
政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

地方税財源の充実・強化 4月21日 ・黒田武一郎　総務省自治財政
局長

◆総務省

＜概要＞
①南海トラフ地震対策などの災害への
備えや地方創生・人口減少対策を積極
的に進めていくために、引き続き十分な
規模で地方一般財源の総額を確保

○地方一般財源総額の確保【継続】　62.5兆円程度（H29：62.1兆円）
・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、平成29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（まち・ひと・しごと創生事業費【継続】 1.0兆円（H29：1.0兆
円）を含む） ○

地財対策の状況を引き続き注視

②地域の自立の実現に向け、地方交付
税の法定率のさらなる見直し等も含めた
抜本的方策の検討

○地方交付税【継続】　15.9兆円＋事項要求（H29：16.3兆円）
・地方交付税については、本来の役割が適切に発揮されるよう総額を確保することとし15.9兆円（△
2.5%）を要求
・平成30年度において、引き続き巨額の財源不足が生じ、平成8年度以来23年連続して地方交付税
法第6条の３第2項の規定に該当することが見込まれることから、同項に基づく交付税率の引き上げ
について事項要求

○

〃

③地方の実情を適切に反映した地方交
付税の算定

④税源の偏在性が小さく税収が安定的
な税体系の構築

○地方分権推進の基盤となる地方税収を充実確保しつつ、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（総務省『平成30年度の地方財政の課題』1p） ○

年末に向けて政府・与党税制調査会
を注視

航空自衛隊土佐清水分屯基
地整備

7月5日 ・金古真一　航空幕僚監部総務
部長

◆防衛省

＜概要＞
　南海トラフ地震に備え、土佐清水分屯
基地を拡充し、ヘリ用の給油施設、緊急
物資備蓄倉庫などを整備

石油やガスの２次基地におけ
る施設の耐災化に係る補助事
業の拡充

4月19日
7月5日

・多田明弘　資源エネルギー庁
次長
・世耕弘成　経済産業大臣

◆経済産業省

＜概要＞
　南海トラフ地震によって津波火災が想
定される地域にある石油、ガス施設の耐
災化を推進するための補助事業の拡充

（ⅱ）危機対応能力の強化（資源・エネルギー関係概算要求の概要P23）
○災害時・有事におけるエネルギー供給網の危機対応能力の強化、供給構造の改善
①製油所の耐震化、住民拠点SSの災害対応能力強化支援、石油コンビナートの再編による供給構
造改善
１．石油コンビナートの生産性向上及び強じん化推進事業費　195.0億円（対前年度比1.39）

○

タナスカ地区の一部施設が補助対象
となり得るものの、中の島地区を含
め、引き続き、中小基地の耐災化を推
進するための補助事業拡充を国に提
言していく。

地震・津波観測監視システム
の早期整備と活用への支援

7月5日 ・田中正朗　文部科学省研究開
発局長

◆文部科学省

＜概要＞
　津波の発生を即時に検知するために、
南海トラフ全域への地震・津波観測監視
システムの早期整備と活用への支援

１０．自然災害に対する強靭な社会に向けた研究開発の推進（文科省科学技術関係概算要求P14）
◆基礎的・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進　9,054百万円（対前年比1.28）
・また、ケーブル式海底地震・津波観測システムに関する調査を実施する。 ○

２．危機管理部

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

備考（特記事項ほか補足）

１．総務部
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

公共交通ネットワークの骨格と
なる鉄道を維持する仕組みの
確立

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官
・奥田哲也　国土交通省鉄道局
長

◆国土交通省

＜概要＞
①全国的な鉄道ネットワークの水準を維
持するため、将来にわたっての地域間
の不均衡を緩和する仕組みの構築

4月14日 ・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監

②国土の維持、発展に必要な幹線的な
路線に対する国による維持対策の拡充

○４．地域鉄道の安全性・利便性の向上（鉄道局関係P10）
（１）地域鉄道の安全輸送の確保及び利用環境の改善
（地域鉄道車両整備費補助金（仮称））【新規】［国費：350百万円]

○

当該補助金は、幹線的な鉄道を維持
する仕組みそのものではないものの、
幹線的な鉄道路線の維持にも資する
新規事業である。

四国への新幹線の導入 4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官
・奥田哲也　国土交通省鉄道局
長

◆国土交通省

＜概要＞
①四国の新幹線の早期実現に向けた手
法の検討

4月14日 ・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監

○１．整備新幹線の整備の推進（鉄道局関係P4）
（３）幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査
[国費　280百万円の内数]（鉄道整備等基礎調査委託費） ○

②四国新幹線・四国横断新幹線の整備
計画への格上げに必要な調査・研究の
推進

小規模事業者の事業継承を円
滑に進める支援策の充実

5月31日 ・宮本聡　中小企業庁長官

＜概要＞
①小規模事業者のM&Aに対する支援策
として、M&A着手に対する補助など支援
制度の創設、税理士など士業の育成強
化

7月5日 ・世耕弘也　経済産業大臣

②事業引継ぎ支援センターの体制強化

○

３．中山間振興・交通部

４．商工労働部

当該調査では、新幹線の整備手法な
どについても検討が行われるものであ
るが、四国の新幹線に特化した調査
ではなく、また、整備計画への格上の
ための直接的な調査でもないため、四
国4県、四国選出国会議員等との連携
を密にしながら、四国の新幹線の必要
性や妥当性について引き続き訴えて
いく。

◆経済産業省
○事業承継・再編・統合集中実施事業【新規】　16 億円(H28：－）
・地域の支援機関が連携した事業承継ネットワークを構築し、休廃業リスク分析等も活用すること
で、地域での事業承継支援を促進する。
・事業の再編・統合促進のため、地域金融機関等による計画の策定支援や設備投資等の支援を行
う。
○中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業【継続】　75 億円(H28：61 億円）〔うち事業引継ぎ関連25
億円(H28：17 億円）〕
・後継者問題を抱える中小企業・小規模事業者の事業引継ぎや事業承継の促進・円滑化を図るため
に、課題の解決に向けた適切な助言、情報提供及びマッチング支援等をワンストップで行う。また、
創業希望者と後継者不在事業主等とのマッチングも行う。
あわせて、事業の収益性はあるが、財務上の問題を抱えた中小企業・小規模事業者の事業再生の
支援を行う。
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

IoTなど先端技術を用いて地域
の課題を地方企業が解決する
ための継続した支援

7月5日 ・世耕弘也　経済産業大臣

＜概要＞
①地域の「課題抽出」を支援する専門家
派遣制度の創設

◆総務省
○地域ＩｏＴ実装に向けた計画策定や人材、実装事業への総合的支援【継続】　17.5 億円(H28：1.4 億
円）（うち地域ＩｏＴ実装総合支援パッケージ施策【新規】　15.7 億円）
・地域の特性を踏まえた地域ＩｏＴ推進計画の策定支援、地域ＩｏＴの先進事例（防災・農業・シェアリン
グエコノミー等）の普及展開、「地域情報化アドバイザー」の派遣や官民の人材交流促進等の人的支
援、必要なルールの整備・普及等のＩｏＴの地域実装の推進に資する「地域ＩｏＴ実装総合支援パッ
ケージ」を実施。

◆経済産業省
○中小企業におけるＩＴ活用の拡大
・中小企業への人材マッチング（女性、高齢者、大企業ミドル人材、外国人等）やその後の定着化に
向けた専門家の助言、ＩｏＴ等を用いた経営課題課題解決を図る専門家派遣等　【継続】28億円
（H29：17億円）

○

新設する「地域情報化アドバイザー」
が地域の「課題抽出」までを支援の対
象にしているか確認する必要あり。

②地方のIT事業者がIoTビジネスに挑戦
するための技術要素を学べる場の提供

◆総務省
○ＩｏＴを支える人材育成（ユーザ企業等を対象としたＩｏＴ人材育成）【継続】　3.7 億円の内数(H28：
2.5 億円の内数）
・ＩｏＴユーザを対象とした地域毎の講習会や体験型セミナー、若者・スタートアップを対象としたハッカ
ソン等の取組を推進し、ＩｏＴ時代に必要な人材を育成。

◆経済産業省
○多様な人材の育成【継続】　99億円（H28：76億円）
※ＩＴ人材等の学び直しのため、経済産業大臣が認定する「第４次産業革命スキル習得講座認定制
度」を創設し、厚労省において、専門実践教育訓練制度の給付対象とすることを検討（データサイエ
ンス、サイバーセキュリティ分野等）

○

③イノベーションの創出に意欲的な地方
の中小企業が、地方のニーズにマッチし
た先端技術の開発に取り組めるよう、シ
ステム開発費を支援する制度の創設

○中小企業におけるＩＴ活用の拡大
・モノ・資金の流れの一体的管理が可能なＩＴシステムの実証【新規】　4億円

○

◆経済産業省〔補正予算〕
○地域未来投資促進事業（革新的ものづ
くり・商業・サービス開発支援事業）の補正
予算について引き続き情報を収集してい
く。

④首都圏等のIoT先進企業と地方の中
小企業が連携して実施する協同研究に
対する助成

◆経済産業省
○地域中核企業・中小企業等連携支援事業【継続】　178 億円(H28：155 億円）
・中小企業が地域中核企業等と連携して行う活動を、研究開発から市場獲得まで一体的に支援す
る。その中で、来年度より中小企業のＩｏＴ、ＡＩ等の技術を活用する事業についての取組を促進する。

強い農業づくり交付金の予算
確保

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
①強い農業づくり交付金の安定的かつ
十分な予算の確保

〇強い農業づくり交付金【継続】290億円の内数（H29：201.74億円の内数）
・国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な産地基幹施設の
整備等を支援

○

産地パワーアップ事業の継続
と予算の確保

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
①産地パワーアップ事業の継続

補正予算の動きを注視し、情報を収集し
つつ、引き続き政策提言を行う予定。

②産地パワーアップ事業の十分な予算
の確保

補正予算の動きを注視し、情報を収集し
つつ、引き続き政策提言を行う予定。

５．農業振興部
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

低コスト耐候性ハウスの要件
緩和

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
強い農業づくり交付金と産地パワーアッ
プ事業で整備している低コスト耐候性ハ
ウスについて、補助対象要件の構造基
準を風速50m/sから風速35m/sに要件
緩和

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

農地中間管理機構と連携した
新たな基盤整備事業の創設

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
①基盤整備にかかる面積要件を2ha程
度以上に設定

〇農地中間管理機構関連農地整備事業＜公共＞【新規】農業競争力強化基盤整備事業で実施
（860.06億円の内数）
・担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、農地中間管理機構が借り入れている農地につ
いて、農業者の申請・同意・費用負担によらず、都道府県が実施する基盤整備を推進する
　【採択要件】
　・事業対象農地の全てについて、中間管理権が設定されていること
　・事業対象農地面積10ha以上（中山間地域等は5ha以上）
　 （事業対象農地を構成する各団地は1ha以上（中山間地域等は0.5ha以上）の連坦化した農地）
　・農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること
　・事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手に集団化（機構の方針として設定）
　・事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内（果樹は10年以内）に20％以上向上

〇

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

②農地中間管理機構が借り入れた農地
に放置されたハウス施設等の撤去費を
補助対象とすること

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

農地耕作条件改善事業におけ
る「集約農業型高収益作物導
入促進対策」の創設

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
農地耕作条件改善事業において、「施設
園芸」の作付面積の増加割合に応じて
促進費を助成する制度の創設

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

4



政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

農業経営の発展に必要な労働
力の確保について

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
①農業労働力最適活用支援総合対策
事業の予算を確保

②県域を越えた広域での労働力の調整
を行う仕組みづくり(農業労働力最適活
用支援総合対策事業の支援メニューの
新設)

農業経営基盤強化資金(スー
パーL資金)の拡充等

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
①農業経営基盤強化資金の無担保、無
保証人貸付制度を農業経営基盤強化利
子助成金等交付事業の融資メニューに
追加

詳細について、情報を収集しつつ、引
き続き政策提言を行う予定。

②農業経営基盤強化資金の無利子化
枠の拡充(1,000億円から2,000億円に拡
充)

詳細について、情報を収集しつつ、引
き続き政策提言を行う予定。

青年等就農資金の償還期限
の延長

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
青年等就農資金の償還期限を12年以内
から15年以内に延長すること

提言内容を一部修正し、８月２３日に
部長が提言を実施。
引き続き政策提言を行う予定。

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

〇生産体制・技術確立支援事業【新規】2.1億円（H29農業労働力最適活用支援総合対策事業：1.5億
円）
・労働力を確保・調整する仕組みの構築支援
　　地域における労働力不足の解消に向けた地域の取組の支援
　　労働力確保のための新たな手法の確立支援
　　　：人材派遣会社とのノウハウや労働力確保に取り組む各地の知見を活かした、県域をまたぐ
　　　　広域連携や他産業との連携等、労働力確保の新たな手法の確立を支援
・新品種・新技術の確立支援
　　実需者等とも連携した新品種・新技術の確立を推進
　　ＩＣＴの導入効果の「見える化」を推進

〇
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

IoT・AI技術を活用した地域内
高度生産技術システム開発へ
の支援

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
①IoT・AI技術を活用した地域内高度生
産技術システムの開発を支援する事業
の創設

②IoT・AI技術を活用できるスキルを持っ
た指導者を育成するための研修制度、
外部専門家の活用を図る制度の創設

中山間地域における持続可能
な農業の展開

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
中山間地域所得向上支援事業の恒久
化と十分な予算の確保

補正の動きを注視し、引き続き情報を
収集していく。

畜産クラスター形成に必要な
予算確保と産地食肉センター
整備への支援

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

＜概要＞
①施設整備等に必要な予算の十分な確
保を行い、事業の実施を少なくとも10年
以上は継続すること

補正の動きを注視し、引き続き情報を
収集していく。

②産地食肉センターの整備に対して、処
理規模にかかわらず、支援を実施するこ
と

〇戦略的プロジェクト研究推進事業【継続】69.25億円（H29：40.88億円）
・現場ニーズに対応した技術開発
　農林漁業者、食品事業者のニーズを踏まえた明確な研究目標の下、農林漁業者、企業、大学、研
究機関がチームを組んで行う、農林漁業者等への実装までを視野に入れた技術開発を推進します
・基礎的・先導的な技術開発

〇高度先端型技術実装促進事業【新規】1億円
・民間事業者（コンサルタント等）が研究機関と連携し、先端技術を先進的な農業経営体に橋渡しす
る取組を支援します

〇協同農業普及事業交付金【継続】24.09億円（H29：24.09億円）
・普及指導員による地域の担い手の経営発展支援等、技術を核として、農業者の所得向上と地域農
業の生産面・流通面等における革新に総合的に取り組みます。また、担い手をはじめとした現場
ニーズを掘り起こし、農業革新を実現する技術開発につなげるとともに、開発された技術の社会実装
に取り組みます

〇
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

農業・農村を支える基盤整備
事業の推進

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
①「農業競争力強化基盤整備事業」、
「農地耕作条件改善事業」等の基盤整
備予算の十分かつ安定的な確保

〇農業農村整備事業＜公共＞3,793.37億円（H29：3,084.04億円）
　農業の競争力強化や農村地域の国土強靭化を図るため、農地集積の加速化・農業の高付加価値
化のための農地の大区画化・汎用化や水路のパイプライン化、老朽化した農業水利施設の長寿命
化、耐震化対策や突発事故への対応等を推進する

・農業競争力強化基盤整備事業＜公共＞【継続】（3,793.37億円のうち860.06億円（H29：579.99億
円））
　農業競争力強化を図るため、農地の大区画化や汎用化、農業水利施設の長寿命化やパイプライ
ン化・ＩＣＴ化等の整備を行い、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化や農業の高付
加価値化、高収益作物の導入、水利用の効率化・水管理の省力化を推進する

〇農地耕作条件改善事業＜非公共＞【継続】407.19億円（H29：235.62億円）
・農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管理機構と連携しつつ、担い手への農
地集積の推進や高収益作物への転換を図るための計画策定や基盤整備、営農定着に必要な取組
を一括支援する

〇

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

②「農村地域防災減災事業」の予算の
十分な確保

〇農村地域防災減災事業＜公共＞【継続】625.17億円（H29：508.27億円）
    ※農業農村整備事業＜公共＞3,793.37億円の内数
・地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力の向上を図るための総合的な防災・減
災対策を実施する 〇

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

条件不利地域における生産性
向上に向けたボトルネック解消
への支援

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官
・今井敏　林野庁長官

◆林野庁

＜概要＞
①林業の成長産業化に向けた総合的な
取り組みに対して、その進捗に応じて生
じるボトルネックを適時適切に解消でき
るよう、総合的な支援策を充実

○

②地域の実情に応じてきめ細かく柔軟
に予算配分が出来るような支援策の制
度設計を行うこと

・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。

６．林業振興・環境部

○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
　　　・ 木材産業等競争力強化対策
　　　・ 林業成長産業化地域創出モデル事業
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

林業・木材を支える人材の育
成支援の充実

4月14日 ◆林野庁

＜概要＞
①緑の青年就業準備給付金事業の十
分な財源確保

○

②木造建築を提案できる人材の育成確
保のため、林業の担い手育成と同様の
給付金制度の創設

ＣＬＴを核とした木材需要拡大
と地方創生の推進

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官
・由木文彦　国土交通省住宅局
長

◆各省

＜概要＞
①ＣＬＴ建築に関する基準の拡大（基準
強度のバリエーションの拡大、耐火基準
の整備）

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官
・今井敏　林野庁長官
・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監

○

②中高層建築に向けた技術研究の加速
化と設計業務の円滑化

6月7日

○

③ＣＬＴの普及活動及びモデル建築物の
整備への継続的な支援

○

④ＣＬＴ建築に関する人材育成への支援 8月2日 【ＣＬＴ首長連合】
・森本英香　環境省事務次官
・中井徳太郎　環境省総合環境
生活統括官
・森下哲　環境省地球環境局長

○

【ＣＬＴ首長連合】
・由木文彦　国土交通省住宅局
長
・唐澤剛　内閣官房地方創生総
括官
・ＣＬＴで地方創生を実現する議
員連盟
・野上浩太郎　内閣官房副長官
・山本有二　農林水産大臣
・今井敏　林野庁長官

○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
　（２） 木材生産高度技術者育成対策【新規】　2億円（H29：－）
　（３） ＪＡＳ無垢材利用拡大対策【新規】　5億円（H29：－）

○森林・林業人材育成対策【継続】　67.37億円（H29：59.78億円）
・林業への就業前の青年に対する給付金の支給や「緑の雇用」事業を通じた新規就業者の確保・育
成等を行うとともに、森林・林業に関する高度な知識・技術を有する人材を育成
１．「緑の新規就業」総合支援対策【継続】　66.55億円（H29：59.07億円）
（２）緑の青年就業準備給付金事業【継続】　3.48億円（H29：2.8億円）
２．森林づくり主導人材育成対策【継続】　0.82億円（H29：0.71億円）

・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官
・今井敏　林野庁長官

◆林野庁
○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：－）
　　　・ 木材産業等競争力強化対策

○建築物の木造・木質化及び木材産業活性化総合対策【継続】　6.59億円（H29：5.28億円）
・中高層の建築物等に活用できるＣＬＴ等の利用促進、無垢製材品の利用強化など、新たな木材需
要の創出、地域材の生産・加工・流通体制づくりを支援
　（１） ＣＬＴ等新たな木質建築部材利用促進・定着事業【継続】　4.14億円（H29：3.23億円）
　（２） 無垢製材品の利用強化対策【継続】　1.12億円（H29：0.79億円）
　（３） 新たな生産・加工・流通体制づくり推進対策【継続】　1.33億円（H29：1.26億円）

○木材需要の創出・輸出力強化総合対策事業【継続】　8.71億円（H29：7.75億円）
・公共建築物の木造化・木質化に向けた普及促進、「地域内エコシステム」の構築に向けたモデル的
な取組の促進等による木材需要の創出や、高付加価値木材製品の輸出拡大、「木の文化」の情報
発信などを支援
　（１） 民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業【継続】　0.44億円（H29：0.42億円）

◆国土交通省
○地域の良質な木造住宅・建築物の生産体制の強化等【継続】　266.2億円（H29：222.8億円）
・CLT等新たな木造建築技術を活用した住宅・建築物の整備や、地域の気候風土に応じて環境負荷
の低減を図るモデル的な木造住宅の建設に対する支援
　　環境・ストック活用推進事業【継続】　126.6億円（H29：103.6億円）
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

⑤ＣＬＴパネル関連産業の整備への支援 ◆環境省
○木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事業【継続】　45.0億円（H29：20.0億円）
・ＣＬＴ等に代表される新たな部材を用いた建築物の省エネ・省ＣＯ２効果を定量的に評価するため、
ＣＬＴ等を用いた建築物等の建設に必要な設計費、工事費、設備費、省ＣＯ２効果等の定量的評価
に係る計測費の一部を補助

○ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素化促進事業【新規】
　　　15.0億円（H29：－）
・ＺＥＨの要件を満たす住宅に、低炭素化に資する素材（ＣＬＴ、ＣＮＦ等）を一定量以上使用し、又は
先進的な再エネ熱利用技術を活用した戸建住宅を建築する際に定額の補助を行う。

○

⑥2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク関連施設へのCLTなど木材の率先利
用

再生可能エネルギーの導入促
進

4月19日 ・多田明弘　資源エネルギー庁
次長

◆資源エネルギー庁

＜概要＞
①再生可能エネルギーについて、国の
責任による送電網の脆弱な地域におけ
る系統連系対策の強化

②蓄電池との組み合わせによる導入拡
大やZEHによる自家消費など地域で創っ
た再生可能エネルギーを地域で消費す
る地産地消を推進する取組への支援

○エネルギー利用の低炭素化
１．エネルギー使用の最適化【継続】　1,917億円（H29：1,637億円）
① 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金【継続】　733.5億円（H29：672.6億円）
　・・・ＺＥＨの普及目標を掲げたＺＥＨビルダーが設計・建築・改築する、高性能建材や高性能設備機
器、蓄電池等の組合せによりエネルギーの自家消費率の拡大を目指したＺＥＨ等の導入を支援

○

メタンハイドレート開発計画の
促進

4月19日 ・多田明弘　資源エネルギー庁
次長

◆資源エネルギー庁

＜概要＞
①エネルギーの安定供給の観点から有
効であるメタンハイドレートの商業化に
向けた取組の加速化

○

②土佐沖をフィールドとした海洋産出試
験の実施

③土佐沖での海洋産出試験の活動拠点
として高知新港の積極的な活用と、本県
を商業化の際の陸揚げ基地と位置付け
た開発計画の策定

○エネルギーセキュリティの強化
１．国内資源開発【継続】　444億円（H29：432億円）
① 次世代国産資源として有望なメタンハイドレートの商業化に向けた研究開発、および探査船更新
を含む国内の在来型石油・天然ガス開発の促進【継続】　301億円（H29：260億円）
・国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等委託費【継続】　226.9億円
（H29：242.0億円）
　・・・メタンハイドレートについては、砂層型は、第2回海洋産出試験後で取得された成果の総合的な
検証及び、試験を実施した生産坑井の廃坑作業等を実施する。表層型は、回収技術に関する調査
研究や賦存状況の解明に向けた調査・分析等を実施
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

かつお資源の実効ある管理措
置の推進

4月14日 ・山本有二　農林水産大臣
・奥原正明　農林水産事務次官
・佐藤一雄　水産庁長官

◆水産庁

＜概要＞
①中西部太平洋まぐろ類委員会
（WCPFC）の長期管理目標の次回見直
し期限である2019年までに、現行の管理
措置に加えて、自国船も含めたまき網漁
船の漁獲量規制や隻数制限を率先して
提案し構築すること

詳細について、引き続き情報を収集し
ていく。

②かつおの来遊等に関する科学的な調
査を強化し、長期管理目標を、初期資源
量に対し、現行50%から、我が国周辺へ
の来遊量の回復が見込める60%まで引
き上げること。

〇国際水産資源調査・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。

〇

12月WCPFC会合に向けた外務省向
けの提言を検討する。

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

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官
・石川雄一　国土交通省道路局
長

◆国土交通省

＜概要＞
①計画段階評価実施中区間の早期完
了

4月14日 ・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監

②計画段階評価完了区間の早期事業
化

③事業中区間の早期開通

８．土木部

７．水産振興部

○道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保　4,431億円（道路局関係予算P3）（対前年度比
1.26）
（うち、推進枠　2,334億円）

○道路の防災・減災対策（道路局関係予算P18）
・災害に強いネットワークを構築するため、ミッシングリンクの整備等による多重化・代替性の確保や
道路閉塞の回避に向けた無電柱化等の取組を推進 ○

・四国８の字ネットワークのミッシング
リンクの早期整備に向け、計画段階評
価完了区間の早期事業化、事業中区
間の早期完成を政府予算案決定に向
けて引き続き提言していく。
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

海岸・河川の南海トラフ地震・
津波対策の促進

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官 ◆国土交通省

＜概要＞
①県都・高知市の浸水被害の最小化や
早期の社会活動の復旧・復興のため
に、三重防護と河川堤防の耐震対策を
迅速かつ確実に促進すること

4月14日 ・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監
・野村正史　国土交通省水管理・
国土保全局次長
・菊地身智雄　国土交通省港湾
局長

平成29年5月に高知港海岸の国直轄
工事に着手した。
高知港海岸における国直轄事業の確
実な促進と、県事業（海岸堤防・河川
堤防の耐震対策等）への予算の重点
配分及び全国防災事業に替わる新た
な財政支援制度の創設について引き
続き提言していく。

②県中央部の南国市から土佐市にかけ
ての直轄高知海岸における地震・津波
対策の早期完成

早明浦ダム再生事業の新規事
業化

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官 ◆国土交通省

＜概要＞
　早明浦ダム再生事業の実施、特に洪
水調節容量の増大と、低い水位でも洪
水調節ができる放流設備の改良による
治水対策の早急な実施

4月14日

8月25日

・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監
・野村正史　国土交通省水管理・
国土保全局次長
・牧野たかお　国土交通副大臣

○新規事業（水管理・国土保全局関係P26）
早明浦ダム再生事業（高知県）
　早明浦ダムの放流設備の増設、容量振替による治水機能の増強を行う早明浦ダム再生事業に新
規着手（建設段階）する。

水管理・国土保全局　重点政策（水管理・国土保全局関係P37）
（3）賢く投資・賢く使う～既存ストックの最大活用、民間事業者との協働・連携～
3）ダム再生の推進～施設改良による既設ダムの有効活用～
○雨竜川ダム再生事業、矢作ダム再生事業、早明浦ダム再生事業に平成30年度着手（新規要求）。

○

確実に新規事業採択されるよう、周辺
町村と一体となって国への働きかけを
継続していく。

○

○港湾整備事業　2,697億円（前年度比1.16倍）（港湾局関係予算P2）
（うち、推進枠　638億円）
○港湾海岸事業　114億円（前年度比1.17倍）（港湾局関係予算P2）
（うち、推進枠　26億円）
○海岸　162億円（前年度比1.16倍）（水管理・国土保全局予算P2）

※例示：高知港（港湾局関係予算P13）
３国民の安全・安心の確保
（１）大規模災害に対する港湾の防災・減災対策の推進
①港湾・背後地を守る取組の推進
　防波堤における「粘り強い構造」の導入

※例示：高知港海岸（港湾局関係予算P15）
（２）津波・高潮・侵食被害に備えた港湾海岸の整備　114億円（前年度比1.17倍）
①津波・高潮・侵食対策等の推進

※例示：高知海岸（水管理・国土保全局予算P10）
○２－１．治水事業等関係費
（１）防災意識社会への転換の加速化
３）南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模地震に備えた地震・津波対策　412億円（対前年
度比1.06）

○Ⅱ国民の安全・安心の確保（概算要求概要P15）
（４）地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援
（ａ）地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援（防災・安全交付金）
12,982億円（前年度比1.17倍）
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

地域経済を支える港湾の既存
施設の有効活用と災害対応力
の強化

4月13日 ・武藤浩　国土交通事務次官 ◆国土交通省

＜概要＞
①整備が完了した岸壁等を最大限に活
用するための防波堤の整備促進＜港内
静穏度の確保＞

4月14日 ・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監
・菊地身智雄　国土交通省港湾
局長

②大規模な地震・津波に対し、防災・減
災効果を発揮する防波堤の粘り強い化
（粘り強い構造への補強）の促進＜防
災・減災機能の強化＞

住宅の耐震対策の抜本強化 4月13日

4月14日

・武藤浩　国土交通事務次官
・由木文彦　国土交通省住宅局
長
・石井啓一　国土交通大臣
・森昌文　国土交通省技監

◆国土交通省

＜概要＞
　南海トラフ地震のような広域かつ大規
模な災害からの復旧・復興に係る公費
支出と、事前の対策による当該支出の
削減効果を定量的に評価した上で、より
一層手厚い財政措置、簡易で安価な広
報の開発と普及など、住宅の耐震対策
の抜本的な強化を行うこと

5月16日
5月17日
8月22日

・羽深成樹　内閣府審議官
・福井照　衆議院議員
・石田祝稔　公明党政調会長
・岸田文雄　自民党政調会長

○３．災害等に強い安全な暮らしの実現（住宅局関係P14）
（１）災害等に強い安全な住まい・まちづくりの推進
①住宅・建築物の耐震改修・建替え等安全性向上への支援　耐震対策緊急促進事業140億円
（前年度比1.17倍）及び社会資本整備総合交付金等の内数

○

概算要求に位置付けられた拡充事項
が、政府予算案に確実に盛り込まれ
るように引き続き提言していく。

南海トラフ地震における災害警
備活動の強化

◆警察庁

＜概要＞
①防災・減災に向けた事前対策の推進
及び発災時の迅速・的確な災害対応の
ための高性能な災害対策用車両等の整
備及び警察官の増員

○テロ対策と緊急事態への対処
　・緊急事態への対処　3,135百万円（H29：454百万円）
　大規模災害に係る危機管理体制の強化に向け、国境離島等警備資機材、災害警備用資機材及び
情報通信基盤を整備（警察庁概算要求資料４ｐ）

○警察基盤の充実強化 47,987百万円（H29：39,673百万円）
　うち装備資機材・警察施設の整備充実 46,786百万円（H29：39,077百万円）
　現場執行力の強化：警察活動を迅速かつ的確に行うため、警察用車両及び装備資機材を整備（警
察庁概算要求資料10ｐ）

○

5月31日 ・坂口正芳　警察庁長官

９．警察本部

○港湾整備事業　2,697億円（前年度比1.16倍）（港湾局関係予算P2）
（うち、推進枠　638億円）

※例示：高知港（港湾局関係予算P13）
３国民の安全・安心の確保
（１）大規模災害に対する港湾の防災・減災対策の推進
①港湾・背後地を守る取組の推進
■防波堤における「粘り強い構造」の導入

○
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

少子化対策の抜本強化に向け
た緊急提言
子どもの貧困対策の抜本強化
に向けた緊急提言

5月16日

7月28日

・加藤勝信　内閣府特命担当大
臣（少子化対策）
・小野田壮　内閣府子ども・子育
て本部審議官
・小野田壮　内閣府子ども・子育
て本部審議官

◆各府省

＜概要＞
＜少子化対策の抜本強化＞
①結婚の希望を叶えるための総合的な
支援策の拡充

8月22日 ・林芳正　文部科学大臣

・加藤勝信　厚生労働大臣

〇地域少子化対策重点推進交付金（◆内閣府）　5,317百万円（うち、推進枠5,117百万円含む。）
（H29：575百万円）
　・地方公共団体が行う少子化対策事業について、優良事例の横展開の支援に加え、「ニッポン一
億層活躍プラン」を一層推進する観点から、新たな事業を追加するなどの充実を図る。
　・結婚に伴う経済的負担を軽減するため、地方公共団体が行う結婚新生活支援事業（新婚世帯を
対象に家賃、引越費用等を補助）を支援する。
○少子化対策の効果的な推進を図るため、結婚支援者連携事業、「さんきゅうパパプロジェクト」（男
性の出産直後の休暇取得促進）の推進や子育て支援パスポート事業の充実強化のほか、「家族の
日」「家族の週間」など理解促進に向けた普及啓発活動等を展開　87百万円（うち、推進枠15百万
円）（H29：74百万円）

〇若年・子育て世帯が安心して暮らすことができる住生活の実現（◆国土交通省）
　地域居住機能再生推進事業　364.49億円（前年度比　1.49倍）
　公営住宅整備費等補助金　18億円（前年度比　1.06倍）
　スマートウェルネス住宅等推進事業　350億円（前年度比　1.09倍）
　地域型住宅グリーン化事業　135億円（前年度比　1.18倍）
　長期優良住宅化リフォーム推進事業　45億円（前年度比　1.10倍）
　優良住宅整備促進等事業費補助　251.32億円（前年度比　0.99倍）

・公的賃貸住宅団地の建替え等を契機に福祉施設等を誘導して地域居住機能を再生する取組への
支援とともに、既存の公的賃貸住宅の改修と併せて、子育て支援や高齢者福祉等の生活支援施設
や防災機能・施設等の導入を図る取組に対して支援を行う。
・地方公共団体等の定める計画に位置付けられた住宅団地等について、子育て支援施設等の整備
に対する支援を行う。
・三世代同居など複数世帯の同居に対応した良質な木造住宅の整備やリフォーム、若者が既存住
宅を取得して行う長寿命化等に資するリフォームに対する支援を行う。
・子育て支援に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、近居等に伴う住宅取得に対
して、地方公共団体による財政的支援と併せて、住宅金融支援機構のフラット35の金利引下げを行
う。

全国知事会（次世代育成支援対策ＰＴ）
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

②妊娠・出産の希望を叶えるための総
合的な支援策の拡充

〇子どもを産み育てやすい環境づくり（◆厚生労働省）　210億円（H29:206億円）
　①不妊治療への助成等
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用を助成す
るとともに、不妊専門相談センターの全都道府県・指定都市・中核市での設置に向け、箇所数の増を
図る
  ②子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展
開に向け、その設置促進を図るとともに、地域の実情に応じて、産前・産後サポート事業、産後ケア
事業の実施を支援する

〇小児・周産期医療体制の充実（◆厚生労働省）　735百万円（うち、推進枠588百万円）（H29：263百
万円）
・地域で安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子医療センターや
それを支える地域周産期母子医療センターの新生児集中治療室（NICU）、母体・胎児集中治療室
（MFICU）等へ必要な支援を行う
・産科医師や分娩取扱施設が存在しない二次医療圏（無産科二次医療圏）、又は分娩取扱施設が
少ない地域において、新規開設等を行う分娩取扱施設の施設・設備整備や、同地域に産科医を派
遣する医療機関に対して必要な経費を支援するなど、周産期医療体制の強化・充実を図る。【一部
新規】（一部推進枠）

現時点では
①事業内容が２９年度と同じで、予算
額が減額されている（１６０億→１５８
億）
②産前・産後サポート事業及び産後ケ
ア事業において箇所数は増えている
が、予算額は減額されている（３７．８
億→３６．６億）

③子育ての希望を叶えるための総合的
な支援策の拡充
（幼児教育・保育の無償化を含めた子育
て世帯の負担軽減に向けて）

〇保育の受け皿拡大・多様な保育サービスの充実（◆厚生労働省）　1,397億円（H29：975億円）
　待機児童の解消に向け、「子育て安心プラン」に基づき、保育園等の整備などを推進するとともに、
保育を支える保育人材の確保のため、保育補助者の雇上げ支援や業務のＩＣＴ化等の取組を推進す
る。

　①保育の受け皿拡大（一部推進枠）1,142億円（H29：975億円）
　②多様な保育の充実（一部推進枠）80億円（H29：70億円）
　③保育人材確保のための総合的な対策（一部推進枠）144億円（H29：193億円）
　④安心かつ安全な保育の実施への支援（一部推進枠）31億円（H29：23億円）

○幼児教育の振興（◆文部科学省）　52,944百万円（H29：35,902百万円）
①幼児教育無償化に向けた取組の段階的推進（事項要求）　30,899百万円（H29：30,899百万円）
　「幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議」（平成29年7月31日開催）で取りまと
められた方針等を踏まえ、幼児教育無償化に向けた取組を「環境整備」と「財源確保」を図りつつ、段
階的に進める。
②幼児教育の質の向上　　344百万円（H29：353百万円）
③幼児教育の環境整備の充実　21,700百万円（H29：4,650百万円）
   認定こども園等への財政支援を実施

○子ども・子育て支援新制度の実施（一部社会保障の充実）（◆内閣府）　2,433,152百万円+事項要
求（H29：2,455,015百万円）
①教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実）　916,695百万円+事項要求
（H29：916,695百万円）
　すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、幼児期の学校教育、保育、地域
の子ども・子育て支援の量及び質の向上を図る。
　・子どものための教育・保育給付　792,825百万円+事項要求（H29：792,825百万円）
　　【主な事項要求】
　　　幼児教育の段階的無償化に向けた取組（保育料負担の軽減含む）
②企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援（事業所内保育等への支援）
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

④働き方改革実行計画に沿った対策の
着実な実行
（働き方改革の実現～子育ての負担の
シェア、キャリアへの不安の解消～）

○長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり（◆厚生労働省）　309億円（H29：
256億円）
①長時間労働の是正　239億円（H29：190億円）
　・生産性を高めながら働く時間の縮減等に取り組む事業者等の支援　49億円（H29：23億円）
　　　時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む
中小企業や傘下企業を支
　援する事業主団体に対する助成を行うとともに、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な
助言・指導等を行う
　・医療従事者等の業種ごとの勤務環境の改善等　139億円（H29：113億円）
　　　働き方改革実行計画において、医師については時間外労働規制の対象となることから、医師の
長時間労働是正に向け、病
　院実態調査を実施するほか、相談体制の強化を図ること等により、都道府県医療勤務環境改善支
援センターがより効率的・効
　果的な支援を行う
　・年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進　2.5憶円（H29：2.4憶円）
　　　年次有給休暇の取得促進に向けて、普及啓発に努めるとともに、地域のイベントなどの特性を
生かした取り組みを進める。

○柔軟な働き方がしやすい環境整備（◆厚生労働省）　7.5憶円（H29：6.8憶円）
①雇用型テレワークの導入支援　5.7憶円（H29：5.5憶円）
　　雇用型テレワークのガイドラインの周知を図るとともに、テレワーク相談センターや国家戦略特別
区域における導入支援、セミ
　ナーの開催等を行い適正な労務管理における良質なテレワークの普及促進を図る。
②自営型テレワークの就業環境の整備【一部新規】　71百万円（H29：36百万円）
　　就業環境の適正化を図るため、自営型テレワークのガイドラインの周知を図るとともに、仲介事
業者が守るべきルールの明確
　化や働き手への支援の充実を図る。
　
○女性の活躍推進（◆厚生労働省）　969憶円（H29：505憶円）
①リカレント教育など個人の学び直しへの支援　673憶円（H29：342憶円）
・専門実践教育訓練給付による支援を引き続き実施　171憶円（H29：137憶円）
・女性の活躍促進に向けた職業能力開発の推進　503憶円（H29：204憶円）
②多様な女性活躍の推進等　　296憶円（H29：163憶円）
・仕事と家庭の両立支援の推進　285億円（H29：151億円）
・女性医師等のキャリア支援【推進枠】　66百万円（H29：20百万円）

15



政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

⑤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

〇子ども・子育て支援新制度の実施（一部社会保障の充実）（◆内閣府）　2,433,152百万円+事項要
求（H29：2,455,015百万円）
①教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実）　916,695百万円+事項要求
（H29：916,695百万円）
　すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、幼児期の学校教育、保育、地域
の子ども・子育て支援の量及び質の向上を図る。
　・子どものための教育・保育給付　792,825百万円+事項要求（H29：792,825百万円）
　　【主な事項要求】
　　　幼児教育の段階的無償化に向けた取組（保育料負担の軽減含む）
　・地域子ども・子育て支援事業（年金特別会計に計上）　123,870百万円+事項要求（H29：123,870百
万円）
　　【主な事項要求】
　　　社会保障の充実
②企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援（年金特別会計に計上）
133,155百万円（H29：131,328百万円）　「子育て安心プラン」に基づき、企業主導型の事業所内保育
等の保育を支援する。
　・企業主導型保育事業
　・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
③児童手当（年金特別会計に計上）　1,379,547百万円（H29：1,400,678百万円）

（参考）子ども・子育て支援新制度における量及び質の充実（社会保障の充実）
　・量的拡充
　　市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の事業量
の
　計画的な拡充を図る。
　・質の向上
　　子ども・子育て支援新制度の基本理念である、質の高い教育・保育、地域の子ども・子育て支援
の
　実現のための質の向上に向けた取組を実施する。
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

＜子どもの貧困対策＞
⑥保護者等への支援策の抜本強化

○ひとり親家庭等の自立支援の推進等（◆厚生労働省）　1,950億円（H29：1,978億円）
①ひとり親家庭等への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化【一部推進枠】　122億円（H29：
116億円）
　「すくすくサポート・プロジェクト」を着実の推進するとともに、ひとり親家庭の自立を支援するため、
相談窓口のワンストップ化の推進、子どもの学習支援、居場所づくり、親の資格取得支援（自立支援
教育訓練給付金の支給、高等職業訓練促進給付金の支給対象期間の更なる延長）、養育費確保支
援など、ひとり親家庭の支援策を着実に実施する
②自立を促進するための経済的支援　1,775億円（H29：1,820億円）
　ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当の支給や、母子父子
寡婦福祉資金貸付金の大学院進学のための資金の創設など、支援の充実を図る。
③女性活躍推進法の実効性確保
④子どもの学習支援事業の推進 47億円（H29：35億円）
　　生活困窮世帯の子どもを支援するため、高校を中退した人、中学卒業後進学していない人などを
含めた「高校生世代」への支援を強化。

〇児童福祉法改正を踏まえた児童虐待防止対策の強化・社会的養育の充実（◆厚生労働省）
1,512億円（H29：1,490億円）
　①児童虐待防止対策の強化
　児童虐待防止対策のさらなる推進に向けて、中核市・特別区における児童相談所の設置や市区町
村子ども家庭総合支援拠点の設置を促進するための支援等を行う。
　②子育て世代包括支援センターの全国展開（一部社会保障の充実）(再掲）
　妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国
展開に向け、その設置促進を図るとともに、地域の実情に応じて、産前・産後サポート事業、産後ケ
ア事業を実施する。

⑦子どもたちへの支援策の抜本強化 〇児童福祉法改正を踏まえた児童虐待防止対策の強化・社会的養育の充実（◆厚生労働省）
1,512億円（H29：1,490億円）
　①家庭養護等の推進（一部社会保障の充実）
　家庭養育の推進に向けて、里親のリクルート・研修・支援等を一貫して担う体制構築への取組等を
通じた里親制度の普及促進を図るとともに、特別養子縁組制度に関する周知広報及び民間あっせ
ん機関向けの研修事業等を創設する。併せて、児童養護施設の小規模化・地域分散化等の取組を
着実に実施する。
　②被虐待児童などへの支援の充実（一部社会保障の充実）
　医療的ケア等を必要とする子どもについて、施設において専門的な支援を行うための取組を推進
する。
　また、社会的養護自立支援事業等の充実を図ることにより、子どもの自立に向けた取り組みを着
実に進める。

〇いじめ・不登校対応等の推進（◆文部科学省）　7,281百万円（H29:6,134百万円）
◆いじめ対策・不登校支援等総合推進事業　　7,201百万円（H29:6,114百万円）
・外部専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等　6,707百万円（H29:5,910
百万円）
【学校等支援】
①スクールカウンセラーの配置拡充（平成31年度までに、スクールカウンセラーを全公立小中学校
（27,500校）に配置）
　【目標】　H29：26,000校　→　H30：27,500校
②スクールソーシャルワーカーの配置拡充（平成31年度までに、スクールソーシャルワーカーを全て
の中学校区（約１万）に配置）
　【目標】　H29：5,000人　→　H30：8,000人
③24時間子供SOSダイヤル
　　いじめ等を含む子供のSOSを受け止めるための通話料無料の電話相談の実施
【自治体支援】
④幅広い外部専門家を活用していじめ問題等の解決に向けて調整、支援する取組の促進等
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

○学校をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の推進（◆文部科学省）　3,389百万円
（H29:2,382百万円）
　子供の貧困対策に関する大綱を踏まえ、学校を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付け、総
合的な子供の貧困対策を推進するとともに、教育の機会均等を保障するため、教育費負担の軽減を
実施する。
◆教育相談の充実
　・スクールソーシャルワーカーの配置拡充【再掲】
◆学習支援の充実
　・地域未来塾による学習支援の充実
◆高校生等の就職・就学支援等
　・高等学校における次世代の学習ニーズを踏まえた指導の充実事業
◆要保護児童生徒援助費補助
◆地域の教育資源を活用した教育格差解消プラン
○私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業
　年収４００万円未満の世帯に属する児童生徒について、授業料負担の軽減を行う(年額１０万円)

〇高等学校等就学支援金交付金等（◆文部科学省）　367,663百万円（H29:366,849百万円）
　全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料に充てるために高等
学校等就学支援金を支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図る。

〇高校生等奨学給付金の充実（◆文部科学省）　15,487百万円（H29:13,625百万円）
　全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得者世帯の授業料以外の教育費負
担を軽減するため、高校生等奨学給付金により支援を行う。

〇大学等奨学金事業の充実と健全性確保（◆文部科学省）　118,120百万円（H29:105,902百万円）
　意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学等を断念することがないよう、安心して学ぶこ
とができる環境を整備することが重要である。このため、平成30年度から本格実施となる給付型奨
学金制度を確実に実施するとともに、無利子奨学金制度について、貸与基準を満たす希望者全員
への貸与を着実に実施するなど、大学等奨学金事業の充実を図る。

⑧都道府県の子どもの貧困対策計画等
への支援
（地域子供の未来応援交付金の拡充、
子ども食堂への支援）

○男女共同参画社会の実現・共生社会の形成等（◆内閣府）　2,354百万円（H29：1,275百万円
・官公民連携プロジェクトである「子どもの未来応援国民運動」の推進、子どもの貧困対策会議の開
催、子供の貧困に関する調査研究、地方における連携体制支援事業、子供の未来応援地域ネット
ワーク形成支援事業など、子供の貧困対策の推進（◆内閣府）　938百万円（うち、推進枠893百万
円）（H29:165百万円）
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

南海トラフ地震対策の充実強
化に関する提言

5月16日 ・松本純　内閣府特命担当大臣
（防災）
・石井啓一　国土交通大臣

＜概要＞
①南海トラフ地震・津波対策に必要な財
源の確保

7月5日 ・田中正朗　文部科学省研究開
発局長

南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策等の推進　1,772億円（前年度比1.11）（国交省予算概算要
求P9）
・高知港における三重防護事業の推進など

【関連予算】
◆国土強靭化推進室
○国土強靭化関係予算 4,595,952百
万円（前年度比1.24倍）

②住宅の耐震対策の抜本強化 7月12日
8月25日

・田野瀬太道　文部科学大臣政
務官
・牧野たかお　国土交通副大臣
・伊藤明子　国土交通省住宅局
長
・小此木八郎　内閣府特命担当
大臣（防災）

◆国土交通省
○３．災害等に強い安全な暮らしの実現（住宅局関係P14）
（１）災害等に強い安全な住まい・まちづくりの推進
①住宅・建築物の耐震改修・建替え等安全性向上への支援　耐震対策緊急促進事業140億円（前年
度比1.17倍）及び社会資本整備総合交付金等の内数

○

③津波避難対策緊急事業計画の実現に
対する予算枠の確保及び地方負担の軽
減

④南海トラフ地震津波避難対策特別強
化地域内の津波避難困難地域を解消す
るための配慮

⑤地震・津波対策のための河川・海岸堤
防の整備、排水機場の耐震化・耐水化
の支援

◆国土交通省
○港湾整備事業　2,697億円（前年度比1.16倍）（港湾局関係予算P2）
（うち、推進枠　638億円）
○港湾海岸事業　114億円（前年度比1.17倍）（港湾局関係予算P2）
（うち、推進枠　26億円）
○海岸　162億円（前年度比1.16倍）（水管理・国土保全局予算P2）

※例示：高知港（港湾局関係予算P13）
３国民の安全・安心の確保
（１）大規模災害に対する港湾の防災・減災対策の推進
①港湾・背後地を守る取組の推進
　防波堤における「粘り強い構造」の導入

※例示：高知港海岸（港湾局関係予算P15）
（２）津波・高潮・侵食被害に備えた港湾海岸の整備　114億円（前年度比1.17倍）
①津波・高潮・侵食対策等の推進

※例示：高知海岸（水管理・国土保全局予算P10）
○２－１．治水事業等関係費
（１）防災意識社会への転換の加速化
３）南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の大規模地震に備えた地震・津波対策　412億円（対前年
度比1.06）

○Ⅱ国民の安全・安心の確保（概算要求概要P15）
（４）地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援
（ａ）地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援（防災・安全交付金）
12,982億円（前年度比1.17倍）

○

平成29年5月に高知港海岸の国直轄
工事に着手した。
高知港海岸における国直轄事業の確
実な促進と、県事業（海岸堤防・河川
堤防の耐震対策等）への予算の重点
配分及び全国防災事業に替わる新た
な財政支援制度の創設について引き
続き提言していく。

南海トラフ地震による超広域災害への備えを強力に進める１０県知事会議
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

⑥ゼロメートル地帯等の地域の実情に
応じた総合的な防災・減災対策への支
援強化

⑦コンビナート等の地震・津波対策の迅
速な推進

⑧国の具体計画に基づく大規模な広域
防災拠点等の機能向上

◆内閣府防災担当

○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【継続】　97百万円（うち、優先枠66百万円）（H29：61百万円）（H30概算要求P14）
　・大規模地震の応急対策活動の具体計画について、より実効性の高いものとする

○現地対策本部設置のための施設整備【継続】　120百万円（H29：147百万円）（H30概算要求P17）
（うち、推進枠120百万円）
　・現地対策本部の迅速な立ち上げと円滑な災害対応に資するための施設改修

○

⑨ミッシングリンクの早期解消等災害に
強い道路ネットワークの構築

◆国土交通省
○道路ネットワークによる地域・拠点の連携確保　4,431億円（道路局関係予算P3）（対前年度比
1.26）
（うち、推進枠　2,334億円）

○道路の防災・減災対策（道路局関係予算P18）
・災害に強いネットワークを構築するため、ミッシングリンクの整備等による多重化・代替性の確保や
道路閉塞の回避に向けた無電柱化等の取組を推進

○

・四国８の字ネットワークのミッシング
リンクの早期整備に向け、計画段階評
価完了区間の早期事業化、事業中区
間の早期完成を政府予算案決定に向
けて引き続き提言していく。
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政策提言の概算要求への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

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

備考（特記事項ほか補足）

⑩医療資源が絶対的に不足する事態を
回避するための災害時における医療救
護体制の強化

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【継続】（◆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。

○

⑪医療施設や防災拠点等人命にかかわ
る重要施設の機能を維持するために必
要な水道施設の耐震化の促進

〇強靭・安全・持続可能な水道の構築（◆厚生労働省）　843億円（うち、推進枠440億円）（Ｈ29：355
億円）
　水道施設の耐震化・広域化、安全で良質な給水を確保するための施設整備など緊急性の高い事
業について引き続き支援を行うとともに、コンセッションの推進や先端技術を活用した効率的で付加
価値の高い水道サービス実現のための支援など、将来にわたり持続可能で強靱かつ安全な水道の
構築を図る。
（主な事業）
・水道施設整備費補助　277億円（H29:186億円）
・生活基盤施設耐震化等交付金　566億円（H29:169億円）

○

⑫地震・津波観測監視システムの早期
整備と活用への支援

◆文部科学省
１０．自然災害に対する強靭な社会に向けた研究開発の推進（文科省科学技術関係概算要求P14）
◆基礎的・基盤的な防災科学技術の研究開発の推進　9,054百万円（対前年比1.28）
・また、ケーブル式海底地震・津波観測システムに関する調査を実施する。 ○

⑬「世界津波の日」制定を契機とした防
災意識の向上
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