・就職支援会社の主催する就職ガイダンス
や大学で実施されるUターン説明会等での
県内企業の求人情報やセミナー等の情報提
供

・県外大学が県内で開催する保護者会の情
報収集と保護者会での県の説明枠の確保

・本県出身者の多い大学におけるＵターン就
職に向けた人材確保とその仕組みづくりの
協力

雇用労働政策課
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項　　目 概　　要 担当課部局名

1
歴史を中心とした博覧会の首
都圏での強力なＰＲ

　平成29年3月に開幕を予定している「歴史
を中心とした博覧会」の首都圏におけるＰＲ
活動及び東京で開催予定のイベントに係る
関係者との調整等

観光政策課

2
首都圏における、国内外のマ
スメディアとのネットワークの
構築とパブリシティ活動

　首都圏にある国内外のマスメディアとの
ネットワークの構築、メディアへの情報発
信、情報交換会への参加

観光政策課
おもてなし課

3
東京オリンピック・パラリンピッ
クに関する情報収集等

　東京オリンピック・パラリンピックを通じて
「よさこい」を日本の祭りとして世界にアピー
ルしていくために必要な、大会組織委員会、
内閣オリパラ室、文科省、東京都準備局、全
国知事会オリンピック推進本部、ＪＯＣ、ＪＰＣ
など関係機関・団体からの情報収集等

おもてなし課

4
外国人観光客に関する国等
の施策の情報収集

　東京オリンピック・パラリンピックを見据え、
益々充実してくると思われる外国人観光客
に関する国等の施策を早期に情報収集し、
本県の取組に活用していく

おもてなし課

ラグビーワールドカップ2019の
　ラグビーワールドカップ2019のチームキャ
ンプ地誘致に向けた情報収集及び出場が予

　
観
光
振
興
部

NEW

NEW

5
ラグビーワールドカップ2019の
チームキャンプ地誘致につい
て

ンプ地誘致に向けた情報収集及び出場が予
定される国への接触（同行）及びフォロー
アップ

観光政策課

6
スポーツツーリズムに関する
企業・関係機関等の訪問

　プロスポーツのキャンプやプロ・アマチュア
のスポーツ大会誘致を目的とした、関係企
業・機関（大学等）への定期訪問（特に富士
通、ＮＥＣ）

観光政策課

7 地域旅行商品の販売
　地域で造成された旅行商品（教育旅行含
む）についての旅行会社への営業及び、広
域観光組織等による営業活動への協力

地域観光課

8 観光特使　更なる活躍事業

　観光特使の知識や人脈を活かし、部局横
断的に戦略的に活用することを目的とした観
光特使としての活動や就任の依頼について
の協力(定期訪問等)

おもてなし課

1 ＴＰＰ交渉に関する情報収集

　ＴＰＰ承認案と関連法案の国会審議の状況
や、政府・与党内における議論の状況、さら
にはＴＰＰ関連政策大綱で今後の対応とされ
た事項の見直し・検討状況に関する情報収
集

農業政策課

2
経営所得安定対策等と米政
策に関する情報収集

　米政策（生産調整等）と収入減少影響緩和
対策に代わる収入保険制度について、政
府・与党で行われる協議や検討状況に関す
る情報収集

農業政策課

　
農
業
振
興
部
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項　　目 概　　要 担当課部局名

3
青年就農給付金等新規就農
者支援に関する情報収集

　H28年度に見直しが予定されている青年就
農給付金事業及びその他新規就農支援に
ついて、自民党農林部会の議論の状況及び
会計検査指摘事項等の情報収集

農地・担い手
対策課

4
外国人技能実習制度の見直
しに関する情報収集

　見直しが予定されている外国人技能実習
制度について、政府・与党で行われている協
議や検討状況に関する情報収集

農地・担い手
対策課

5 農協改革について

　改正農協法附則の「准組合員の事業利用
規制の在り方について、法施行後5年を経過
するまでの間、正・准組合員の事業の利用
状況並びに農協等の改革の実施状況調査
を行い、検討を加えて結論を得る」につい
て、情報収集を行う

協同組合指導課

6
2020年東京オリンピック・パラ
リンピックフラワーに関する情
報収集

　オリンピック、パラリンピックにおけるビクト
リーフラワー等、花の活用に向けた動向・検
討状況に関する情報収集

産地・流通支援課

7
農業クラスター形成のための
企業等、川下の情報収集

　有望な企業への訪問及び県内で農業や関
連産業へ参入を検討している企業のリスト 産地・流通支援課

　
農
業
振
興
部

NEW

NEW

NEW

7
企業等、川下の情報収集

連産業へ参入を検討している企業のリスト
アップ

産地・流通支援課

8 生産・流通体制の強化

　国際競争に打ち勝つ産地基盤を構築する
ため、農家の規模拡大や出荷調整作業の省
力化、農産物の品質向上などに繋がる機
械・施設整備事業に関する支援策の検討状
況の情報収集

産地・流通支援課

9

中山間農業複合経営拠点の
整備を進めるため、「農山漁
村振興交付金」の予算確保
と、「小さな拠点」の動きにつ
いて

　農業を支え、農業で稼ぐ「中山間農業複合
経営拠点」と地域の生活を守る「集落活動セ
ンター（高知県版「小さな拠点」）」を一体的に
進めるため、継続的かつ十分な予算が必要
であることから、農林水産省の動きに併せて
他省庁（内閣府、国交省、総務省など）の動
向も把握を願いたい。

地域農業推進課

10
中山間地域等直接支払制度
の情報収集

　第４期対策では、新たに「農地維持・機能
連携加算」、「超急傾斜農地保全管理加算」
といった加算措置が追加されたが、要件の
ハードルが高く十分活用できていない。その
ため、要件緩和について政策提言を行って
きた。今後も、制度が十分に活用できるよう
政策提言を行うため、国の動向の把握をお
願いしたい。

地域農業推進課

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

11
多面的機能支払制度の情報
収集

　平成２７年度は、日本型直接支払制度とし
て法制化されたことから、多面的機能支払
交付金に取り組む新規活動組織が大幅に
増加したが、新規活動組織に対する資源向
上支払交付金（長寿命化）の予算割り当て
がなかったことから、多くの組織が活動を断
念した。このため、予算確保に向けて政策提
言を行ってきた。
　今後も、予算確保に向けて政策提言を行う
ため、国の動向の把握をお願いしたい。

地域農業推進課

12
畜産・酪農経営所得安定対策
の情報収集

　国の動向の情報収集 畜産振興課

1
森林環境税（仮称）等の新た
な仕組みに関する情報収集等

　税制改正大綱で検討することとなっている
「森林環境税（仮称）」等の新たな仕組みに
ついて、林野庁など関係省庁から制度の検
討状況に関する情報収集を行うとともに、国
に対して提案・要望を行う。

林業環境政策課

2
首都圏における技術職員採
用に関する広報等

　首都圏の大学（林業に関する学部を設置し
ている大学）へ本県の職員採用の広報や就
職ガイダンスへの参加を通して、応募者を確
保する。

林業環境政策課

　
農
業
振
興
部

　
　
林
業
振
興
・
環
境
部

3
首都圏における協働の森・
川・海づくり事業の推進に関
する支援

・新規協定企業の発掘について支援する。

・協定企業の契約更新を支援する。

・首都圏での事業のＰＲ、国等への情報発信
を行う。

林業環境政策課
環境共生課

4
森林整備法人の経営改善支
援の強化

　林業公社の経営支援に関する林野庁、総
務省の動向について情報を収集し、関係府
県と連携し、国に対して提案・要望を行う。

森づくり推進課

5
林業の担い手確保対策の強
化

　小規模林業の推進や林業学校等の就業
前の担い手に対する国等への支援策や財
源対策について情報収集を行う。

森づくり推進課

6 森林関連情報の整備
　森林所有者情報の整備等に対する林野庁
や総務省の支援対策の動向などについて情
報収集を行う。

森づくり推進課

NEW

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

7 ＣＬＴに関する情報収集等

・国の動向についての情報収集等
　建築基準法等の関連法令の改正、取り組
み支援に関する情報収集を行い、関係省庁
に対して提案・要望を行う。

・オリンピック関連施設の設計等の進捗の情
報収集等
　国及び東京都、オリンピック・パラリンピック
大会組織委員会の施設整備等に関する情
報収集を行い、要望・提案等を行う。

・日本ＣＬＴ協会や民間の動向についての情
報収集等
　シンポジウムなどへの参加や学識経験者
との接触などを通じて、ＣＬＴに関する情報収
集を行う。

木材産業振興課

8
非住宅木造建築に関する情
報収集等

・民間の動向についての情報収集
　店舗や事務所等の木造化に向けて、事業
者（施主）や施工業者（工務店等）の動向に
ついて情報収集を行う。

木材産業振興課

9
エネルギー政策に関する情報
収集

　国のエネルギー政策（原子力発電も含む）
の動向、新エネルギー関連施策の予算や導
入支援策等の情報収集を行う。

新エネルギー
推進課

　
　
林
業
振
興
・
環
境
部

NEW

10
メタンハイドレート開発計画に
係る情報収集

　国や関係機関から、メタンハイドレートに関
する政策の動向や開発計画に関する情報
（資源量調査、海洋産出試験、商業化検討
等）収集を行う。

新エネルギー
推進課

11
自然エネルギー協議会への
対応

　総会、担当者会への出席等による情報収
集を行う。

新エネルギー
推進課

12
地球温暖化防止対策の情報
収集

　国（環境省、経済産業省、資源エネルギー
庁等）における地球温暖化防止対策及び適
応策の動向に関する情報収集を行う（次世
代自動車充電インフラに関する事業含む）。

新エネルギー
推進課

13
高レベル放射性廃棄物最終
処分場の情報収集

　国は、科学的有望地をＨ28年度中に示し、
具体的に処分候補地選定の作業を進めて
いくことから、最終処分場に関する情報収集
を行う。

新エネルギー
推進課

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

14
災害廃棄物処理に関する国
の施策に関する情報

（１）廃掃法をはじめとする災害廃棄物関係
の法令・指針・予算等の情報収集

（２）国による市町村への災害廃棄物処理対
策支援（基礎調査、計画策定事業への補助
等）に関する情報収集

（３）国が開催する「大規模災害発生時にお
ける災害廃棄物対策検討会」の会議資料の
入手

（４）その他施策の情報収集
（所管課等：環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課災害廃棄物対策
チームほか）

環境対策課

15
廃石膏ボードの最終処分に関
する国の考え方、施策につい
ての情報

　管理型産業廃棄物最終処分施設の容量
圧迫の一因となっている配石膏ボードの最
終処分についての情報収集を行う。

環境対策課

16

管理型最終処分施設の整備
に充てることが可能な国庫補
助金、循環型社会形成交付金

　次期管理型産業廃棄物最終処分施設の
整備に関する検討を行っているところであり
効果的な国の財政支援に関わる情報収集を

環境対策課

　
　
林
業
振
興
・
環
境
部

NEW

NEW

16
助金、循環型社会形成交付金
等の財政支援策関連の情報

効果的な国の財政支援に関わる情報収集を
行う。

環境対策課

17
使用済み太陽光発電設備及
び電気事業法の改正の動き
に関する情報収集

　使用済み太陽光発電設備のリユース・リサ
イクルを含めた適正処理及びＰＣＢ廃棄物
の取り扱いに関する情報収集を行う。

環境対策課

18
木質バイオマス発電由来の燃
焼灰に関する情報収集

　木質バイオマス発電由来に係る燃焼灰の
有効利用に関する情報収集を行う。

環境対策課

1 TPPについて

　TPPに関する国内外の動向や関係各省の
対応状況などの情報を収集する。また、当
課と情報共有を十分に行い、必要に応じて
提案、働きかけを行う。

水産政策課

2
全国豊かな海づくり大会につ
いて

　平成30年度に開催を予定している「全国豊
かな海づくり大会」の開催の準備について協
力する。

水産政策課

　
水
産
振
興
部

NEW

NEW

NEW
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項　　目 概　　要 担当課部局名

3

ニホンウナギ、宝石さんご及
びクロマグロの資源管理に係
る国の動き並びにワシントン
条約締約国会議における附
属書掲載回避に向けた国の
取組等について

　ワシントン条約締約国会議で附属書掲載
の提案の可能性が高い、ニホンウナギ、宝
石さんご及びクロマグロに係る国の動きにつ
いて情報収集を行い、必要に応じて政策提
言等の調整を行う。

漁業管理課

4
沖合底びき網漁業の許可の
一斉更新に係る国の動き

　５年に一度の一斉更新に係る国の動きに
ついての情報収集し、必要に応じて政策提
言等の調整を行う。

漁業管理課

5
漁業の担い手確保対策の強
化

　漁業就業者確保対策についての国の動
きを把握、担当課への情報提供を行い、
必要に応じて政策提言等の調整を行う。

漁業振興課

6
我が国沿岸へのかつお来遊
資源の確保

　WCPFCにおけるかつお資源の管理強化
についての国の動きを把握、担当課への
情報提供を行い、必要に応じて政策提言
等の調整を行う。

漁業振興課

築地にっぽん漁港市場「さか

・「さかな屋　高知家」の店舗紹介への支援
（県人会等の場を活用した周知・広報等）

　
水
産
振
興
部

NEW

7
築地にっぽん漁港市場「さか
な屋　高知家」を活用した情報
発信及び外商活動への支援

・「さかな屋　高知家」出店事業者及び同店
に催事出展する県内事業者が取り組む外商
活動への支援（飲食店等への営業活動先の
紹介等）

合併・流通支援課

8
「高知家の魚応援の店」の掘
起しとフォローアップ

・高知県水産物を取り扱っている又は関心
のある飲食店に「応援の店」として登録して
もらう。

・登録した「応援の店」に対し、訪問等による
ニーズ（要望等）を収集する。

合併・流通支援課

9
H28補正予算及び次年度予算
について

　国の経済対策（補正予算）や次年度の予
算要求の動向等について情報収集を行い、
関係機関と連携して必要な予算の確保に取
り組む。

漁港漁場課

10
新たな漁港漁場整備長期計
画について

新たな漁港漁場整備長期計画に関する国
の動向について情報を収集する。

漁港漁場課

NEW

13 / 16 ページ



項　　目 概　　要 担当課部局名

1
政府への提案・事業促進要望
の支援等

　県や市町村等が行う政府や国会議員への
提案・事業促進要望活動に対する支援・連
絡調整を行うこと、また、県の実情を効果的
なタイミングで国等に伝えるなどのフォロー
アップを行うこと

土木企画課
河川課

防災砂防課
道路課

都市計画課
住宅課

港湾振興課
港湾・海岸課

2
経済対策（補正予算）や次
年度予算（交付金化）への
対応

　補正予算や次年度予算要求の動向を常
に注視しながら情報の収集に努め、国費
の配分増に繋げるていくこと

土木企画課
河川課

防災砂防課
道路課

都市計画課
公園下水道課

3
四国８の字ネットワークのミッ
シングリンクの早期整備

　全国の高規格道路の整備に関する情報を
いち早く収集することで、未着手区間の早期
事業化等を支援し、四国８の字ネットワーク
の早期整備につなげること

道路課

4
全国高速道路建設協議会（会
長）活動の支援

　全国高速道路建設協議会が行う会議や大
会、要望活動について、連絡調整及び支援
を行うことにより、円滑な運営につなげること

道路課

土
木
部

5
南海トラフ地震対策の推進に
向けた取り組み

　東日本大震災を受け、国において実施さ
れる地震・津波対策としての諸施策の動向
を踏まえ、本県の実情を踏まえた事業の提
言・要望の支援を行い、三重防護の着実な
推進など、国費の配分増や、新たな国の財
政支援策実現に繋げること

河川課
防災砂防課
道路課

港湾・海岸課

6 住宅・建築物の耐震化の促進
　国土交通省における住宅・建築物の耐震
化に関する情報を収集し、本県の実情を踏
まえた提案・要望を支援すること

住宅課
建築指導課

7
港の利活用に向けてのポート
セールスの支援

　日本船社、外国船日本法人、販売代理
店、ランドオペレーターの訪問等、客船誘致
活動の支援を行うこと、また、高知新港、宿
毛湾港の企業誘致のために、企業への訪問
や首都圏での見本市出展等への支援を行う
こと

港湾振興課

8
地方分権改革への対応
（直轄負担金、直轄国道、直
轄河川等について）

　地方分権改革推進本部、全国知事会（各Ｐ
Ｔを含む）・地方６団体、政府与党、国土交通
省の動きを的確に把握し、県庁へ情報を迅
速に報告すること

土木企画課
河川課

防災砂防課
道路課

　港湾・海岸課

NEW

14 / 16 ページ



項　　目 概　　要 担当課部局名

1
教育再生実行会議等に関す
る情報収集

　教育再生実行会議及び尾﨑知事がメン
バーである同会議の提言フォローアップ会
合の動向及び関連する中央教育審議会や
文部科学省施策全般の動向について情報
収集を行う。

教育政策課

2
公立小中学校施設等の耐震
化及び施設整備の推進

　市町村が公立小中学校施設の耐震化や
老朽化対策等を推進するうえで大きな影響
を及ぼす国の補助制度や起債制度等に関
する情報収集を行う。
　特に、28年度に大幅に減額となった国の予
算動向や学校の高台移転への国の支援等
についての情報収集を行う。

学校安全対策課

3 安全教育の推進
　学校安全（生活安全（防犯含む）・交通安
全・災害安全）に関する国の動向等の情報
収集を行う。

学校安全対策課

4 待機児童対策について
　保育所等の待機児童解消に向けた対策に
関する国の動向等の情報収集を行う。

幼保支援課

5
教育課題を解決するための教
員加配の重点化による支援に
ついて

　本県の教育課題（学力の地域間格差や学
力の二極化、問題行動の発生率の高さ、発
達障害等の個別支援の必要な児童生徒の
増加など）の解決に向けて、課題のある市町
村・学校への重点的な教員配置などを行う

小中学校課

　
　
教
育
委
員
会

NEW

ついて
村・学校への重点的な教員配置などを行う
教員加配の継続が必要である。

6
学校が実施する放課後等の
補充学習への支援の充実に
ついて

　学力定着に課題のある児童生徒への支援
については、学校活動において、個々のつ
まずきに早期に対応することが重要であると
考えており、学校が実施する補充学習に対
する国庫補助の充実等について情報収集を
行う。

＊国庫補助の種類
　補習等のための指導員等派遣事業
　　　　　　（初等中等教育局）
　学校・家庭・地域連携協力推進事業
　　　　　　（生涯学習政策局）

小中学校課

7 国際バカロレア（IB）について

　高知西高校では、将来的にＩＢの認定を受
けることとしており、平成26年度からその認
定に向けた調査研究や人材育成等の準備
を進めている。
　国は、平成30年までにＩＢ認定校を200校ま
で増やすとの方針を示しており、ＩＢ認定につ
いての国の動向等の情報収集を行う。

高等学校課

8 遠隔教育の推進について

　平成27年度から文科省の指定を受け、県
立６校で研究を進めている遠隔教育に関し
て、予算措置や関連法令の規制緩和等、国
の動向等の情報収集を行う。

高等学校課
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項　　目 概　　要 担当課部局名

9
スーパーサイエンスハイス
クール（SSH）の第四期の申請
について

　高知小津高校では平成14年度から国の
SSH事業の研究指定を受けて、先進的な理
数教育に取り組んでいる。平成28年度に
は、第四期のSSH研究指定の採択に向け
て、国の動向等の情報収集を行う。

高等学校課

10 教育費の負担軽減について
　高等学校等就学支援金、高校生等奨学給
付金制度等について、国の動向等情報収集
を行う。

高等学校課

11
地域学校協働活動の動向に
ついて

　学校支援地域本部事業の今後の展開の
方向性を探るため、昨年末の中教審答申に
おける「地域学校協働活動」の動向について
情報収集を行う。

生涯学習課

12
若者の職業的自立及び社会
的自立に関する情報提供

　若者サポートステーションにおける持続的・
安定的な運営体制を確保するため、厚労省
「若者職業的自立支援推進事業」「地域創生
人材育成事業」など関連施策の情報収集を
行う。

生涯学習課

13
2020年東京オリンピック・パラ
リンピックについて

　事前合宿招致等について、大会組織委員
会、内閣オリパラ推進本部、文科省、スポー
ツ庁、東京都準備局、全国知事会オリパラ

スポーツ健康
教育課

　
　
教
育
委
員
会

NEW

NEW

リンピックについて
推進本部、ＪＯＣ、ＪＰＣなど関係機関・団体
からの情報収集を行う。

教育課

14
子どもの貧困対策に関する情
報収集

　厳しい環境にある子どもたちへの支援の
充実（教育相談支援体制の充実）に関する
国の動向に関する情報収集を行う。

人権教育課

1 再生可能エネルギーについて

　電力システム改革、再生可能エネルギー
（水力・風力等）及び水素エネルギーに関す
る国の施策の情報を収集し、必要に応じて
関係省庁との連絡調整を行う。

電気工水課

2 工業用水道事業について

　水道事業に関する国の施策の情報を収集
し、必要に応じて関係省庁との連絡調整を
行う。
工業用水道（経産省）、上下水道（厚労省）

電気工水課

項目計 130

公
営
企
業
局

NEW
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H28.4.7
政策企画課

項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果

1
こうちふるさと寄附金の取り組
み

　高知県出身者や高知県に縁のある方などをはじ
め、新規寄附者の開拓を行うとともに、これまでの寄
附者との繋がりを継続する。

政策企画課

  本年度1,201件、35,014千円（前年度比：件数
185％・金額148％（大口100万円以上除く：
189％））。
　全国的に寄附件数が増える中で、PRの強化や記
念品の拡充、高知県出身者を中心に県人会など
様々な機会を通じて、寄附者の繋ぎ止めや新規寄
附者の獲得に向けて積極的かつ地道なアプローチ
を行った結果、本県の寄附件数も全国並みに増加
した（全国17位(2月末時点))。寄附金額は、大口
寄附の有無によるため単純比較は出来ないが、取
り組みの成果は着実に表れてきている。
引き続き、高知県応援団への加入の呼びかけとあ
わせて、寄附の呼びかけを行っていく。

2
政府への政策提言活動及び
フォローアップ

　国の政策や平成28年度政府予算へ本県の政策提
言を反映するため、政策提言活動を行うとともに、情
報収集やフォローアップを行う。

政策企画課

　平成27年度に知事が直接行った本県からの政策
提言は25項目、計16回（日）。その他、９県知事
会議や全国知事会など他県と連携した提言は16回
(日）。
　年度初めの早い段階から関係省庁や政党に対
し、地方が抱える課題を中心に政策提言活動を行
い、中でも、地方創生の取組には、本県単独の提
言に加え、全国知事会次世代育成支援対策PTの
リーダーとしての提言など全国知事会とも連携し
て、重点的に取り組んできた。東京事務所は継続
的な情報収集とフォローアップを行い続けた。
　そうした一連の活動の結果、平成27年度補正予
算や平成28年度政府予算には、地方創生を実現す
るための予算措置として、自由度の高い総合的な
交付金や少子化対策、子どもの貧困対策の抜本強
化などの予算が計上されるとともに、地方財政計
画の歳出に平成27年度に引き続き「まち・ひと・
しごと創生事業費」1兆円が計上された。

3
国の重要政策に関する情報収
集

経済財政諮問会議、地方創生推進室（国家戦略特
区、地域再生制度）などの情報収集を行い、本県の
政策調整などに活用する。

政策企画課
　国の重要政策の内容や策定に向けたｽｹｼﾞｭｰﾙなど
の情報を早期に収集することで、適切な時期に、
的確な政策提言等を実施することができた。

　政府・政党の動向や関係分野における政策の検討

　政府・与党の動向を注視しながら、情報収集を
行い速やかに本庁関係部局へ情報をつないだ。そ
の情報等をもとに本県からの政策提言を2回実施

部局名

平成27年度　東京事務所へのミッションテーマの設定

総務部

4 ＴＰＰに関する情報収集 状況、11か国との交渉内容、他都道府県や各種団体
の動向等について情報収集を行う。

政策企画課
の情報等をもとに本県からの政策提言を2回実施
し、地方の懸念を政府に伝え、産地パワーアップ
事業の創設など、持続可能な農林水産業の確立に
向けた予算が計上された。

5 地方分権改革の動向把握
　国の動向に関して情報収集し、本県の実情を踏ま
えた提案・要望につなげる。

政策企画課

　地方からの提案等に係る対応方針等に関する国
の参考資料及び今後のスケジュールなどのタイム
リーな情報提供により、国の動向を把握すること
ができた。

6
2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック関連の情報収集

　本県からの提案が実現するよう、国や関係団体や
各都道府県の動向等について情報収集を行う。

政策企画課

　各種検討会など国の新たな動きについて早期に
情報収集を行い本庁関係部局に情報をつなぐとと
もに、提案活動後に関係省庁を訪問しフォロー
アップを行った。

　地方税・地方交付税等に関する改革の動向に関す
る情報を収集し、高知県の実情を踏まえた提案・要
望を行う。

財政課

  平成28年度地方財政計画においては、地方の一
般財源総額について、前年度を0.1兆円上回る水準
で確保され、骨太の方針でも平成30年度までは平
成27年度の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ところ。一方
で、地方においては社会保障関係経費が増加して
いることに加え、地方創生・人口減少対策、南海
トラフ地震対策等を進めていく必要があることか
ら、地方一般財源総額の確保が不可欠。
また、国調人口の置き換えやトップランナー方式
の導入といった算定方法の改正が見込まれること
から、引き続き今後の国の動向を注視する必要が
ある。

　地方税・地方交付税等に関する改革の動向に関す
る情報を収集し、高知県の実情を踏まえた提案・要
望を行う。

税務課
  税制改正に係る国の動向を迅速に情報収集する
ことができた。

　地方税、地方交付税等に関する改革の動向や、地
財対策、地方創生等に関する情報を収集し、高知県
の実情を踏まえた提案・要望を行う。

市町村振興課

  地財対策、地方交付税、地方創生等に関する情
報を早期に得ることにより、市町村等への情報提
供が可能となり、財政運営の支援に努めることが
できた。

8
地方創生・人口減少対策のた
めの財源確保

　地方創生関係予算（地方創生新型交付金等）の動
向に関する情報を収集し、迅速に提供を行う。

財政課

  平成28年度には、新型交付金として「地方創生
推進交付金」が当初予算化されたが、各地方公共
団体が創意工夫を凝らして実施する地方創生・人
口減少対策は息の長い取組が必要であることか
ら、こうした取組の強力なバックファイナンスと
して、その規模については補正予算措置などを通
じて、少なくとも平成27年度補正予算で措置され
た「地方創生加速化交付金」との合算額を下回る
ことがないよう確保するよう提言する必要があ
る。

7 地方税財政制度改革への対応

－1－



項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

9 地方自治制度改革への対応
　政府の動き、総務省の情報など地方制度に関する
情報を収集し、これからの自治体のあり方や権限移
譲等の論議に活かしていく。

市町村振興課
  地方制度調査会や国の研究会の検討状況など、
地方自治制度の改正に関して、早期に情報を得る
ことができた。

10 マイナンバー制度への対応
　各省庁の情報や他団体の取組などに関する情報を
収集し、本県での円滑な制度の導入に活かしていく。

市町村振興課
  制度導入にかかる各省庁の検討状況などの情報
を得ることができ、本県の取組の参考となった。

11 地方創生の取組への対応
　各省庁の情報や他団体の取組などに関する情報を
収集し、本県での取組に活かしていく。

市町村振興課
　地方創生に関する各種の情報を早期に得ること
により、申請等に際して、市町村等への情報提
供、助言をすることができた。

12 選挙制度改革への対応
　国会の動き、総務省の情報など選挙制度改革に関
する情報を収集し、本県の選挙執行管理の準備等に
活かしていく。

市町村振興課
　衆議院及び参議院の選挙制度改革等の議論に関
する情報を随時得ることができ、本県の考え方の
整理等に活かすことができた。

1 全庁的な危機管理体制の構築

防災対策や危機事象、原発問題、政策提言の反映
状況等に関する国の動向について情報収集を行うと
ともに、知事が委員を務める大規模災害情報の検討
会について内閣府と連絡調整を行う。

危機管理・防災課

・政策提言「南海トラフ地震における具体的な応
急対策活動に関する計画の実効性の検証」につい
て、本県を検証のモデルとするなど内閣府の取組
に反映させた。

・知事が委員を務める大規模災害情報の検討会に
ついて内閣府と連絡調整を行った。

2 南海トラフ地震対策の推進

特措法の施行や国の具体計画、また強靭化地域計
画の策定を受けた政策提言の実現に向け、国の動
向を情報収集するとともに、知事が委員となっている
ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会につい
て内閣府と連絡調整を行う。

南海トラフ地震対策課

・9県知事会議政策提言を実施した。

・ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談
会との連絡調整を行った。

・H28年度予算等の情報収集と共有を行った。

3
地域における消防力・防災力の
向上

消防団の充実・強化や消防団員の待遇改善に向け
た国の動向のほか、地震火災対策等の消防・防災政
策について情報収集を行う。

消防政策課 　総務省予算等の情報を収集を行った。

1 政策提言のフォローアップ
　国への政策提言について、その実現に向け、国に
おける検討状況等の適時の把握

健康長寿政策課

　水道施設の耐震化など一定の成果を上げた項目
があった一方、要望に沿った形にならなかった案
件も多くあり、引き続き提案実現に向けて情報収
集を行う。

2
新たな財政支援制度（基金）に 　地域医療介護総合確保基金（新基金）に関する情

医療政策課
　国からの第二次配分において最低限の所要額を

危機管理部

健康政策部

総務部

2
新たな財政支援制度（基金）に
ついて

　地域医療介護総合確保基金（新基金）に関する情
報収集

医療政策課
　国からの第二次配分において最低限の所要額を
確保することができた。

3
災害時の医療救護活動につい
て

　災害医療合同検討チームなど、災害医療に関する
国の検討状況の情報収集

医療政策課 　予算に関する情報を把握することができた。

4 新しい専門医制度について
　平成29年度からの新しい専門医制度の内容に関す
る情報収集

医師確保・育成支援課 　予算に関する情報を把握することができた。

5
国民健康保険の見直しについ
て

　平成30年度の国保の財政運営の都道府県化に向
けた詳細な制度設計に関する検討状況についての
情報収集

国保指導課
　平成27年5月に国民健康保険法の改正法案が成立
し、国保基盤強化協議会において、平成30年度以
降の国保制度の具体的な内容について協議中。

6
医療費適正化計画の見直しに
ついて

　次期医療費適正化計画に用いる具体的な医療費
の推計式や指標等に関する検討状況についての情
報収集

国保指導課
　平成28年3月末に医療費適正化基本方針の改正案
が決定（予定）。

7 診療報酬改定の動向 　次回診療報酬改定に関する情報提供 国保指導課
　平成28年2月10日に中央社会保険医療協議会が厚
生労働大臣に対して診療報酬改定案について答
申。

8
難病対策の制度改正に関する
情報収集

　難病の患者に対する医療等に関する法律による特
定医療費の第２次、第３次実施に関する情報及び基
本方針策定に関する情報収集

健康対策課
　平成27年7月1日に第2次実施となり、医療費助成
対象疾患が306疾病に拡大された。第3次実施は、
H28年度に行うこととされた。

9 ビキニ環礁水爆実験関係
　国の「ビキニ水爆関係資料に関する研究」に関する
情報収集

健康対策課
　厚生労働科学研究「ビキニ水爆関係資料の線量
評価に関する研究」により、ビキニ水爆実験によ
る周辺海域の放射線量の評価が行われた。

10 水道施設の耐震化について
　政策提言の実現に向け、国における検討状況等の
適時の把握と自民党水道事業促進議員連盟の活動
に関する情報収集

食品・衛生課

　上水道の基幹管路として40年以上が経過した鋳
鉄管等の更新事業について、資本単価要件に代
え、水道料金が高い、企業債残高が多い等の要件
を満たす事業者が交付対象となった。
　簡易水道統合期限については、市町村の攻めに
帰さない事由により工期を延長せざるを得ない事
業は統合期限を最大3年延長することができること
となった。
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

1
福祉・介護人材の確保対策に
ついて

医療・介護サービスの提供体制の強化のために新た
に創設された基金事業について、福祉・介護の人材
確保対策や人材養成のための支援策等に関する情
報収集を行う。

地域福祉政策課
高齢者福祉課

　福祉・介護人材の養成・確保に係る補正予算
や、地域医療総合確保基金についての情報提供が
行われた。

2 地域福祉推進の動向について
小規模多機能支援拠点施設の制度化など、国の地
域福祉推進の動向についての情報収集や政策提言
等の調整を行う。

地域福祉政策課

　小規模多機能支援拠点施設の制度化について、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に、あった
かふれあいセンターをはじめとする「小さな拠
点」の取組への支援の強化などが取り入れられ、
「地方創生加速化交付金」が創設された。

3
介護保険制度について
（介護保険制度改革の動向把
握）

介護保険制度改革の動向等に関する情報収集に努
め、必要に応じて国への政策提言・要望等の調整を
行う。

高齢者福祉課
　介護保険制度改革の動向等に係る情報提供が行
われた。

4
平成29年度末で廃止される介
護療養病床に関する動向把握

今年度、介護療養病床について検討がされる予定と
なっており、国の動向に関する情報収集等を行う。

高齢者福祉課 　介護療養病床に関する情報提供が行われた。

5
障害者総合支援法の見直しに
ついて

障害者総合支援法の附則に規定されている見直し
項目について、検討状況を把握し、必要に応じて政
策提言・要望等の調整を行う。

障害保健福祉課

　自立生活援助などの新しいサービスの創設等を
内容とする障害者総合支援法等の改正案が28年３
月に国会に提案された。（30年４月１日施行予
定）

6
アルコール健康障害対策基本
法について

国の基本計画策定に向けた動向を把握し、必要に応
じて政策提言、要望等の調整を行う。

障害保健福祉課

　アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に
推進するための計画として、アルコール健康障害
対策推進基本計画の原案が策定されている。(28年
６月計画策定予定　計画期間H28～H32)

7 子ども・子育て支援施策の動向

子ども・子育て支援施策に係る国の動向に関する情
報収集を行う。
全国知事会次世代ＰＴ等の動向に関する情報収集を
行う。

児童家庭課
少子対策課

・子ども・子育て支援新制度に関する国との会議でフォ
ロー等が行われた。

・全国知事会次世代PT等の提言に対する国の対応に
ついて、情報収集が行われた。

8 子どもの貧困対策の動向

子どもの貧困対策に係る国の動向に関する情報収
集を行う。
全国知事会次世代ＰＴ等の動向に関する情報収集を
行う。

児童福祉課
少子対策課

　全国知事会次世代PT等の提言に対する国の対応に
ついて、情報収集が行われた。

地域福祉部

行う。

1
産学官民連携に関する取り組
み

・県内企業や大学等との共同研究やジョイントベン
チャー等の可能性のある首都圏の企業や大学等の
情報収集を行う（知の拠点事業）
・産学官民連携センターが行う連続講座やゲスト招
聘セミナー等の交流事業の円滑な実施に向け、情報
収集や講師派遣の調整等を行う（交流の拠点事業）
・産学官連携産業人材育成事業（土佐まるごとビジ
ネスアカデミー）の円滑な実施に向け、講師派遣の調
整を行う（人材育成の拠点事業）

産学官民連携
センター

【産学官連携の企業情報等提供】
・ウィン・パートナーズ㈱
（大学等のシーズ集を提供し、今後の連携を探
る）

【セミナー等講師人材の情報提供、面談同行】
・アイレップ㈱　CEO　紺野氏
　（面談同行。10/19土佐MBAトップレクチャー開
催）
・ジード㈱　CEO　澤田氏
　（面談同行。2/2土佐MBAトップレクチャー開
催）
・ソニー元副社長　高篠氏
　（情報提供）
・連続講座連携先との協議
　（同席、随時）

【政策に関する情報提供】
・CCRC関連（随時）

2
コンテンツ産業の振興のための
情報収集及び情報発信

　県内でのコンテンツ産業創出及び県内クリエイター
のブランド化を図るため、国や関係機関からの情報
収集、関係者との折衝への協力及び連絡調整、ソー
シャルゲームデザインコンテストなどの首都圏におけ
る情報発信等を実施する。

まんが・コンテンツ課
　ゲームキャラクターデザインコンテストの首都
圏における情報発信及び企業誘致に係る情報提供

3
「まんが王国・土佐」のブランド
化のための情報収集及び情報
発信

「まんが王国・土佐」のブランド化を図るため、国や関
係機関からの情報収集、幕張メッセでのニコニコ超
会議とワンダーフェスティバル、秋葉原でのまんが王
国会議準備等の協力、まんが甲子園や全国漫画家
大会議などの情報発信を実施する。

まんが・コンテンツ課

　国や関係機関かあらの情報収集、ニコニコ超会
議、ワンダーフェスティバルやまんが王国会議準
備等の協力、まんが甲子園や全国漫画家大会議の
情報発信

4
女性の活躍の場の拡大につい
て

現在国会審議中の「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律案」に関する情報等の収集

県民生活・男女共同参画
課

　適時の情報提供により、法に定める事業主行動
計画について、高知県庁及び管内市町村における
期限内の策定を円滑に進めることができた。

文化生活部
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

5 地方創生関連の情報収集
・奨学金を活用した大学生等の地方定着促進の仕組
みについての情報収集を行う。
・COC＋事業に関する情報収集を行う。

私学・大学支援課

・大学生等の地方定着促進に関しては、中核的な
担い手を確保するための本県独自の新たな奨学金
返還支援制度を創設した。

・ＣＯＣ＋事業については、高知大学を中心とし
て、県内の高等教育機関が参画する「まち・ひ
と・しごと創生高知イノベーションシステム」が
採択された。

6
教育再生実行会議に関する情
報収集

　教育再生実行会議において検討されるテーマやそ
の論点等の情報収集を行う。

私学・大学支援課
　７月には第８次提言が総理に手交され、知事が
委員として参画していた教育再生実行会議は一つ
の区切りを迎えた。

7
超高速ブロードバンド整備に関
する情報収集

平成２７年度に終了する「光の道」整備推進交付金
の次期事業に関する情報収集

情報政策課
　「光の道」整備推進交付金の後継として、「情
報通信基盤整備推進事業」が予算化された。
（予算額：７億円）

1
県人会等、関係者への第２期
産業振興計画のPR

　県人会や高知県にゆかりのある方々を対象に、第
２期産業振興計画のPRを行い、本県産業が目指す
将来像（成功イメージ）を理解していただき、引き続
き、県の応援団として力を貸してもらえるようにする。

計画推進課
　県人会の開催時等に第2期産振計画ver.4パンフ
を配布

2
「四国産業競争力強化戦略」の
推進に係る国への政策提言及
び、国の施策等の情報収集

　平成26年3月に策定した「四国産業競争力強化戦
略」を推進するため、四国地方産業競争力協議会
（会長：高知県知事）が行う国への政策提言及び国
の施策等の情報収集への協力。

計画推進課

・5月27日に、四国地方産業競争力協議会長（高知
県知事）と３県の東京事務所長等とが、古谷内閣
官房副長官補（地方産業競争力協議会関係省庁連
絡会議議長）に政策提言を実施。

・併せて、地方産業競争力協議会関係者省庁連絡
会議の副議長、要望先省庁の大臣・長官、４県選
出の国会議員に対して政策提言・要望書を提出。

3
地方創生に係る政策提言及び
情報収集について

地方創生に関しての政策提言及び国等の動向につ
いての情報収集への協力。

計画推進課

　地方創生に関して、時宜を得た政策提言が行わ
れた。
　また、国等の情報収集についても十分行われて
おり、県の対応の一助となった。

・高知家プロモーションについて、スター登録な
ど３年目のキャンペーンの周知・参加拡大に取り
組むともに、高知家学講座の開催支援や、重点プ

産業振興
推進部

文化生活部

4
首都圏を中心とした外商活動
の推進及び地産外商公社等と
の連携

・高知家プロモーションの展開に対する支援
・地産外商公社と連携した外商支援
・首都圏における貿易振興に係る情報収集
・高知県応援団及び県人会等への情報提供

地産地消・外商課

組むともに、高知家学講座の開催支援や、重点プ
ロモーション品目であるトマトやニラ等の首都圏
でのＰＲ支援を通じて、高知家ブランドの浸透を
図った。

・地産外商公社の外商部門と連携し、首都圏にお
ける商談会、高知フェア等を随時支援した。

・地方産品を手掛ける貿易事業者との接触を通じ
て、新たな輸出先や品目の検討に関する情報提供
等を行った。

・高知県応援団（28年3月時点：2592名）へのメー
ルマガジン配信や、県人会交流会・大懇親会、同
窓会等で高知県の取組や首都圏でのイベント情報
を発信した。

5 移住促進に関する取り組み

・本県への移住や人財誘致に繋げるため、移住促進
課や、東京に配置する移住・交流コンシェルジュと連
携し、「移住・交流情報ガーデン」、人材ビジネス事業
者、県人会や校友会への訪問等を行う。
・東京で開催される移住相談会等での相談対応や運
営への協力
・事務所のホームページやメールマガジン利用によ
る情報発信への協力

移住促進課

・高知暮らしフェア（相談会：東京）への参加者
　　H26　213組　⇒H27 326組

・東京相談窓口（ふるさと回帰支援センター及び
まるごと高知）への相談件数
　　H26　442件　⇒H27 532件（2月末時点）
　
　【全体実績】
　移住者数：H26 403組⇒H27 445組（2月末時点）

1
集落活動センターの
取組みの推進

　国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の主要政策
の一つに位置づけられた「小さな拠点」や、ローカル
マネージメント法人等に関する情報収集を行う。

中山間地域
対策課

　各省の総合戦略関係予算、総務省や経産省所管
の研究会や創生本部有識者会議の情報を素早く収
集し、平成28年度予算や政策提言に反映

2
高知ふるさと応援隊の
導入促進

　移住促進の取組みとも連携しながら、首都圏で開
催する募集説明会等を通じて、高知ふるさと応援隊
の募集や県の支援に関する情報を発信し、市町村に
おける高知ふるさと応援隊の導入を促進する。

中山間地域
対策課

　首都圏における高知暮らしフェアやＪＯＩＮ説
明会等を通じて、各市町村と連携しながら高知ふ
るさと応援隊のＰＲを行った結果、平成28年３月
１日現在で県内３１市町村に１４４名の応援隊が
在籍することとなった。

3 鳥獣被害対策の推進

　鳥獣被害対策に関する政策の動向や予算の確保
等の情報収集。
　特に、鳥獣被害防止総合対策交付金及び指定管
理鳥獣捕獲等事業交付金、捕獲鳥獣食肉利活用推
進議員連盟（ジビエ議連）についての情報収集を行
う。

鳥獣対策課

　東京事務所からの情報提供や政策提言活動によ
り、次の成果が得られた。

・農林水産省の「鳥獣被害防止総合対策交付金事
業」の活用、防護柵設置の推進及びシカ、イノシ
シの捕獲頭数の増加が図られた。
・環境省の「指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事
業」を活用し、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施し
た。

中山間対
策・運輸担
当理事所管
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

4
持続可能な地域の公共交通
ネットワークの確立

（バス）
中央地域のバス路線の再編など持続可能な公共交
通網の実現に向けて、有利な国の支援制度を活用
することができるよう、新たな支援策等の情報収集を
行うとともに、地域の実情に合った制度運用を求め
る。
（鉄道・軌道）
　引き続き、地域の主要幹線としての役割や実情を
訴えるとともに、国の支援策等の情報収集を行い、
補助制度の拡充等を求める。

交通運輸政策課

　新型交付金の活用へ向けた四国経済産業局のヒ
アリングにおいて、高知県のサービス産業生産性
向上への取組事例として、交通ＩＣカード「です
か」の利用エリア拡大及びバスロケーションシス
テムの導入について紹介する機会が得られ、局か
ら経済産業省へも報告がなされた。

5
地方航空路線振興に関する情
報収集

ＬＣＣの拡大や外国人観光客の増加を見通した地方
航空ネットワークの維持・拡充に関する、関係省庁の
政策及び支援策等の情報収集を行う。

交通運輸政策課
　訪日外国人の増加に伴い、国が新たに実施する
国際線（チャーター便を含む）着陸料の減額措置
を導入することができた。

6
宿毛・佐伯間のフェリー航路維
持への対応

航路維持のために、関係省庁の新たな支援策等の
情報収集を行う。

交通運輸政策課
　航路維持に対する大きな動きはなかったが、継
続して航路維持への支援策等の継続した情報収集
が必要。

1 国への政策提言について
・成長戦略及び経済対策に関する情報収集
・地方経済を守る有効な政策に関する国や他県の
情報収集（国土強靭化関連含む）

　5月29日及び11月19日に3項目（中小企業の設備
投資支援、商店街振興、事業承継及び人材確保に
ついて）行った政策提言に際し、予算説明会等へ
の参加などを通じての情報収集等を行った。
　政策提言については、平成27年度補正予算にも
のづくり・商業・サービス新展開支援補助金が計
上されるなどの成果があった。

2 ＴＰＰについて 　ＴＰＰに関する動向についての情報収集
　全国知事会のTPP説明会への参加などを通じ
て情報収集した。

3
事業承継・人材確保の取組へ
の支援について

・中小企業者等に対する後継者の確保支援につ
いての情報収集
・事業承継以降の経営面等に対する支援につい
ての情報収集

商工政策課
　官庁からの情報収集のほか、県人会・同窓会
関　係への周知や首都圏企業に対し人材情報収
集のための訪問などの支援を行う。

4 県内企業の販路拡大支援
　首都圏で開催する展示会やイベントに参加する
企業の支援、情報収集及び県内企業の外商支援

工業振興課
　震災対策技術展など首都圏で行われた展示会
のサポートを行う。

　中小企業への支援策に関する国や関係機関か
　経済産業省の予算説明会等への参加のほか、

商工政策課
各課共通

中山間対
策・運輸担
当理事所管

商工労働部

5 製造業関連の情報収集
　中小企業への支援策に関する国や関係機関か
らの情報収集

工業振興課
　経済産業省の予算説明会等への参加のほか、
個別案件については直接部署への照会を行い、
情報提供した。

6
産学官連携事業などに関する
国の支援事業等の情報収集

（１）産学官共同研究や公設試験研究機関が活用
できる支援策に関する情報収集
（２）県の公設試験研究機関への研究機器等の導
入に活用できる支援策の情報収集
（３）食品の機能性表示制度など、国の制度改正
に関連する情報収集

新産業推進課
　科学技術主管部課長会、ナノセルロースフォー
ラム、東京大学産学連携協議会総会へ参加し、情
報収集や意見交換を行った。

7
中山間地域等シェアオフィス
推進事業入居企業等の探索
及び情報発信等

・シェアオフィスに入居の可能性のある企業の情
報収集及びシェアオフィス事業の情報発信
・シェアオフィス事業に活用できる（市町村を含む）
地方創生関連の支援事業の情報収集

新産業推進課
　県人会や大学訪問でのパンフレット配付やメー
ルマガジンへの情報掲載などを通じてシェアオ
フィスや関連イベントの周知を行った。

8 中小企業対策の情報収集

　中小企業・小規模零細事業者への支援策（消費
税転嫁対策、創業促進、商店街や中心市街地の
活性化、政府系金融機関や公的保証制度による
資金繰り支援等）に関する経済産業省関係の事
業情報の収集

経営支援課
　経済産業省の予算説明会等への参加のほか、個
別案件については直接部署への照会を行い、情報
提供した。

9 企業立地の推進

○工場、コールセンター、農業参入企業等の新規
立地案件の発掘及び継続案件のフォローアップ
○立地企業への継続的な企業訪問による増設の
促進
○補助金制度、工業団地等のPR

企業立地課

・コールセンター関係を中心に第一次産業分野等
への参入企業などに、新規案件掘り起しやアフ
ターフォロー（増設・事業拡大等）のため訪問・
面談を実施、企業立地課との共同訪問分を含め、
22社の訪問・面談を実施。

・当年度中に(株)Lifull Bizas〈ライフルビザ
ス：東証1部上場の株式会社ネクストの現地子会
社〉が進出。

10 他自治体の動向把握

・見本市等での他自治体の企業立地政策の情報
収集
・他自治体の実施する企業立地セミナーの情報収
集

企業立地課
　企業立地フェア２０１５や、他県東京事務所担
当者との会合等で情報収集などを行った。
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

商工労働部

11 Ｕ・Ｉターンの促進

・ＵＩターン就職相談会（高知労働局委託事業、高
知県共催）における県内企業の求人情報等の提
供
・県外在住のＵＩターン就職希望者等に対する相談
業務、職業斡旋及び高知県Ｕ・Ｉターン人材情報シ
ステム登録の推進
・県人会や県外での同窓会等の場における上記
システムの周知と登録の促進
・就職支援会社の主催する就職ガイダンスや大学
で実施されるUターン説明会等での県内企業の求
人情報やセミナー等の情報提供
・県外大学が県内で開催する保護者会の情報収
集と保護者会での県の説明枠の確保

雇用労働政策課

一般
・DODA転職フェアなど、東京で行われる転職関係
のイベントへの参加や直接来所した相談者への対
応などを通じて、UIターン人材情報システムの周
知や求人情報の提供を行う。

学生
・青山学院大（2回）、立教大、東海大、明治大、
日本大、東京農大のUIターンセミナーに参加。そ
の他、ケンジン主催の就職セミナー及び四国若者
1000人会議などに参加。また、事務所でもUIター
ン希望学生の相談対応を行い、これらの機会を通
じて高知へのUIターン希望学生のべ50名と面談。
・高知出身の学生が多い大学、UIターン希望者が
いる大学の就職担当部署など24校37キャンパスを
訪問し、情報提供するとともに、学生の動向など
の情報収集を実施。

1
外国人観光客の受入態勢整備
に関する国の施策の情報収集

　東京オリンピック・パラリンピックを見据え、益々充
実してくると思われる外国人観光客受入に関する国
の施策を早期に情報収集し、本県の取組に活用して
いく

観光政策課
おもてなし課

　国の施策を早期に情報収集し、当課に情報共有
を図っていただいたので、外国人観光客の受入環
境の整備への取組に活用できた。

2
ラグビーワールドカップ2019の
チームキャンプ地誘致について

　ラグビーワールドカップ2019のチームキャンプ地誘
致に向けた情報収集及び出場が予定される国への
接触（同行）及びフォローアップ

観光政策課

 ７月にラグビーワールドカップ2019組織委員会担
当者との面談への同行と、ターゲット国であるサ
モア大使館の行事に参加してもらい、関係の継続
に努めた。

3
スポーツツーリズムに関する企
業・関係機関等の訪問

　プロスポーツのキャンプやプロ・アマチュアのス
ポーツ大会誘致を目的とした、関係企業・機関（大学
等）への定期訪問

観光政策課

 今年は、これまでのプロ野球やプロゴルフの取組
に加えて、川崎フロンターレとの四国フェアへの
出展などを通した関係づくりに取り組んでもらっ
た。今後、プレシーズンマッチ等の誘致につなげ
ていきたい。

4 地域旅行商品の販売
　地域で造成された旅行商品（教育旅行含む）につい
ての旅行会社への営業及び、広域観光組織等によ
る営業活動への協力

地域観光課
 東部地域博覧会推進協議会、幡多広域観光協議
会、香南市観光協会などと連携し首都圏の旅行
エージェントや学校訪問を実施した。

5 観光特使　更なる活躍事業
　観光特使の知識や人脈を活かし、部局横断的に戦
略的に活用することを目的とした観光特使としての活
動や就任の依頼についての協力(定期訪問等)

おもてなし課
　首都圏の観光特使の方を中心に、訪問、各種イ
ベントへの参加等を通じ延べ280名超と接触し、当
県の観光等情報を提供し、ＰＲを依頼した。

観光振興部

観光振興部

動や就任の依頼についての協力(定期訪問等) 県の観光等情報を提供し、ＰＲを依頼した。

6
首都圏での戦略的プロモーショ
ンの展開

　首都圏におけるマスメディアとのネットワークの構
築とパブリシティ活動

観光政策課

　これまでに築いたネットワークも活用し、テレ
ビ・雑誌・新聞をはじめ、各種媒体への情報発信
の取組などにより、各種メディアでの露出が図ら
れ、高知県の認知度拡大につながった。

1 ＴＰＰ交渉に関する情報収集
　ＴＰＰの交渉状況や政府・与党内における議論の状
況、国内対応策として行われる各種農業政策の見直
し・検討状況に関する情報収集

農業政策課

平成27年10月4日にＴＰＰ交渉が大筋合意し、国に
おいては、11月に総合的なＴＰＰ関連政策大綱を
策定、12月の補正予算にＴＰＰ対策予算を盛り込
んだ。そうした中、政府・与党の会議資料や都道
府県向け説明会への出席などにより、情報の収
集・提供に努めている。

2
経営所得安定対策等と米政策
に関する情報収集

　収入減少影響緩和対策に代わる収入保険制度と
米政策（生産調整等）について、政府・与党で行われ
る協議や検討状況に関する情報収集

農業政策課

　農林水産省は、平成27年3月31日に新たな食料・
農業・農村基本計画を策定し、その中で新たな米
政策に関係する飼料用米等の10年後の生産努力目
標を設定し、主食用米に代わる飼料用米等の増産
を打ち出した。
　こうした取組の定着状況は平成30年度の米の生
産調整の取組方法の判断材料となることから、米
政策における国の動向について情報収集を継続す
る。
　また、現行制度の収入減少影響緩和対策に代わ
る収入保険制度についての国の動向について継続
して情報収集を行う。

3
農業委員会制度や農地制度の
見直しについて

農業委員会法や農地法の改正に基づく農業委員会
や県農業会議、農地制度の見直しについて情報収
集

農地・担い手対策課
　制度の見直しについて、国等から情報提供があ
り、市町村に情報提供や説明をすることができ
た。

4 農協改革について 　農協改革の進捗状況等に関する情報収集 協同組合指導課

　農協改革に関する一連の議論を経て、9月に改正
農協法が公布された。（H28.4.1施行）
　改正農協法の附則において、「准組合員の事業
利用規制の在り方について、法施行後5年を経過す
るまでの間、正・准組合員の事業の利用状況並び
に農協等の改革の実施状況調査を行い、検討を加
えて結論を得る」とされており、議論の行方に
よっては、准組合員の利用制限などのおそれがあ
ることから、引き続き、国の動向等について情報
収集を行う。

農業振興部
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5 生産・流通体制の強化

　国際競争に打ち勝つ産地基盤を構築するため、農
家の規模拡大や出荷調整作業の省力化、農産物の
品質向上などに繋がる機械・施設整備事業に関する
支援策の検討状況の情報収集

産地・流通支援課

　「新しい野菜産地づくり事業」の拡充に関し
て、補助対象メニューや補助要件に本県の考え方
を農林水産省の担当者に提案することができた。
　結果的には、財源がＴＰＰ対策として創設され
た「産地パワーアップ事業」に振り向けられたた
め、事業規模が縮小し、本県が活用できる要件に
ならなかった。

6
燃油高騰対策に関する情報収
集

　平成24年度補正予算で創設された緊急対策事業
（燃油の価格補填、省エネ設備のリース）の平成28
年度以降の継続実施に向けた検討状況に関する情
報収集

産地・流通支援課

　情報収集に関する特段の動きはなかった。
　燃油の価格補てん制度は28年度限りの条件で継
続されることとなった。
　省エネ設備のリース事業は、ＴＰＰ対策として
創設されて「産地パワーアップ事業」に移管され
ることとなったが、補助対象の範囲は縮小した。

7 企業参入に関する支援制度

企業による農業参入や規模拡大した農業法人等が、
環境制御などの先進技術を取り入れた次世代型ハ
ウスの整備が可能となる戸数要件や、産地規模要件
の緩和などに関する検討状況に関する情報収集

産地・流通支援課

　情報収集に関する特段の動きはなかった。
　なお、ＴＰＰ対策として創設された「産地パ
ワーアップ事業」において、戸数要件が緩和され
た。

8
企業参入に関する情報収集へ
の支援

農業参入を検討している企業のリストアップ 産地・流通支援課
　適宜情報提供を行い、企業の意向把握や面談の
日程調整、企業訪問など部局と連携した取り組み
を行った。

9
2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックフラワーに関する情報
収集

オリンピック、パラリンピックにおけるビクトリーフラ
ワー等、花の活用に向けた動向・検討状況に関する
情報収集

産地・流通支援課

　東京で開催されたビクトリーフラワーコンテス
トにグロリオサを使用したブーケを出展し、ビク
トリーフラワーとしてのグロリオサのアピールを
図った。

10
中山間農業複合経営拠点整備
へのハード支援の確保

平成２６年度、「中山間農業複合経営拠点」の政策提
言を行ったところ、構想に対応するソフト事業「農村
集落活性化支援事業」がスタートした。しかし、ハード
整備については既存事業による対応であり、ハード
整備が担保されていない。このため、平成２８年度
は、拠点構想に対応したハード事業について情報把
握等をお願いしたい。

地域農業推進課
　平成28年では、「農山漁村振興交付金」が新設
され、ソフト・ハードが一体となった事業が設置
された。

11
畜産・酪農経営所得安定対策
の情報収集

国の動向の情報収集 畜産振興課
　関係省庁訪問や自民党の会議等を通じて、国の
事業や予算措置の動向等について情報収集を行っ
た。

農業振興部

1
森林吸収源対策の財源確保等
に関する情報収集等

税制改正大綱で課題となっている「国全体としての森
林吸収源対策の財源確保」等について、自民党の
「専門チーム」の動向を含めた情報を収集し、国に対
して提案・要望を行う。

林業環境政策課

　林野庁、環境省など関係省庁、政府与党筋から予算
や税制要望に関する情報収集を行うとともに、政策提言
に関する調整等を行った。
　平成28年度与党税制大綱では、「森林整備等に関す
る市町村の役割の強化や、地域の森林・林業を支える
人材の育成確保策について必要な施策を講じた上で、
市町村が主体となった森林・林業施策を推進することと
し、これに必要な財源として、都市・地方を通じて国民に
等しく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な
森林整備等の財源に充てる税制（森林環境税（仮称））
等の新たな仕組みを検討する」とされている。

2
首都圏における技術職員採用
に関する広報等

首都圏の大学（林業に関する学部を設置している大
学）へ本県の職員採用の広報や就職ガイダンスへの
参加を通して、応募者を確保する。

林業環境政策課
　首都圏の大学（林業に関する学部を設置している大
学）の訪問や、ＵＩターン就職セミナー等に参加し、採用
試験の広報に努めた。

3
首都圏における協働の森・川・
海づくり事業の推進に関する支
援

・新規協定企業の発掘について支援する。
・協定企業の契約更新を支援する。
・首都圏での事業のＰＲ、国等への情報発信を行う。

林業環境政策課
環境共生課

　首都圏に本社を置く協働の森パートナー企業との契約
更新の支援及び新規協定企業の発掘のための事業ＰＲ
等を行った。

4
森林整備法人の経営改善支援
の強化に関する情報収集等

林業公社の経営支援に関する林野庁、総務省の動
向について情報を収集し、関係府県と連携し、国に
対して提案・要望を行う。

森づくり推進課
　林野庁、総務省に対し、全国の府県で組織する「森林
県連合」等による情報収集や、政策提言を実施した。

5
小規模林業の推進に関する情
報収集

・国の動向についての情報収集
　「小規模林業の推進」の動向などの情報収集を行
う。

森づくり推進課
　小規模林業の推進について、国や他県の動向、小規
模林業に係るシンポジウムなどの情報収集を行った。

6
首都圏における県産材の外商
活動に対する支援

・「土佐材パートナー企業」増に向けた取り組みに対
する支援
　新規取引企業の開拓につなげるための商談会、展
示会等の企画・取り組みを支援する。
・土佐材住宅の建築促進に対する支援
　関東県人会等への情報提供を通じ、土佐材住宅の
建築促進の取り組みを支援する。
・販路拡大のための情報収集等
①首都圏で開催される他県（産地）の展示会や輸出
関連などの情報収集等を行う。
②（協）高知木材センターが関東地方に設置している
営業統括員と連携し、木材取引に関する情報収集等
を行う。

木材産業課

　首都圏における商談会、展示会等の取り組み支援、
高知県出身者等への情報提供、輸出関連などの情報
収集、(協)高知木材センター東京事務所との連携等に
より首都圏における県産材の外商活動の支援を行っ
た。

林業振興・
環境部
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

7
ＣＬＴ（クロス・ラミネイテッド・ティ
ンバー）に関する情報収集等

・国の動向についての情報収集等
　建築基準法等の関連法令の改正、取り組み支援に
関する情報収集を行い、関係省庁に対して提案・要
望を行う。
・民間の動向についての情報収集等
　シンポジウムなどへの参加や学識経験者との接触
などを通じて、ＣＬＴに関する情報収集を行う。
  また、日本ＣＬＴ協会及びその会員（住宅メーカー
等）の動向などの情報収集を行う。

木材利用推進課

　内閣府、林野庁、国土交通省、政府与党筋から関連
法令の改正予定、予算情報に関して情報収集を行うと
ともに政策提言に関する調整等を行った。
　平成２７年８月に「ＣＬＴで地方創生を実現する首長連
合」を設立、及びその後の政策提言に関し、国や日本Ｃ
ＬＴ協会との調整等を行った。
　また、ＣＬＴに関する研究発表、シンポジウム等への参
加による情報収集を行った。
　平成27年度末には、新国立競技場の事業計画書にＣ
ＬＴ等木材の活用が盛り込まれるとともに、他の施設に
おいても木材利用が検討されている。
　平成28年2月には、国土交通省によりＣＬＴに関する設
計方法や基準強度の一部などの告示案が発表された。

8
エネルギー政策に関する情報
収集

・国のエネルギー政策（原子力発電も含む）の動向、
新エネルギー関連施策の予算や導入支援策等の情
報収集を行う。

新エネルギー推進課
　資源エネルギー庁、環境省等のエネルギー政策の動
向等について情報収集を行うとともに、政策提言に関す
る調整等を行った。

9
メタンハイドレート開発計画に
係る情報収集

・国や関係機関から、メタンハイドレートに関する政策
の動向や開発計画に関する情報（資源量調査、海洋
産出試験、商業化検討等）収集を行う。

新エネルギー推進課
　資源エネルギー庁、（独）石油天然ガス・金属鉱物資
源機構から、メタンハイドレート関連情報の収集を行うと
ともに、政策提言に関する調整等を行った。

10
自然エネルギー協議会への対
応

総会、担当者会への出席等による情報収集を行う。 新エネルギー推進課
　自然エネルギー協議会の会合に出席し、情報収集を
行った。

11
地球温暖化防止対策の情報収
集

・国（環境省、経済産業省、資源エネルギー庁等）に
おける地球温暖化防止対策の動向に関する情報収
集を行う（国土交通省所管「次世代自動車充電インフ
ラ整備促進事業」を含む）。

新エネルギー推進課
　環境省、経済産業省等の温暖化防止対策の動向に関
する情報収集を行った。

12
オフセット・クレジット事業の推
進に関する支援

・県内の木質バイオマスによるCO２排出削減、森林
整備によるCO２吸収プロジェクト及び高知県J-VER・
J-クレジットの紹介等を通じて、首都圏企業等へのク
レジット販売を支援する。
・環境省、林野庁等の国の機関や東京都、埼玉県等
の地方公共団体、及びJ-COF、Co-Net等の関係団
体からカーボン･オフセットに関する情報を収集し、提
案・要望活動をサポートする。

環境共生課
 首都圏企業等へのクレジット販売の支援（個別訪
問及びイベント出展、フォロー）、関係省庁及び
団体からの情報収集を行った。

13 PM2.5に関する情報収集 国及び他県等の動向に関する情報収集 環境対策課
　環境省等の政策情報や予算の動向等の情報収集
を行った。

14
災害廃棄物処理に関する情報
収集

(1)廃掃法をはじめとする災害廃棄物関係の法令・指
針・予算等の情報収集

(2)廃石膏ボードをはじめとする廃棄物の再資源化に
関する情報収集

環境対策課

(1)大規模災害対策に関する国の概算要求書等の予
算に関する情報を入手した。

(2)特に動きがなかった。

(3)「D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネット

林業振興・
環境部

収集
関する情報収集

(3)その他災害廃棄物処理に関する施策の情報収集

(3)「D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネット
ワーク）」の発足に関する情報を入手するととも
に、記念シンポジウム（環境省所管）へ出席し
た。

15
「星空の街・あおぞらの街」全国
大会に関する情報収集

　第28回全国大会（平成28年度）の開催候補地に四
万十町が決定したことに伴い
(1)開催県に対する運営費補助金等の国の支援措置
（要望含む）
(2)開催に向けた連絡・調整ほか

環境対策課

第28回「星空の街・あおぞらの街」全国大会が平
成28年10月1日、2日に四万十町で開催されること
が決定した。
共催である環境省から全国大会に関する情報収集
を行った。

1 TPPについて

　TPP交渉に関する国内外の動向や関係各省の対
応状況などの情報を収集する。
　また、当課と情報共有を十分に行い、必要に応じて
提案、働きかけを行う。

水産政策課

・平成27年10月のTPP交渉の大筋合意を受け、11月
5日にTPP対策に関する政策提言を行い、水産振興
部からは「地域の強みを活かした持続可能な水産
業への展開」を提言した。

・平成27年12月に内閣官房TPP対策本部より「TPP
の農林水産物の生産額の影響」が発表され、その
試算方法に基づき本県水産物への影響額を試算
し、平成28年2月4日に公表した。

2

ワシントン条約締約国会議にお
けるニホンウナギ、宝石さんご
及びクロマグロの付属書掲載
回避に対する国の動きについ
て

　ワシントン条約締約国会議で提案される可能性が
高いニホンウナギ、宝石さんご及びクロマグロの付
属書掲載回避に対する国の動きについて情報収集
し、必要に応じて提案、働きかけを行う。

漁業管理課

・平成27年4月23日、水産庁へ政策提言を実施。

・水産庁から情報収集を行い、国際的な状況の
　把握に努めた。

・平成27年10月、「国内の宝石さんご資源の管
　理について」水産庁からの通知に基づき許可
　件数の上限や新たな禁止区域の設定等、許可
　の見直しを行った。

・水産庁は、シラスウナギ池入量を昨年度と同
　量にするとともに養鰻業の許可制を開始、県
　内20業者が届出制から許可制へ移行。

・太平洋クロマグロについては、中西部太平洋
　まぐろ類委員会での国際同意に基づき、小型
　魚(30キロ未満）のブロック管理が開始。

3
中国の宝石さんご密漁船に対
する取締強化について

　日本領海及び排他的経済水域内における中国の
宝石さんご密漁船の監視及び取締の強化に対する
国の動きについて情報収集し、必要に応じて提案、
働きかけを行う。

漁業管理課

・平成27年4月23､24日にかけて水産庁及び海上
　保安庁への政策提言活動を実施。

・両庁で連携、中国当局とも連絡体制を構築す
　る等、違反操業に関しては厳正に対処する方
　針。一方で現場の情報提供を求められる。

・平成27年度については外国船による違法操業
　の情報はない。

水産振興部
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項　　目 概　　要 担当課 平成27年度の進捗状況・成果部局名

4 漁業の担い手確保対策の強化
　漁業就業者確保対策についての国の動きを把握、
担当課への情報提供を行い、必要に応じて政策提言
等の調整を行う。

漁業振興課

・H27.4.17　知事による農林水産省への政策提言
活動を実施。

・国の漁業就業者対策の動きについて東京事務所
から情報提供を受け、部内で共有し情報の把握に
努めた。

・国の平成27年度補正予算により、新規漁業就業
者等の漁船取得に係る初期投資を支援する制度
（浜の担い手漁船リース緊急事業）が創設され
た。

5
我が国沿岸へのかつお来遊資
源の確保

　WCPFCにおけるかつお資源の管理強化について
の国の動きを把握、担当課への情報提供を行い、必
要に応じて政策提言等の調整を行う。

漁業振興課

・H27.4.17　知事による農林水産省への政策提言
活動を実施。

・WCPFC等の国際会議の動きについて東京事務所か
ら情報提供を受け、部内で共有し情報の把握に努
めた。

・WCPFCの年次総会（H27.12.3～12.8）では、太平
洋クロマグロの保存管理措置及びカツオの長期的
管理目標が合意された。メバチ、キハダ、カツオ
の保存管理措置は、措置の改訂が議論されたが合
意に至らず、現行措置（集魚装置を用いた操業の4
カ月禁止など）がH28も継続することとなった。

6
築地にっぽん漁港市場「さかな
屋　高知家」を活用した情報発
信及び外商活動への支援

・「さかな屋　高知家」の店舗紹介への支援（県人会
等の場を活用した周知・広報等）

・「さかな屋　高知家」出店事業者及び同店に催事出
展する県内事業者が取り組む外商活動への支援（飲
食店等への営業活動先の紹介等）

合併・流通支援課

・店舗では、県備品類を活用して、県産水産物を
中心とした映像放映やパンフレットの配布を行
い、首都圏の消費者に対する情報発信を行った。

・下記「応援の店」制度の掘り起こし等の活動の
中で飲食店など業務筋に対する店舗紹介を実施
し、「さかな屋　高知家」等県内事業者が取り組
む外商の機会創出を図った。

7
「高知家の魚応援の店」の掘起
しとフォローアップ

・高知県水産物を取り扱っている又は関心のある飲
食店に「応援の店」として登録してもらう。

・登録した「応援の店」に対し、訪問等によるニーズ
（要望等）を収集する。

合併・流通支援課

・「応援の店」の登録店舗：571店舗
　　　　　　　　　　　　（うち関東272店舗）
・県内事業者の参画：70事業者
・「応援の店」へのサンプル出荷：200件

・高鮮度出荷：50件

・ニーズ収集：239件

8
H27補正予算及び次年度予算
について

　国の経済対策（補正予算）や次年度の予算要求の
動向等について情報収集を行い、関係機関と連携し
て必要な予算の確保に取り組む。

漁港漁場課
　国の補正や次年度の予算要求の動向について、
関係省庁から情報収集を行った。

水産振興部

9 南海トラフ地震対策について
　南海トラフ地震対策に関する国の動向について情
報を収集し、本県の実情を踏まえた提言活動に対す
る支援・連絡調整を行う。

漁港漁場課
　関係省庁から南海トラフ地震対策に関する情報
収集を行った。

1
政府への提案・事業促進要望
の支援等

　県や市町村等が行う政府や国会議員への提案・事
業促進要望活動に対する支援・連絡調整を行うこと、
また県の実情を効果的なタイミングで国等に伝える
などのフォローアップを行うこと

土木企画課
　河川課

　防災砂防課
　道路課

都市計画課
　住宅課

港湾振興課
　港湾・海岸課

　県や市町村等が行う政府や国会議員への提案・
要望活動について、要望先の確認や事前の情報収
集、アポイント、アテンドなどを的確に行い、要
望活動後にも本県の実情を政府に伝えるなど、
フォローアップを行った。
　特に、高知港三重防護による地震・津波対策の
国直轄事業の早期事業化について、県や高知市の
要望活動に積極的に取り組んだ。
　その結果、高知港海岸の国直轄海岸保全施設整
備事業（三重防護）が、平成28年度から新規事業
化されることとなった。
　また、平成28年度政府当初予算案に横瀬川ダム
の本体工事の発注に必要な予算が盛り込まれた。

2
経済対策（補正予算）や次年度
予算（交付金化）への対応

　補正予算や次年度予算要求の動向を常に注視し
ながら情報の収集に努め、国費の配分増に繋げるて
いくこと

土木企画課
建設管理課

　的確な情報収集と情報提供があったことなどに
より、予算要求を適切に行った結果、補正予算に
ついては、前年度を上回る配分をいただいた。
（事業費：38億円、対前年比1.63倍）

3
四国８の字ネットワークのミッシ
ングリンクの早期解消

　高規格道路の整備に関する情報をいち早く収集す
ることで、未着手区間の早期事業化を支援し四国８
の字ネットワークの早期整備に繋げること

道路課

　同じ課題を抱える他県や関係者と連携して行う
四国８の字ネットワークのミッシングリンクの解
消に関する政策提言ついて、国や他県東京事務所
と連絡調整を密にしながら活動をサポートし、効
果的かつタイムリーな時期に実施した。
　その結果、高知東部自動車道高知南国道路「な
んこく南～高知龍馬空港」間が平成28年４月に開
通する予定となった。
　また、平成32年度の「高知ＪＣＴ～高知南」間
の開通予定が示された。
　四国横断自動車道「宿毛～内海」及び阿南安芸
自動車道「奈半利～安芸」においては、事業化に
向けた最初のステップとなる計画段階評価を進め
るための調査が進められている。
　また、四国横断自動車道「佐賀～四万十」及び
阿南安芸自動車道「牟岐～野根」においては、都
市計画決定に向けた調査が進められている。
　国の補正予算では、高知南国道路に補正予算と
ゼロ国債、南国安芸道路と片坂バイパスにゼロ国
債が配分された。

土木部
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4
全国高速道路建設協議会（会
長）活動の支援

　全国高速道路建設協議会が行う会議や大会、要望
活動について、連絡調整及び支援を行うことにより、
円滑な運営に繋げること

道路課

　平成27年６月17日に、総会開催及び財務大臣、
自民党幹事長への提言活動を実施
　平成27年11月５日に、道路４団体による大会、
提言活動を実施
　平成27年11月26日に、官房長官、国土交通副大
臣、財務大臣政務官へ特別要望を実施
　平成28年２月10日、国土交通大臣へ提言活動等
を実施
 その結果、全国の高規格幹線道路の7箇所で新規
事業が採択されるとともに、暫定２車線区間の４
車線化が常磐自動車道で着手されるなど、全高速
の活動を支援した。

5
南海トラフ地震対策の推進に向
けた取り組み

　東日本大震災を受け、国において実施される地震・
津波対策としての諸施策の動向を踏まえ、本県の実
情を踏まえた事業の提言・要望をして、国費の配分
増や、新たな国の財政支援策実現に繋げること

河川課
防災砂防課

道路課
港湾・海岸課

　高知港三重防護による地震・津波対策の国直轄
事業の早期事業化について、県や高知市の要望活
動に積極的に取り組んだ。
　その結果、高知港海岸の国直轄海岸保全施設整
備事業（三重防護）が、平成28年度から新規事業
化されることとなった。

6 住宅・建築物の耐震化の促進

　国土交通省における住宅・建築物の耐震化に関す
る情報を収集し、本県の実情を踏まえた提案・要望を
支援すること

住宅課
建築指導課

　住宅・建築物の耐震化を促進するための政策提
言等について、事前の情報収集・提供、要望先の
確認、日程調整等の支援があり、政策提言等がス
ムーズに行えた。
　その結果、耐震対策緊急促進事業の期限が３年
間延されるなどの成果があった。

7 クルーズ客船誘致の支援等
　県が行うクルーズ客船船社や代理店へのクルーズ
客船の誘致に対する支援等を行うこと 港湾振興課

　外国客船寄港当日の受入全般業務支援（4/20、

10/18）や船会社等への誘致活動同行（7/27、7/28､

12/27)、全国クルーズ活性化会議への代理出席
（6/30）等の支援を受けた。
　平成28年度の高知新港への客船寄港予定数の急
増(H27:8回→H28:23回（H28.3.28時点））につな
がった。

8 再度災害防止

　日下川及び宇治川流域で実施する床上浸水対策
特別緊急事業（直轄事業、補助事業）の着実な推進
に向け、必要な予算を確保するための情報収集を行
うこと

河川課
　的確な情報収集と情報提供があったことなどに
より、予算要求を適切に行った結果、満額の予算
内示に繋がった。

土木企画課

土木部

9
地方分権改革への対応
（直轄負担金、直轄国道、直轄
河川等について）

　地方分権改革推進本部、全国知事会（各ＰＴを含
む）・地方６団体、政府与党、国土交通省の動きを的
確に把握し、県庁へ情報を迅速に報告すること

河川課
防災砂防課

道路課
　港湾・海岸課

　国の動きなし
（国の動きがないことなどの情報提供があった）

1
教育再生実行会議等に関する
情報収集

　政府の有識者会議で尾﨑知事がメンバーである教
育再生実行会議の動向及び関連する中央教育審議
会や文部科学省施策全般の動向について情報収集
を行う。

教育政策課

・教育再生実行会議や文科省の動向等のタイム
リーな情報を収集することができ、H28当初予算へ
の反映や政策提言の検討に繋げることができた。

・また、これらの情報も参考にしながら、年度末
には教育大綱及び第2期教育振興基本計画を策定す
ることができた。

2
公立小中学校施設等の耐震化
及び施設整備の推進

　市町村が公立小中学校施設（非構造部材含む）の
耐震化を推進するうえで大きな影響を及ぼす国の補
助制度や起債制度等の27補正予算での対応に関す
る情報収集を行う。
　また、非構造部材の耐震化や給食センター等の施
設整備に関する国の予算確保状況について情報収
集を行う。

学校安全対策課

　公立小中学校施設の耐震化に係る国の補助制度
見直しの状況や補正・翌年度当初予算等の動向を
早期に把握し、市町村等関係機関に情報提供でき
たことにより、市町村等においては以後の学校施
設整備を進めていくうえで参考とすることができ
た。

3 学校の高台移転の推進
　学校の高台移転への国の補助制度等の動向に関
する情報収集を行う。

学校安全対策課

　新たな高台移転の支援制度を早期に把握し市町
村等関係機関に情報提供できたことにより、市町
村等においては公立小中学校の高台移転を検討す
る際に参考とすることができた。

4 安全教育の推進
　学校安全（生活安全・交通安全・災害安全）に関す
る国の動向等の情報収集を行う。

学校安全対策課
　学校の安全対策に係る国の動向や28年度予算の
詳細を早期に把握したことにより、28年度当初予
算への予算化に繋げることができた。

5 幼児教育の無償化について
　３～５歳の幼児教育の無償化の実現に向けて検討
する政府・与党の連絡協議会等、国の動向等につい
て情報を収集し、本県の施策に生かす。

幼保支援課

　「幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党事務
者連絡会議」の動向や低所得の多子世帯及びひと
り親世帯等の保護者負担の軽減などの28年度予算
の詳細について早期に情報収集・把握することに
より、県の対応を事前に検討することができた。

教育委員会
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6
教育課題を解決するための教
員加配の重点化による支援に
ついて

　本県の教育課題（学力の地域間格差や学力の二
極化、問題行動の発生率の高さ、発達障害等の個別
支援の必要な児童生徒の増加など）の解決に向け
て、課題のある市町村・学校への重点的な教員配置
などを行う教員加配の継続が必要である。

小中学校課

・教育次長が文部科学省総括審議官や審議官、財
務課長に対して、加配教員の確保について要望を
行った。（H27.5.14～15)

・その結果、平成28年度の加配定数の内示
（H28.2.26）において、指導方法工夫改善や児童
生徒支援などの教育課題を解決するために必要な
加配を確保することができた。（H27:562人⇒
H28:572人）

・今後も、東京事務所を通じて、国の少人数指導
の推進の動向を注視しながら必要な働きかけを
行っていく。

7
学校が実施する放課後等の補
充学習への支援の充実につい
て

　学力定着に課題のある児童生徒への支援につい
ては、学校活動において、個々のつまずきに早期に
対応することが重要であると考えており、学校が実施
する補充学習に対する国庫補助の充実等について
情報収集を行う。

小中学校課

・教育次長が文部科学省総括審議官や審議官、財
務課長に対して、放課後等の補充学習への支援の
充実について要望を行った。（H27.5.14～15)

・その結果、平成28年度政府予算案では、初等中
等教育局実施の「補習等のための指導員等派遣事
業」の外部人材の活用例として、「補充学習、発
展的な学習への対応」が明記された。

・今後も、東京事務所を通じて、（生涯学習政策
局実施の）学校を核とした地域力強化プランに基
づく地域未来塾の更なる充実と併せ、「補習等の
ための指導員等派遣事業」の推進の動向を注視し
ていく。

8  国際バカロレア（IB）について

　高知西高校では、将来的に、ＩＢの認定を受け、そ
の教育内容を活用したグローバル教育を行うことに
しており、平成26年度からその認定に向けた調査研
究を進めている。
　ＩＢの認定校については、今後5年間で200校とする
との国の方針が示されているが、ＩＢ認定校について
の国の動向等情報収集を行う。

高等学校課

　文部科学省大臣官房国際課との連携を図る中
で、IB認定を目指す教育委員会との協議の場をも
ち進捗状況などの情報交換ができた。また、11月
に開催したグローバル教育シンポジウムの講演と
パネリストとして国際課の国際協力企画室長の出
演や、28年度に本県で国際バカロレア機構主催の
ワークショップが無料で開催されることにつな
がった。

9 遠隔教育の推進について
　平成27年度から文科省の指定を受け、研究を進め
ていく遠隔教育に関して、制度改正等国の動向等情
報収集を行う。

高等学校課

　文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
に本県の取組の進捗状況を報告する中で、指定都
道府県との情報交換会を提案し、第1回は本県での
開催となり、盛会のうちに実施され、他県や国と
の情報交換がその後円滑に行えるようになった。
また、本県の取組が評価され、H28予算も増額と
なった。

10 教育費の負担軽減について
　高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金制

高等学校課

　高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金制
度等において、平成28年度からの奨学給付金制度

教育委員会

10 教育費の負担軽減について
　高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金制
度等について、国の動向等情報収集を行う。

高等学校課
度等において、平成28年度からの奨学給付金制度
の支給額の拡充情報を早期に収集することができ
た。

11
若者無業者等の職業的自立及
び社会的自立及び社会的自立
に係る情報収集・提供について

　本県では、平成19年度から若者のサポートステー
ションによる就学・就労支援に関係機関と連携をしな
がら取り組んでいる。しかし、取組においては、十分
に機能しているとは言えず、今後も関係機関との連
携を深め、機能強化に向けた取組が必要である。そ
のため、国の動向や予算等、情報収集を行う。

生涯学習課

　国の概算要求段階において、地域若者サポート
ステーション事業の予算規模が早期に把握できた
ことから、平成28年度予算の円滑な編成作業と安
定的な支援体制の確保につながった。

12
2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックについて

　事前合宿招致等について、大会組織委員会、内閣
オリパラ室、文科省、東京都準備局、全国知事会オ
リンピック推進本部、ＪＯＣ、ＪＰＣなど関係機関・団体
からの情報収集を行う。

スポーツ
健康教育課

　大会組織委員会をはじめ、関係機関・団体など
の情報提供により、大会組織委員会のガイドブッ
クや全国知事会のデータベースに、本県のスポー
ツ施設を複数登録するとともに、具体的な国との
交渉が進んでいる。
　また、関係団体や関係部局との連携強化につな
がり、H28年度当初に招致委員会の設立が決まっ
た。

13
子どもの貧困対策に関する情
報収集

　「子供の貧困対策に関する大綱」に基づく施策につ
いて、スクールソーシャルワーカー等の配置拡充等、
国の補助制度等の動向に関する情報収集を行う。

人権教育課

・教育次長が文部科学省総括審議官や審議官、財
務課長に対して、スクールソーシャルワーカーの
配置の拡充等について要望を行った。（H27.5.14
～15）

・その結果、平成28年度政府予算案では、スクー
ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの
配置にかかる予算が増額されており、県予算にお
いても配置拡充を図ることができた。

公営企業局 1 再生可能エネルギーについて

　電力システム改革、再生可能エネルギー（水力・風
力等）及び水素エネルギーに関する国の施策の情報
を収集し、必要に応じて関係省庁との連絡調整を行
う。

電気工水課

　電力システム改革に係る動向や、再エネに関す
る国の施策等の情報収集に努めた。結果として公
営企業局の電気事業法第2弾改正（H28.4.1）に向
けた対応がスムーズに行えた。

項目数計 125
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