
政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

大規模地震に備えた医療施設の耐震化
及び災害拠点病院の単独移転に向けた
財政支援

7月11日

＜概要＞
①地域における医療救護活動を担う医療施設の
耐震化に対する支援制度の充実・創設

②災害拠点病院の単独移転に対する支援制度
の創設

医療提供体制の維持・充実に向けた財政
支援

7月11日 ◆厚生労働省

＜概要＞
①地方自治体の事業計画規模を踏まえた、医療
提供体制推進事業費補助金や医療提供体制施
設整備交付金の十分な予算の確保

〇医療介護提供体制改革の実現及び医師・看護師等の働き方改革の推進（総合確保基金による医
療介護提供体制改革）　事項要求（H29:60,244百万円）
・各都道府県において策定された地域医療構想を踏まえた病床の機能強化・連携等に関する事業
が一層本格化する。2025年に向けて、地域医療構想を達成するため、引き続き、地域医療介護総合
確保基金による支援が求められる。
①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
②居宅等における医療の提供に関する事業
③医療従事者の確保に関する事業

○

②地域医療介護総合確保基金の柔軟な運用

訪問看護サービスが不採算な地域にお
ける在宅医療の推進

７月11日
７月12日

◆厚生労働省

＜概要＞
①中山間地域等条件不利地域において必要な訪
問看護需要を満たすための診療報酬における加
算条件の緩和や新たな加算措置の創設

〇医療介護提供体制改革の実現及び医師・看護師等の働き方改革の推進（総合確保基金による医
療介護提供体制改革）（◆厚生労働省）　事項要求（H29:60,244百万円）
・各都道府県において策定された地域医療構想を踏まえた病床の機能強化・連携等に関する事業
が一層本格化する。2025年に向けて、地域医療構想を達成するため、引き続き、地域医療介護総合
確保基金による支援が求められる。
①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
②居宅等における医療の提供に関する事業
　地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確保
するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事業。
③医療従事者の確保に関する事業

〇在宅医療の推進（◆厚生労働省）【継続】　43百万円（H29:43百万円）
　在宅医療・訪問看護に係る専門知識や経験を豊富に備えた講師の人材育成を進め、在宅医療推
進のための地域の取組を支援する。

診療報酬改定への要望なので、概算要求では
判断できない。

厚生労働省
(保健局医療介護連携
政策課課長)(保健局医
療介護連携政策課課
長)（医政局地域医療計
画課医師確保等地域
医療対策室長、救急・
周産期医療等対策室
長）

備考（特記事項ほか補足）

厚生労働省
（医政局地域医療計画
課医師確保等地域医
療対策室長、救急・周
産期医療等対策室長）

厚生労働省
(保健局医療介護連携
政策課課長)（医政局地
域医療計画課医師確
保等地域医療対策室
長、救急・周産期医療
等対策室長）

１．健康政策部

項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

医療資源が絶対的に不足する事態を回
避するための医療救護体制の強化

7月11日 ◆各府省

＜概要＞
①医療救護体制の充実を図る取り組みへの支援
について、財政面を含めた一層の強化と被災地
外からの人的・物的支援の機能強化に必要な体
制の早急な構築

〇２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた首都直下地震対策等に係る取組推
進（◆内閣府防災）
　97百万円（うち、優先枠66百万円）（H29：61百万円）
【目的】
大規模災害発生時に備えるため、災害医療の整備体制について検証、検討を行い、災害時の医療
機能等の拡充を図る。
【概要】
　ＳＣＵの機能強化に向けた医療モジュールの実効性の検証及び災害医療等における船舶のとり得
る役割について検討を行う。

〇災害医療体制の充実（◆厚生労働省）　12,923百万円（H29:376百万円）
・南海トラフ巨大地震や首都直下地震における活動計画を踏まえた災害医療体制の強化のため、災
害時に都道府県や災害拠点病院などとの連絡調整やDMAT支援を担うDMAT事務局体制の拡充等
を図るとともに、DMAT活動終了後、被災地の医療機能が回復するまでの間の医療支援を担うJMAT
（日本医師会災害医療チーム）等の民間医療チームの養成に必要な費用を支援する。
・災害派遣医療チーム養成支援事業（歯科分野） （新規）
民間の医療チームに所属する医療従事者（歯科医師、歯科衛生士等）の養成（研修）に必要な経費
を支援する。
・災害発生時に入院患者の安全の確保や被災者に対する適切な医療を提供する体制を維持するた
め、災害拠点病院や救急救命センター等の耐震化を促進するとともに、災害拠点病院が事業継続
計画（BCP）を策定できるよう研修事業を支援するなど、災害医療体制の強化・充実を図る。
・国立病院機構において、災害時の医療を確実に実施するために、初動医療班の派遣体制の整備
等を行い、災害医療体制の強化・充実を図る。

○

保育所等への訪問介護の実施 7月26日 厚生労働省
保険局
医療課

◆厚生労働省

＜概要＞
医療的ケア児が、安心して保育所等へ通園でき
るよう、現行制度では診療報酬の対象とならな
い、保育所など居宅以外の場所への訪問看護に
ついても報酬の算定対象となるよう提言を行う。

○障害福祉サービス等報酬改定【事項要求】
　障害福祉サービス等報酬改定については、予算編成過程で検討する。
　
○医療的ケア児に対する支援【一部新規】　290百万円（H29：24百万円）
　障害児通所支援事業所等において医療的ケア児の受入れを促進し、必要な支援の提供が可能と
なる体制を整備する。また、保育所等の利用を促進するモデル事業を実施するとともに、ICTを活用
し外出先でも適切な医療を受けられる体制の整備を図る。

精神障害者保健福祉手帳に基づく福祉
サービスの格差是正

7月26日

＜概要＞
精神障害者保健福祉手帳の所持者が他の障害
者手帳所持者と同様な福祉サービスが受けられ
るよう、国が公共交通事業者に働きかけを行うな
ど必要な措置を講じるよう提言を行う。

厚生労働省
(保健局医療介護連携
政策課課長)（医政局地
域医療計画課医師確
保等地域医療対策室
長、救急・周産期医療
等対策室長）

２．地域福祉部

厚生労働省
社会・援護局
障害保健福祉部
精神・障害保健課
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

介護人材確保対策の拡充 7月26日 ◆厚生労働省

＜概要＞
介護人材の確保・定着に向けて、介護職員処遇
改善措置を恒久化するとともに、中山間地域等に
おいても、介護人材を安定的に確保できるよう、
介護福祉士等修学資金貸付制度の貸付額の引
き上げ等の提言を行う。

○介護報酬改定【事項要求】
　介護報酬改定については、予算編成過程で検討する。
　

ファミリー・サポート・センター事業の拡充
について

6月16日 ◆厚生労働省

＜概要＞
ファミリー・サポート・センター事業の拡充

○地域子ども・子育て支援事業　　1,239億円＋事項要求　（H29　1,135億円＋事項要求）
地域において、会員同士で支えあうファミリー・サポート・センターにより、働きながら子育てができる
環境を整える

・現時点では地域子ども・子育て支援事業の総
計のみでファミリー・サポート・センターの予算額
は不明。
・全体の予算は拡充されているが、提言にかか
る要件緩和については今後の議論に注意

女性の活躍の場の拡大について 6月16日 内閣府男女共同参画
局長

◆内閣府

＜概要＞
地方の取組に対する財政支援制度の補助率の
引き上げ・運用の弾力化

○地域女性活躍推進交付金　3.5億円 (H29 5億円)
・地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、女性活躍推進法に基づき、地方公
共団体が行う地域の実情に応じた取組を支援

・H29の概算要求額は5億円、当初予算額が3.5
億円

鳥獣被害防止総合対策（整備事業）の効
果的実施について

8月2日

＜概要＞
鳥獣被害防止総合対策の効果的実施について
・鳥獣被害防止総合対策交付金予算の拡充 〇鳥獣被害防止総合対策交付金【拡充】150億円（H28：95億円）

・鳥獣被害防止対策支援事業
　鳥獣被害対策実施隊の増設・強化やシカ・イノシシ等の捕獲活動の実施（ジビエ利用拡大に誘導
する仕組みの導入）、農林業関係者が一体的に行う被害防止活動や侵入防止策の設置、捕獲技術
高度化施設の整備等を支援
・ジビエ倍増モデル整備事業
　ジビエの利用拡大が加速するよう、ビジネスとして持続できる、安全で良質なジビエの提供を実現
するため、捕獲から搬送・処理加工がつながったモデル地区の整備等を支援

〇

政策提言が反映されて予算は増額となったが、
詳細について、引き続き情報を収集していく。

・鳥獣被害防止総合対策交付金を活用した防護
柵の設置等の整備事業をより効果的に実施する
ための配分基準の充実

詳細について、引き続き情報を収集していく。

３．文化生活スポーツ部

４．中山間振興・交通部

厚生労働省
老健局
老人保健課

厚生労働省
社会・援護局
福祉基盤課
福祉人材確保対策室

農林水産省農村振興
局農村政策部農村環
境課
鳥獣対策室

厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長
及び児童家庭両立課長
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

国有林におけるニホンジカ捕獲対策につ
いて

8月2日

＜概要＞
国有林におけるニホンジカの捕獲対策の強化
・国有林における緊急捕獲事業の拡充
・国有林における職員実行等による捕獲対策の
充実

〇シカによる森林被害緊急対策事業【継続】2.53億円（H28：1.5億円）
森林におけるシカ被害対策を推進するため、被害が深刻な地域等において、広域かつ計画的な捕
獲やジビエへの有効活用のための効率的な情報提供等のモデル的な実施等を行います

〇

詳細について、引き続き情報を収集していく。

ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）の営業
運行の実現と導入支援

8月2日

＜概要＞
・ＤＭＶは線路と道路の両方を走行でき、維持経
費が廉価で、車両自体が観光資源として期待さ
れる車両

・DMVの実現・全国展開に向け、初期投資に対す
る支援制度の創設等

地方の中小企業と都市部企業との交流
施策の充実

5月17日 内閣官房まち・ひと・し
ごと創生本部事務局

◆各府省

＜概要＞
①プロフェッショナル人材事業の取り組み強化
・地方と連携可能な都市部大企業等のストックの
増加

◆内閣府
○プロフェッショナル人材事業【新規】 1.99 億円（H28：－億円）
・地域資源・地域特性を活用した「しごと」づくりや、地域経済全体を牽引する事業等を後押しするとと
もに、プロフェッショナル人材を活用する（「経済財政運営と改革の基本方針2017」）ことを推進するた
め、地域企業に対して、成長可能性への気づきを喚起するとともに、成長に必要となるプロフェッショ
ナル人材の採用を支援する。

○

・地方の企業の声を、直接都市部の企業人材にＰ
Ｒできる仕組みの創設

◆総務省
○「移住・交流情報ガーデン」の充実など地方への移住・交流の推進【継続】　1.5 億円（H28：1.2 億
円）
・「移住・交流情報ガーデン」を活用した連続セミナーの開催や移住関連イベントの実施等により、移
住希望者等への情報提供体制を強化

○

中小企業の経営基盤を強化する施策効
果の高い事業の継続実施

5月16日

＜概要＞
①「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・
サービス革新事業」の制度化

林野庁国有林野部
経営企画課

国土交通省鉄道局
　鉄道事業課
　技術企画課

５．商工労働部

中小企業庁

4



政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

小規模事業者の持続的発展に向けた取
組に対する支援

5月16日

＜概要＞
①「小規模事業者持続化補助金」の当初予算へ
の計上

・施策効果の高い本制度を安定して継続実施す
ることを提言

商工会等の建物の耐震化や高台移転に
あわせた機能の充実に対する支援

5月16日

＜概要＞
①商工会・商工会議所の耐震化等への補助制度
の創設

②地域のコミュニティ機能や買物機能など複合的
な機能を併せもった施設として整備する場合を対
象とする補助制度の創設

◆内閣府　※活用可能な事業として
○地方創生推進交付金【継続】 1070 億円（H28：1000 億円）
・地方創生の新展開を図るため、地方創生推進交付金により支援する。
　（①先駆性のある取組、②先駆的・優良事例の横展開、③既存事業の隘路を発見し、打開する取
組）

商店街活性化に向けた支援制度の拡充 5月16日 中小企業庁

＜概要＞
①「地域・まちなか商業活性化支援事業」の継続
実施
・商店街の持つ機能の維持・強化を図ろうとする
事業への支援の継続

◆経済産業省
○地域・まちなか商業活性化支援事業【継続】　21 億円(H28：18 億円）
・商店街が行う全国モデルとなる新たな取組を創出するため、商店街を類型化（①生活支援型、②エ
リア価値向上型、③観光型）し、規模、ステージに合ったきめ細かな支援を実施する。また、中心市
街地におけるコンパクトシティ化に取り組む意欲ある地域における、波及効果の高い複合施設等の
整備を支援する。

○

②補助事業者の拡充
・補助対象事業者に市町村を加えることを提言

・制度設計については、詳細について引き続き
情報を収集していく。

安心して働き続けられる企業の育成 5月17日 厚生労働省

＜概要＞
①「青少年の雇用の促進等に関する法律」基づく
情報提供の義務化の範囲の拡充

②企業による就労実態等の職場情報の提供の義
務化の範囲を拡大

③職場定着支援助成金（雇用管理制度助成）に
ついて制度の改善

中小企業庁

中小企業庁

◆経済産業省
○小規模事業対策推進事業 66億円（H29：49.4億円）
・小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む費用
を支援する。

○
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

国立公園内の集客の核となる拠点施設
整備に対する自然環境整備交付金による
優先的な支援と｢国立公園満喫プロジェク
ト｣選定外公園に対するハード事業への
支援拡充

6月16日

7月14日

環境省中国四国地方
環境事務所
環境省（自然環境整備
課長、国立公園課長）

◆環境省

＜概要＞
自然環境整備交付金等による施設整備への支援
拡充

○国立公園満喫プロジェクト等推進事業
　平成30年度要求額14,970百万円（29当初10,019百万円）

○自然環境整備交付金
　平成30年度要求額2,000百万円（29当初1,539百万円）

国立公園満喫プロジェクト選定外の公園につい
ては今回の公表なし。
自然環境整備交付金は増額要求だが、足摺宇
和海国立公園への配分については現時点で未
定。

宿泊施設のバリアフリー化を推進するた
めの補助金の創設（補助対象事業メ
ニューの拡充）

6月5日 国土交通省観光庁観
光産業課長

◆国土交通省観光庁

＜概要＞
訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
費補助金（うち、宿泊施設インバウンド対応支援
事業）について、補助対象事業メニューに宿泊施
設のバリアフリー化を加えること。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（88.1億円）の内数　（H29当初：85.3億円） 事業費は増額要求だが、補助メニュー拡充につ
いては現時点で未確定。次年度の補助要綱策
定まで引き続き情報収集を行っていく。

施設園芸セーフティネット対策の継続 4月13日

＜概要＞
施設園芸農家の不安と負担を軽減する措置とし
て、ハウス加温燃料にかかるセーフティネット対策
の継続を提言

基金を財源に事業期間延長（H29～H31年度）

自然災害に備えた産地基盤強化策の創
設

4月13日

＜概要＞
大規模な自然災害による被害の未然防止、また
は軽減を図るため、農業生産関連施設の強化を
促進する支援制度の創設を提言

７．農業振興部
農林水産省　生産局
園芸作物課

農林水産省　生産局
園芸作物課

６．観光振興部
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

農産物の輸出に取り組む産地の支援強
化

4月13日 ◆農林水産省

＜概要＞
輸出に意欲を持つ産地の大きな負担となってい
る、輸出先国の検疫・残留農薬基準を確認するた
めの体制構築や、残留農薬検査に係る経費を助
成する支援制度の創設を提言

〇輸出環境整備推進事業【継続】7.76億円（H29：2.93億円）
・政府間交渉のための情報収集分析等
・輸出環境課題の解決に向けた支援）6.34億円（H29：1.93億円）
　日本産食品に多く含まれる既存添加物や、日本で利用可能な農薬等の使用が米国等で認められ
るために行うデータ収集等、自ら輸出環境の整備に取り組む事業者への支援を行います

〇輸出条件の整備から産地形成までの戦略的植物防疫対策事業費【拡充】2.92億円（H29：1.79億
円）
・輸出植物検疫協議の迅速化
・我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立、実証（新規）
・輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備（拡充）
　輸出先国の規制・条件に合致した農産物を産地が確実に輸出するための技術的なサポートに加
え、新たに専門家による予備的な検査や模擬的な査察の取組への支援（プレクリアランス）や流通面
等の検討が必要となる携帯品（おみやげ）の検疫受検円滑化モデルの導入に取り組む産地への技
術的なサポート等を実施します。

〇

詳細について、引き続き情報を収集していく。

中山間地域等直接支払交付金の充実 4月13日

＜概要＞
(1)集落協定を将来にわたり維持する活動を強化
するため、推進交付金の十分な予算確保を提言

〇中山間地域等直接支払交付金【継続】269億円（うち推進交付金3億円）（H29：263億円（うち推進
交付金3億円））
・中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するため、条件不利地域での農業生産活動を
継続して行う農業者等に交付金を交付

○

(2)高齢の農業者も安心して参加できるよう対策
の期間を5年から3年に短縮することを提言

次期対策に向けて、引き続き情報を収集してい
く。

大規模直売所を核とした複合施設による
中山間地農業の所得向上

8月23日 農林水産省　農村振興
局　次長、地域振興課
長、地域整備課長

＜概要＞
①平成28年度補正事業「中山間地域所得向上支
援事業」の継続実施と十分な予算の確保を提言

補正予算の動きを注視し、引き続き情報を収集
し、必要に応じて再度、施策提言を行う。

②市街化区域での大規模直売所の整備を事業
対象とすることを提言

詳細について、引き続き情報を収集していく。

青年等就農資金の償還期限の延長 8月23日 農林水産省　経営局
就農・女性課長

＜概要＞
青年等就農資金の償還期限を農業用ハウスの耐
用年数に相当する14年に延長することを提言

制度改正に向け、引き続き提言していく。

農林水産省　食料産業
局　輸出促進課

農林水産省　農村振興
局　地域振興課　中山
間地域室
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

森林環境税（仮称）の創設に向けた提
言

①7月25日

②7月26日
○

＜概要＞
現在制度設計中の森林吸収源対策のための税
制に都道府県の役割の明確化、その役割に応じ
た財源配分等を提言

森林環境保全整備事業の必要な予算の
確保と制度の維持

5月12日

○

＜概要＞
原木の増産を着実に推進するため、再造林や搬
出間伐、路網整備等への支援に必要な予算総額
の確保と間伐材積の上限設定の現状維持を提言

８．林業振興・環境部
①林野庁
　　（←林業振興・環境
部長）
②総務省
　　（←総務部長）

林野庁

◆林野庁（農林水産省）
平成30年度税制改正要望（案）
第５　森林・林業施策の推進
１　森林吸収源対策の財源確保に係る森林環境税（仮称）の創設

7月25日26日の政策提言では、都道府県の役
割に明確化と財源配分、都道府県による代行
制度創設、配分の設定、森林環境税の使途の
柔軟性の確保、森林所有者のモラルハザード
防止策等を提言したが、総務省の「森林吸収源
対策税制に関する検討会」の最終取りまとめが
11月を予定されており、本県の今年度の政策提
言がどの程度反映されているか現時点では不
明。

◆林野庁
○林業の成長産業化と森林資源の適切な管理
１．林業成長産業化総合対策【新規】　300億円（H29：－）
・新たなスキームの下で意欲と能力のある経営体に森林の管理経営を集積・集約化する地域を重点
的に支援することとし、路網整備・機械導入を集中的に実施するほか、主伐・再造林の一貫作業の
推進、川下との連携強化、ＪＡＳ無垢材の利用拡大など、川上から川下までの取組を総合的に支援
（１） 林業・木材産業成長産業化促進対策【新規】　293億円（H29：－）
　　　・ 持続的林業確立対策
　　　・ 林業成長産業化地域創出モデル事業

２．森林整備事業【公共】　1,444億円（H29：1,203億円）
・林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を実現するため、意欲と能力のある経営体や、同経営
体が森林の管理経営を集積・集約化する地域に対し、間伐や路網整備、主伐後の再造林を重点的
に支援
（１） 森林環境保全直接支援事業　365億円（H29：232億円）
（２）林業専用道整備対策　114億円（H29:107億円）
（３） 環境林整備事業　38億円（H29：32億円）
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

かつお資源の実効ある管理措置の推進 平成29年4月
27日～28日

水産庁 ◆水産庁

＜概要＞
かつお資源の管理措置の強化等

○国際水産資源調査・評価推進事業【継続】18億円（H29：14.9億円）
・主要な国際漁業資源について、二国間交渉や国際会議に的確に対応するための資源調査、評価
等を実施します
・また、適切な評価のため、クロマグロ、カツオ等の親魚・産卵場等の調査を拡充します
・さらに、国際的管理の導入が急務のサンマの公海漁場調査等を実施します
・このほか、人工衛星の海面画像情報の導入により評価精度の向上を図ります

○包括的な国際資源管理体制構築事業【継続】　4.51億円（H29：4.51億円）
・我が国漁船の資源管理措置の遵守及びまぐろ類等の輸入の適正な管理を図るとともに、新たに海
鳥等の混獲回避措置の実証を行います。

○

12月WCPFC会合に向けた外務省向けの提言を
検討する。

施設等の整備に係る予算確保について 平成29年4月
27日～28日

水産庁 ◆水産庁

＜概要＞
水産加工施設等の整備に係る予算確保等

○水産環境整備事業【継続】117.5億円（H29：104.2億円）
・水産環境整備（浮魚礁等）への支援

水産環境整備事業以外は、補正予算の動きを
注視し、引き続き情報を収集していく。

漁業の担い手確保対策の強化 ◆水産庁

＜概要＞
新規漁業就業者の就業直後の経営支援

○漁業人材育成総合支援事業【継続】　10.8億円（H29：9.3億円）
・新規就業者の漁業現場での長期研修の支援。若手漁業者の収益力向上のための技術やノウハウ
習得の外、将来、浜を牽引していく漁業者を対象とした経営講習会の開催と個別指導等を支援。

※次世代人材投資（経営実践型）事業として、
就業・定着以降の支援策を拡充。内容は、将
来、浜をけん引していく漁業者を対象に経営講
習会の開催と個別指導を通じて経営能力の向
上を支援するもの

にほんうなぎの資源管理の推進 ◆水産庁

＜概要＞
にほんうなぎの資源管理対策の推進

○うなぎ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業【継続】3.1億円（H29：3.1億円）
・うなぎの人工種苗の量産化が喫緊の課題であり、商業化に向けた大量生産システムの実証試験を
実施します

○鰻供給安定化事業【継続】1.6億円（H28：1.5億円）
・国際的なウナギの資源管理の推進や生息環境改善の取組の支援、ウナギの生息状況の調査、適
切な放流手法や環境収容力の評価手法の開発を行います。

○

リマ水域の指定解除 4月27日 外務省

＜概要＞
リマ水域の指定解除

引き続き提言していく。

リマ水域の指定解除等 4月28日 防衛省 ◆防衛省

＜概要＞
リマ水域の指定解除、補償事業の予算確保等

○基地周辺対策経費【継続】1,402億円（うち周辺環境整備908億円）（H29：1,245億円（うち周辺環境
整備869億円）
・自衛隊等の行為又は防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止等に要する経費

引き続き提言していく。

９．水産振興部

平成29年4月
27日～28日

水産庁

平成29年4月
27日～28日

水産庁
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

再度災害防止のための緊急浸水対策の
促進

7月14日 国土交通省 ◆国土交通省

＜概要＞
日下川、宇治川の床上緊急対策事業の確実な予
算確保

○２－１治水事業等関係費（水管理・国土保全局Ｐ５）
（１）防災意識社会への転換の加速化
１）水害の頻発・激甚化に対応する治水対策　4,955億円 ○

中筋川総合開発事業（横瀬川ダム）の促
進

7月14日 国土交通省 ◆国土交通省

＜概要＞
中筋川流域の洪水被害軽減のため、ダムの早期
完成

○２－１治水事業等関係費（水管理・国土保全局Ｐ５）
（１）防災意識社会への転換の加速化
１）水害の頻発・激甚化に対応する治水対策　4,955億円
○治水安全度の向上に大きく寄与する抜本的な治水対策
※例示で横瀬川ダム

○

漁港海岸での地震・津波対策の促進 7月14日 水産庁 ◆水産庁

直轄高知海岸と一体的に進める宇佐漁港海岸の
地震・津波対策の促進、予算の重点配分など国
の積極的な財政支援

○水産庁海岸事業　784百万円（前年度比1.11倍）（水産庁概算要求P1）

○

農地海岸での地震・津波対策の促進 7月14日 農林水産省 ◆農林水産省

＜概要＞
宿毛市市街地を長期浸水から早期に解消するた
め、予算の重点配分など国の積極的な財政支援

○農山漁村地域整備交付金　1,189億円（H29:1,017億円）（農水省概算要求P7）

○

１０．土木部
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政策提言の概算要求への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 概算要求等の状況

※新しい日本のための優先課題推進枠にはアンダーライン

政策提言
反映状況

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

◆文部科学省
　・教職員定数の改善増　＋3,415人　　73億円（H29：65億円）

＜概要＞
・学校・地域連携のための加配の創設

・「チーム学校」の実現に向けた学校の指導体制の基盤整備　＋40人（定数）

・小人数学級編成を拡充していくための加配定数
の充実

・統合校・小規模校への支援　＋75人（定数）

・教員の多忙化解消に向けた事務職員定数の充
実

・学校総務・財務業務軽減のための共同学校事務体制の強化　＋400人（定数）

チーム学校の構築に向けた外部人材の
活用支援の充実
（放課後等学習支援の充実、教育相談体
制の充実）

◆文部科学省

＜概要＞
・学校が実施する放課後等の補充学習への支援
の充実

○専門スタッフ・外部人材の拡充【継続】　66億円（H29:54億円）
　・補習等のための指導員等派遣(13,000人→12,200人）
　　　児童生徒の学習サポート、進路指導、キャリア教育のための退職教員等（8,600人）
　　　学習プリント印刷等、サポート事務を行う卒業生の保護者等（3,600人）

○

・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

○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置拡充【継続】　66億円(H29:68億円)
　・SC：全公立小中学校26 ,000校→27,500校（1,500校増）
　　　　　生徒指導上の大きな課題を抱える公立中学校の週5日相談体制の整備（200校）
　　　　 貧困・虐待対策のための重点加配（1,000校）
　・SSW：段階的な配置数増　小中学校8,000人(3,000人増)・高等学校47人
　　　　 　貧困・虐待対策のための重点加配　1,000校

○

国指定文化財への支援の充実 ◆文化庁

＜概要＞
・大規模な文化財の保存対策に対する予算の確
保

・重要文化財建造物修理工事主任技術者の増員

○文化財の適切な修理等による継承・活用等【継続】　352億円　(H29:374億円）
・国宝・重要文化財等を次世代に継承し、活用するための修理等を支援

○

文部科学省
・文部科学審議官
・大臣官房審議官
・初等中等教育局財務
課長　ほか

5月29日～30
日

5月29日～30
日

文化庁
・文化財部長
・文化財部記念物課長
・文化財部参事官　ほ
か

○

文部科学省
・文部科学審議官
・大臣官房審議官
・初等中等教育局財務
課長　ほか

5月29日～30
日

１１．教育委員会
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