
政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

月日 提言先

地方税財源の充実・強化 ◆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】　62.1兆円程度（H28：61.7兆円）
・地方が一億総活躍社会の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に
財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、平成28年度を0.4兆円上
回る額を確保
〇まち・ひと・しごと創生事業費【継続】　1.0兆円（H28：1.0兆円）
・地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ
細やかな施策を可能にする観点から平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費」につ
いて、平成29年度においても引き続き1兆円を確保

○緊急防災・減災事業債の対象事業【継続（拡充）】　1,000億円（H28：5,000億円）
・指定避難所及び災害対策の拠点となる庁舎の防災機能の強化を推進

○緊急防災・減災事業債【継続】　5,000億円（H28：5,000億円）
・緊急防災・減災事業費について、対象事業を拡充した上で、東日本大震災に係る復興・創生期間
である平成32年度まで4年間延長

○

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】　16.3兆円（H28：16.7兆円）
・機構準備金の活用など地方交付税の原資を最大限確保することにより、地方交付税（交付ベース）
について、16.3兆円を確保。あわせて臨時財政対策債の増を＋0.3兆円に抑制
・これにより概算要求時点における地方交付税の減と臨時財政対策債の増を可能な限り抑制
（参考：概算要求時点）
　地方交付税：16兆円（対前年度▲0.7兆円）　臨時財政対策債：4.7兆円（対前年度＋0.9兆円）

○

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

地方創生の取り組みが地域地
域で持続可能なものとなること
を目指して

4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

◆各省

＜概要＞
①「地方創生」の推進を通じて生まれて
きた新たな取り組みを「拡大再生産」の
ループに乗せ、より力強いものにしてい
くため、地方における「担い手の育成・確
保」「地域産業クラスターの形成」「起業・
新事業展開の促進」の取り組みを支援

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 ○地方創生拠点整備交付金（公共事業含む）（◆内閣府）【新規】　900億円
（施設整備等の未来への投資に重点化　869.8億円　道、港、汚水処理施設　30.2億円）
・地方版総合戦略に位置付けられた施設整備等
　（ソフト事業を併せて実施する場合は、地方創生推進交付金を組み合わせて実施）

○地方創生推進交付金（◆内閣府）【継続】　1,000億円（H28：1,000億円）
・地方の平均所得の向上等の観点から地方創生の更なる深化を目的として、地方公共団体が自主
的・主体的に実施する先導的な取組を支援

○

２．産業振興推進部

備考（特記事項ほか補足）

１．総務部
4月19日 ・桜井俊 総務事務次官

・佐藤文俊 総務省総務審議官
・安田充 総務省自治財政局長
・内藤尚志 総務省大臣官房審議
官（財政制度・財務担当）

項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況
第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン

政策提言
反映状況
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

地方での新事業展開や小規模
な起業の促進

4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

＜概要＞
①事業者の新事業展開へのサポート強
化

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 〇創業・事業承継支援事業（◆経済産業省）【新規】　11.0億円
・産業競争力強化法の認定市区町村で創業を目指す創業者や創業支援事業者の取組を支援すると
ともに、イベントの開催等により創業機運の醸成を図る。また、事業承継ニーズの掘り起こし・早期準
備の促進を図るとともに、事業承継（事業再生を伴うものを含む）を契機とした経営革新や事業転換
を支援する

〇地域未来投資の活性化のための基盤強化事業（◆経済産業省）【新規】　10.0億円
・公設試等に対するＩｏＴ設備等の導入を支援することを通じ、地域イノベーション創出のための新た
な基盤を整備。また、導入施設を十分に活用できるよう公設試等の人材育成を実施

②小規模な起業等を応援するためのリ
スクマネーの供給強化

③起業をサポートするためのメンターや
アドバイザーを斡旋する事業の創設

中山間地域の維持・創生に向
けた「小さな拠点」への支援

4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

◆内閣府、総務省

＜概要＞
①各地域に「小さな拠点」を張り巡らせる
ために必要な財源の確保

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 ○地方創生拠点整備交付金（公共事業含む）（◆内閣府）【新規】　900億円（再掲）
・地方版総合戦略に位置付けられた施設整備等について支援
　（ソフト事業を併せて実施する場合は、地方創生推進交付金を組み合わせて実施）

○小さな拠点・地域運営組織の形成拡大支援事業（◆内閣府）　【新規】　0.6億円
・広域レベルでの取組支援体制・人材育成体制の構築のための支援を実施

○地方創生推進交付金（◆内閣府）【継続】　1,000億円（H28：1,000億円）（再掲）
・地方の平均所得の向上等の観点から地方創生の更なる深化を目的として、地方公共団体が自主
的・主体的に実施する先導的な取組を支援

○地域運営組織の形成促進（◆総務省）【継続】　0.2億円（H28：0.2億円）
・地域の課題解決のための住民による取組体制の確立のため、地域運営組織の形成及び持続的な
運営を支援

○過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業　（◆総務省）【継続】　2億円（H28：4億円）
・住民自身による住民の「くらし」を支える生活サポートシステムの構築や、コミニュティビジネスの創
出等「なりわい」を継承・創出する活動の育成を支援（過疎地域等自立活性化推進交付金）

○過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業　（◆総務省）【継続】　4億円（H28：4億円）
・基幹集落を中心に周辺の複数の集落をひとつのまとまりとする「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）
を形成し、「くらし」を支える生活サポートシステムの構築や「なりわい」を継承・創出する活動の育成
を支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】 ○

（参考）
◆内閣官房「地域の課題解決のため
の地域運営組織に関する有識者会
議」最終報告（平成28年12月）
「現行法人制度の有効活用に加え、
現場のニーズに応じた多様な法人類
型の整備の検討が必要」
「地域運営組織のうち地縁型組織の
法人格については、既存の法人制度
を参考にしつつ、経済活動を行う地縁
型組織の法人化を促進する上で現行
の制度に不足している点があるかどう
か、また、どのような制度にしていくこ
とが望ましいか、検討する必要」

◆経済産業省「地域を支えるサービス
事業主体のあり方に関する研究会」
（平成28年4月）
「社会性の担保方法・基準、行政の関
与のあり方、新たな法人制度の要否
及び事業主体を機能させるための仕
組み等については、更なる検討が必
要」

３．中山間対策・運輸担当理事所管
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

②「地域運営組織」のあり方の検討に当
たっては、経済活動など組織の継続に
向けた取り組みを支援するような仕組み
とするとともに、法人格を持たない住民
組織等が行う取り組みにも対応できる柔
軟なものとすること

○都市農村共生・対流及び地域活性化対策（◆農林水産省）【拡充】　総額101億円のうち14.5億円
（H28：総額80億円のうち19.2億円）
・農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した地域の活動計画作りや実践活動、意欲ある都市の
若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取組を支援
・福祉農園等の整備を支援する地域を農村地域まで拡充し、福祉と連携した農業活動等の取組を全
国的に支援

○農泊推進対策（◆農林水産省）【新規】　総額101億円のうち50.0億円
・地域資源を活用した観光コンテンツを創出し、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施できる体
制を持った「農泊地域」の創出を通じて、農山漁村の所得を増加していくため、ソフト・ハード対策を
一体的に支援

○「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業（◆国土交通省）【継続】　156百万円
（H28：243百万円）
・人口減少・高齢化が進む中山間地域等において、基幹集落に複数の生活サービスや地域活動の
場を進め、周辺集落とネットワークで結ぶモデル的な「小さな拠点」の形成を推進する。このため、既
存公共施設の再編・集約等に対する支援について、NPO等による事業も補助対象に追加する

四国への新幹線の導入につい
て（補正含む）

4月15日 村上誠一郎 衆議院議員
山本有二 衆議院議員
藤田耕三 国土交通省鉄道局長
水嶋智 国土交通省官房審議官
（鉄道）

＜概要＞
①現在基本計画にとどまっている四国
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・研究の実施

5月13日 徳山日出男  国土交通事務次官 ○幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査（280百万円の内数：鉄道整備等基礎調査委託費）

②国内における新幹線ネットワークの早
期実現に向けた整備コストの削減手法
など技術的な研究の実施

7月14日 奥田哲也 国土交通省鉄道局長

7月20日 山本順三 国土交通副大臣（四国
４県提言）

7月21日 武藤浩 国土交通事務次官

○

（参考）
◆内閣官房「地域の課題解決のため
の地域運営組織に関する有識者会
議」最終報告（平成28年12月）
「現行法人制度の有効活用に加え、
現場のニーズに応じた多様な法人類
型の整備の検討が必要」
「地域運営組織のうち地縁型組織の
法人格については、既存の法人制度
を参考にしつつ、経済活動を行う地縁
型組織の法人化を促進する上で現行
の制度に不足している点があるかどう
か、また、どのような制度にしていくこ
とが望ましいか、検討する必要」

◆経済産業省「地域を支えるサービス
事業主体のあり方に関する研究会」
（平成28年4月）
「社会性の担保方法・基準、行政の関
与のあり方、新たな法人制度の要否
及び事業主体を機能させるための仕
組み等については、更なる検討が必
要」

○

当該調査については、幹線鉄道ネット
ワークの現況や課題等を調査し、今
後、幹線鉄道ネットワーク等のあり方
が検討されることとなるものの、四国
の新幹線の整備計画への格上げに向
けた直接的な調査ではないことから、
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
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

中小企業等の人材確保に関す
る総合的な支援対策の充実

4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

◆内閣府、総務省

＜概要＞
①人材のプラットホームの設置
都市部の中核人材等の情報を国でス
トックし、地方で必要な人材のマッチング
ができる仕組みづくり

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 既存の「起業家誘致・人材サイクル事
業」（総務省）を活用するとともに、当
該事業で展開するポータルサイトがよ
り使いやすいものになるよう働きかけ
を継続予定

②地方への人材の流れを後押しする支
援制度の創設
都市部と地方の距離による格差を埋め
る支援制度の創設

小規模事業者の持続的発展を
さらに拡大させるための取組
に対する支援

4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

＜概要＞
①補助対象事業の拡充
地域地域で関連産業を集積する地域産
業クラスター形成の取組を対象に、参画
する小規模事業者への補助上限額を２
００万円とする要件を新設、共同事業の
上限額を１，０００万円とする

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 ◆経済産業省
○小規模事業者販路開拓支援事業（小規模事業者持続化補助金）【継続】　120.0 億円(H28：100.0
億円）
・小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支
援。なお、賃上げ・雇用対策に取り組む事業者による取組は重点的に支援
補助上限額：50万円
　　　　　　　　100万円（賃上げ、雇⽤対策、海外展開、買物弱者対策）
　　　　　　　　200万円（熊本地震対策）
　　　　　　　　500万円（複数の事業者が連携した共同事業）等

◆経済産業省
革新的ものづくり・商業・サービス開発
支援事業（地域未来投資促進事業
1001.3億円の１メニュー）の活用により
対応可能

②地域産業クラスターの取組が着実に
進むよう、施策効果の高い本制度を安
定して継続実施すること

【その他、地域産業クラスター等の取組に必要な事業】
◆経済産業省
○地域未来投資促進事業【新規】　1001.3億円（H28：1020.5億円）
・中小企業・小規模事業者の生産性向上のため、革新的ものづくり・サービスの開発に加え、IT化に
よる業務効率化や、TPPも見据えた海外販路開拓などの新たな需要の創出も一体的に支援。なお、
賃上げ・雇用対策に取り組む事業者や、最低賃金引上げの影響を受ける事業者による取組は重点
的に支援

○地域未来投資の活性化のための基盤強化事業【新規】　10.0億円
・公設試等に対するIoT設備等の導入を支援することを通じ、地域イノベーション創出のための新た
な基盤を整備。また、導入設備を十分に活用できるよう公設試等の人材育成を実施

○「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（◆総務省）【継続】　1.2億円（Ｈ
28：1.1億円）
・「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

４．商工労働部
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

地方への企業移転の促進 4月11日 山崎史郎 まち・ひと・しごと創生
本部事務局地方創生総括官

＜概要＞
地方への人の流れを一層促進するため
の地方拠点強化税制の拡充強化
①現行の税制優遇の対象に事務的業務
やコンテンツ業務等の事業所を加えるこ
と

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣 ◆内閣府（税制改正要望）
○地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充【拡充】
・東京一極集中を是正し、安定した良質な雇用の創出を通じて、地方への新たな人の流れを加速す
るため、地方拠点強化税制について拡充等を行う
①オフィス減税について、平成29年度に引き下げられる税制控除率を現行水準まで引上げる。②雇
用促進税制について、質の高い雇用（正社員）に対する税額控除額を上乗せする。③移転型事業の
要件について、地方における新規雇用者（東京23区における従業員減少分を上限）を、東京23区か
らの転勤者とみなすことにより要件を緩和する

②大都市と地方の法人税に差を設ける
こと

③企業立地補助金等の益金不算入制
度を導入すること

産地パワーアップ事業の予算
確保と充実　【補正含む】

◆農林水産省

＜概要＞
①産地パワーアップ事業の予算確保

4月14日

7月20日

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

枝元真徹 農林水産省生産局長

○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する ○

②ハウス等の生産関連施設の整備と関
連する補完的な工事を一体的に補助す
ること

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官 －

詳細について情報収集していく

園芸農業を核とした農業クラス
ターの形成に必要な予算の確
保（追加）

◆農林水産省

＜概要＞
①産地パワーアップ事業について、若者
が暮らし稼げる地域創生の取り組みに
意欲的な産地に対する、重点的な予算
の配分

11月29日 山本有二　農林水産大臣 ○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）（再掲）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する ○

②強い農業づくり交付金の安定的かつ
十分な予算確保

11月29日 山本有二　農林水産大臣 ○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）
・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共同利用施設の
整備等を支援する ○

５．農業振興部
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

魅力ある次世代農業への転換
を促進する省力化技術の導入
への支援

◆農林水産省

＜概要＞
労働負担の大きい果樹や野菜の収穫・
出荷調整にかかる作業の軽労化を図る
ため、農業用アシストスーツをリース導
入できる支援制度を創設すること。

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）（再掲）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する

○農業労働力最適活用支援総合対策事業【継続】　150百万円（H28：250百万円）
・労働力の募集・育成、産地の要請に応じた人材の調整、労働負荷軽減のための環境整備等を実
施する

○

ＩＣＴ技術を活用した地域内高
度生産技術システムの構築へ
の支援

◆農林水産省

＜概要＞
①環境制御技術の産地規模での導入支
援

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）（再掲）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する

○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）（再掲）
・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共同利用施設の
整備等を支援する

○

②ＩＣＴ技術を活用した地域内高度生産
技術システムの構築への支援

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）（再掲）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する

○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）（再掲）
・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共同利用施設の
整備等を支援する

○

地域エネルギー導入への支援 4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

◆農林水産省

＜概要＞
利用の進んでいない再生可能な地域エ
ネルギー導入への支援の充実

○産地パワーアップ事業【継続】　H28補正：57,000百万円（H27補正：50,500百万円）（再掲）
・水田・畑作・野菜・果樹等の産地が、平場、中山間地域など、地域の営農戦略として定めた「産地パ
ワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための
取組をすべての農作物を対象として総合的に支援する

○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）（再掲）
・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共同利用施設の
整備等を支援する

○
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

機構集積協力金の柔軟な対応
と予算の確保

◆農林水産省

＜概要＞
農業クラスター形成に必要な優良農地
確保に繋がるように、機構集積協力金
の制度設計を柔軟に見直すと共に、必
要な予算を確保すること

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○機構集積協力金交付事業【継続】　10,043百万円（H28：4,591百万円）
・担い手の農地利用の増加に資するよう、①まとまった農地を貸し付けた地域、②農地を貸し付け、
担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手に対し、協力金を交付する

予算確保については
○

詳細について引き続き情報を収集して
いく

農業基盤整備の予算確保 ◆農林水産省

＜概要＞
次世代型ハウスを中心とした施設園芸
団地の整備や、それらによる生産拡大を
核として関連産業を集積させた農業クラ
スターを形成していくためには、その下
支えとなる農業基盤整備が不可欠であ
り、十分な予算額を確保していくこと

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○農地耕作条件改善事業【継続】　H28補正：10,200百万円、H29：23,562百万円（H28：12,274百万
円）対前年度比192.0%
・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

○

・H29当初＋H28補正：338億円
　　　　　 （対H28当初比275.1%）

農業クラスター形成に向けた
制度資金利用への支援

◆農林水産省

＜概要＞
①農業近代化資金制度の拡充

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

×

引き続き情報を収集していく

②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 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○担い手経営発展支援金融対策【継続】　H28補正：4,578百万円（H27補正：9,955百万円）
・スーパーＬ資金の金利負担軽減措置及び融資円滑化措置により、規模拡大、農産物輸出等の攻
めの経営展開に意欲的に取り組む農業者を、金融面から強力に支援する

○農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業【継続】　5,646百万円の内数（H28:6,520百万円の
内数）
・人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者等が借り入れるスーパーＬ資金につ
いて、貸付当初５年間の金利負担と軽減する ○
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

中山間地域における持続可能
な農業の展開（追加含む）

◆農林水産省

＜概要＞
①中山間地域の農業を支える複合経営
拠点を地域地域に整備するために、農
山漁村振興交付金の安定的かつ十分な
予算を確保

4月14日

11月29日

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

山本有二 農林水産大臣

○農山漁村振興交付金【継続】　10,060百万円（H28：8,000百万円）
・農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取組や農山漁村への定住、「民
泊」等を促進し、農山漁村の振興を図る

○農泊推進対策【新規】　総額101億円のうち50.0億円
・地域資源を活用した観光コンテンツを創出し、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施できる体
制を持った「農泊地域」の創出を通じて、農山漁村の所得を増加していくため、ソフト・ハード対策を
一体的に支援

○中山間地域所得向上支援対策【新規】　H28補正：30,000百万円のうち
　中山間地域所得向上支援事業【新規】　H28補正：10,000百万円
・中山間地域において、収益性の高い農産物の生産・販売等に本格的に取り組む場合に策定する
実践的な計画に基づき、水田の畑地化等の基盤整備、生産・販売等の施設整備等を総合的に支援

○中山間地農業ルネッサンス事業【新規】　40,000百万円
・傾斜地などの条件不利性とともに鳥獣被害の増加、人口減少・高齢化・担い手不足等、厳しい状況
に置かれている中山間地において、清らかな水、冷涼な気候、棚田の歴史等の中山間地の特色を
活かした多様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定や制度の拡充等により後押しす
る

○

【追加】
②農業・農村の持つ多面的機能の維
持・発揮を図るために、多面的機能支払
交付金の安定的かつ十分な予算確保

11月29日 山本有二 農林水産大臣 ○多面的機能支払交付金【継続】　48,251百万円（H28：48,251百万円）
・地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る
活動を支援

○中山間地農業ルネッサンス事業に係る制度拡充で、本事業が優先枠の枠組みに入っているが、
詳細不明。（高知県の場合　多面実施地区の中山間実施率　82％）
　また、運用改善により資源向上支払とそれ以外との区分の経理を１本化することで事務負担軽減
を図ることとなっている

－

H28.12.17農政局に確認したが中山間
地ルネッサンス事業の優先枠につい
てはまだ不明、今後引き続き情報を収
集していく

中山間地域の農業を支え、競
争力を高める複合経営拠点の
展開　【補正】

◆農林水産省

＜概要＞
農村の生産基盤の維持に不可欠な農
道・水路等の長寿命化を早期に実現す
るために、多面的機能支払交付金（資源
向上支払交付金(長寿命化)）の十分な
予算を確保

7月20日 佐藤速水 農林水産省農村振興
局長

○多面的機能支払交付金【継続】　48,251百万円（H28：48,251百万円）（再掲）
・地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る
活動を支援

－

H28.12.17農政局に確認したが中山間
地ルネッサンス事業の優先枠につい
てはまだ不明、今後引き続き情報を収
集していく

加工食品の原料原産地表示
の拡大について

◆農林水産省、消費者庁

＜概要＞
国産原材料の利用拡大と消費者の選択
に資するため、加工食品の原料原産地
表示を拡大すること

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

・「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」（11月2日開催）で、国内で製造された全ての
加工食品について主な原料の原産国表示を原則的に義務付ける報告書案が大筋で了承された。
・政府は、報告書案がまとまり次第、新たなルールを盛り込んだ食品表示基準の策定作業を進め、
来年夏ごろの交付を目指す

○

今後引き続き情報を収集していく
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

畜産クラスター事業における十
分な予算確保と支援対象の拡
充　【補正・追加含む】

◆農林水産省

＜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

4月14日

11月29日

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

山本有二 農林水産大臣

○畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業【継続】　H28補正：68,481百万円（H27補正：60,981百
万円）
・平場・中山間地域などにおける畜産クラスターの仕組みを活用した取組を進めることにより、我が
国の畜産・酪農の収益力強化を進める 予算確保については

○

②各地域でクラスターを形成するために
欠くことのできない小規模な産地食肉セ
ンターや食鳥処理施設を補助対象とす
ること

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

－

今後情報を収集していく

③こだわりを持って生産している意欲あ
る生産者が、流通業者など関係者と連
携して行う国内産の畜産物の消費拡大
や販売促進の取り組みについて支援す
る制度を創設すること

4月14日 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

－

今後情報を収集していく

畜産クラスター形成に必要な
予算確保と補助対象の拡充
【補正】

◆農林水産省

【補正】
④強い農業づくり交付金における産地
食肉センターの補助対象の拡充

7月20日 枝元真徹 農林水産省生産局長 ○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）（再掲）
・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共同利用施設の
整備等を支援する 予算確保については

○

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　【追加】

◆農林水産省

【追加】
⑤産地食肉センターの整備に対する支
援

11月29日 山本有二　農林水産大臣 ○強い農業づくり交付金【継続】　20,174百万円（H28：20,785百万円）（再掲）
・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共同利用施設の
整備等を支援する

－

補助要件の緩和など反映されている
かは現時点で不明。引き続き情報を
収集していく
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

農業・農村を支える基盤整備
事業の促進　【補正・追加含
む】

◆農林水産省
○農業農村整備事業関係予算　H28補正：175,200百万円、4,020億円（H28：3,820億円）対前年度比
105.2%

・H29当初＋H28補正：5,772億円
　　　　　　 （対H28当初比151.1%）
 ※H21当初予算並みの水準まで回復

＜概要＞
①農業の競争力を強化するための基盤
整備予算の確保

4月14日

7月20日

11月29日

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

佐藤速水 農林水産省農村振興
局長

山本有二 農林水産大臣

○農業競争力強化基盤整備事業【継続】　H28補正：850億円、57,999百万円（H28：50,020百万円）対
前年度比116.0%
・農業競争力強化を図るため、農地の大区画化や汎用化、農業水利施設の整備等を行い、担い手
への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進する。また、農業水利施設の長寿命化や水路
のパイプライン化等の整備など水利用の効率化・水管理の省力化を図る

○

・H29当初＋H28補正：1,430億円
　　　　　　 （対H28当初比285.8%）

②農村地域の国土強靭化を加速化する
ための予算の確保

4月14日

7月20日

11月29日

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

佐藤速水 農林水産省農村振興
局長

山本有二 農林水産大臣

○農村地域防災減災事業【継続】　H28補正：50,000百万円の内数、H29：50,827百万円（H28：50,768
百万円）対前年度比100.1%
・地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力向上を図るための総合的な防災・減災
対策を実施する

○

・H29当初＋H28補正：746億円
　　　　　　 （対H28当初比146.9%）

農林水産物の輸出拡大による
「攻めの農林水産業」への転換
【補正】

◆農林水産省

産地が輸出拡大の取り組みを強化する
ためのハード・ソフト両面での支援策の
拡充
１　各国の基準に対応した生産体制の
強化
２　高度な衛生管理のできる加工体制の
強化
３　長期輸送に対応できる体制の強化
４　海外での販路開拓に向けた体制の
強化
５　産地に近い輸出拠点の整備

7月20日 枝元真徹 農林水産省生産局長 ○輸出力強化戦略実行緊急対策事業【新規】　H28補正：3,300百万円の内数
・「農林水産業の輸出力強化戦略」及び「日本再興戦略2016」に基づき、農林漁業者や食品事業者
による意欲的な取組を支援

○農畜産物輸出拡大施設整備事業【継続】　H28補正：10,000百万円（H27補正：4,300百万円）
・「攻めの農林水産業」を実現するため、輸出の拡大や高品質・高付加価値化に資する生産から流
通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設や卸売市場施設の整備を支援する 1  　　　   △

2、3、4    ○

詳細について引き続き情報を収集して
いく
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

ＣＬＴを核とした木材需要の拡
大と地方創生の推進（補正・追
加含む）

4月11日 今井敏 林野庁長官

＜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 森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

②中高層建築に向けた技術研究の加速
化

4月20日 石破茂 地方創生担当大臣

○

③ＣＬＴの需要拡大に向けた普及活動へ
の継続的な支援

5月13日 徳山日出男  国土交通事務次官

○

④ＣＬＴに関する人材の育成及びモデル
建築物の整備への支援

6月6日 由木文彦 住宅局長

○

⑤ＣＬＴパネル関連産業の整備への支援 7月20日 【ＣＬＴ首長連合】
今井敏 林野庁長官 ○

7月21日 【ＣＬＴ首長連合】
由木文彦 国土交通省住宅局長

8月24日 【ＣＬＴ首長連合】
二階俊博　自由民主党幹事長
丸川珠代 オリ・パラ担当大臣

11月29日 山本有二　農林水産大臣

12月9日 石井啓一　国土交通大臣

◆林野庁
○ＣＬＴ建築物等普及促進事業【新規】　10.0億円
・ＣＬＴを活用した先駆的な建築に関する実証的な取組等への支援
　　・協議会が取り組む実証的建築支援
　　・実証的な建築物の設計・建築に必要な試験等
　　・ＣＬＴ建築物等普及促進利子助成事業

○合板・製材生産性強化対策のうち木材加工流通施設整備【継続】　330.0億円の内数（H27補正：
290.0億円）
・ＣＬＴ製造施設をはじめとした地域材の競争力強化に資する大規模・高効率の合板・製材工場等及
び原木供給の効率化を進めるためのストックヤード等の整備

○地域材利用拡大緊急対策事業【継続】　5.0億円（H27補正：18.0億円）
　　地域材利用の木材関係者等への支援対策　4.1億円（H27補正：内訳額の記載無し）
・住宅等における地域材の需要拡大を図るため、各地域又は全国の木材関係団体が工務店・製材
業者・素材生産業者等の関係者と連携して行う展示会・消費者向けセミナーの開催、住宅・木材製
品の設計者等への各種研修会・技術指導の実施、住宅の工法・住宅資材の開発・試作等、地域材
の需要拡大に向けた総合的な取組等を支援

○革新的技術開発・緊急展開事業　117.0億円
・農林漁業経営体の技術力強化のため、テーマ毎に、農林漁業者、企業、大学、研究機関がチーム
を組んで、明確な開発目標の下で現場への実装までを視野に入れた技術開発を支援

○森林・林業再生基盤づくり交付金【継続】　41.2億円（H28：41.4億円）
・木材利用の拡大、木材の安定的・効率的な供給、林業の持続的かつ健全な発展、森林の公益的
機能の発揮等を図るために必要な機械施設の整備等について、地域の自主性・裁量を尊重しつつ、
都道府県等に対して一体的に支援
　・木造公共建築物やバイオマスの供給・利用を促進する施設の整備
　・地域材を利用したＣＬＴなどの木材加工流通施設の整備
　・高性能林業機械の導入、特用林産物の生産基盤の整備
　・コンテナ苗の生産施設等の整備　等

○都市の木質化等に向けた新たな製品・技術の開発・普及【継続】　3.5億円（H28：3.7億円）
・ＣＬＴ等中高層建築物等の木質化に係る技術の開発・普及
　・ＣＬＴを活用した普及性や先駆性が高い建築物の建築等を支援。また、それらの成果を踏まえた
ＣＬＴの活用方法の普及、ＣＬＴ強度データ等の収集、中高層建築等の木造化に向けた木質耐火部
材等の開発を行う
・木材を利用した建築物の建設に携わる設計者の育成等の促進
　・中高層建築物等への木材利用を促進するため、木材を利用した建築物に携わる設計者等を育成
する取組を支援

◆国土交通省
〇地方創生の推進
　　サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）　3.71億円
・新たな木材需要の創出に向けて、ＣＬＴ等の木質建築材料を用いた工法等について、その積極的
な導入を促すとともに実用化と普及を図るため、建築実証と居住性等の実験を担う実験棟の整備に
対する支援等を実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】

６．林業振興・環境部
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

○

再生可能エネルギーの導入促
進

7月11日 東京事務所から資源エネルギー
庁に持込

＜概要＞
①送電網が脆弱な地域におけるインフラ
整備問題を解決するため、国の責任に
おいて早急に整備方針を具体化

②各電源の個性に応じた最大限の導入
拡大と国民負担の抑制の両立を目指
し、蓄電池との組み合わせによる導入拡
大や地産地消型再エネ事業の推進への
支援の充実

メタンハイドレート開発計画の
促進

7月11日 東京事務所から資源エネルギー
庁に持込

＜概要＞
①エネルギーの安全保障の対策として
も有効であるメタンハイドレートの実用化
に向けた取組の加速化

○

②土佐沖をフィールドとした掘削試験の
実施

③土佐沖での掘削試験の活動拠点とし
て高知新港の積極的な活用○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

◆資源エネルギー庁
○資源権益の獲得、メタハイなどの国産資源開発を推進
　　開発主体の新陳代謝の促進も見据えた国内資源開発の推進【新規】　242.0億円
・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
　・・・メタンハイドレートについては、2018年度を目途に商業化の実現に向けた技術の整備に向け、
砂層型は海洋産出試験後の地質サンプル調査・廃坑作業等、表層型は資源回収技術の調査研究
等を実施する

○良質な住宅ストックの形成と流通促進による住宅市場の活性化
　　環境・ストック活用推進事業【継続】　103.6億円の内数（H28：109.5億円の内数）
　　 サステナブル建築物等先導事業
・設計、設備、運用システム等において、省エネ・省CO2、木造・木質化、気候風土に応じた木造住宅
の建築技術・工夫等による低炭素化、健康・介護、災害時の継続性、少子化対策、防犯対策、建物
の長寿命化等に寄与するIoTをはじめとした先導的な技術が導入される住宅・建築物プロジェクトに
対して支援を行う
 
◆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【新規】　20億円
・ＣＬＴ等に代表される新たな木質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

◆経済産業省
○省エネルギー投資促進に向けた支援補助金【継続】　672.6億円の内数（H28：515億円の内数）
　　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）実証事業
・ＺＥＢの実現・普及のためのガイドライン作成等を目的に、ＺＥＢの構成要素となる高性能建材や高
性能設備機器等の導入を支援　（実証事業の採択対象に、「ＣＬＴ」を用いた建物を新たに追加）
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

林業の成長産業化の推進 11月29日 山本有二　農林水産大臣 ◆林野庁

林業の成長産業化の実現に向けた地域
の取り組みへの支援

○林業成長産業化地域創出モデル事業【新規】　10.1億円
・地域の森林資源の利活用により、多くの雇用や経済価値を生み出す地域を「林業成長産業化地
域」として指定し、地域が提案する明確なビジョンの下でソフト面での対策を支援するとともに、木材
加工流通施設などの施設整備を優先的に採択するなど、重点的な支援を行う
　また、国有林においても民有林と連携した供給先確保等の取組と併せて、ＩＣＴを活用した森林資
源情報の整備技術の実証・普及を行う

かつお資源の実効ある管理措
置の推進

◆水産庁

＜概要＞
①中西部太平洋まぐろ類委員会
（WCPFC）において昨年合意された、か
つお資源の長期管理目標を達成すべ
く、我が国が率先して漁獲量規制や隻数
制限などの具体的な措置を早期に構築
すること

4月11日

4月14日

佐藤一雄 水産庁長官

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

○包括的な国際資源管理体制構築事業【拡充】　451百万円（H28：402百万円）
・我が国漁船の操業管理、科学データ収集による資源管理措置や、輸入水産物の適正化を包括的
に実施

○国際資源調査・評価推進事業【拡充】　1,493百万円（H28：1,213百万円）
・かつお、まぐろ、さけ類、サンマ等の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

○

②長期管理目標の見直し時には、我が
国への来遊量の回復が見込める水準ま
での目標の引き上げに向けて、取組を
強化すること

4月11日

4月14日

佐藤一雄 水産庁長官

森山裕 農林水産大臣
本川一善 農林水産事務次官

同上

ＨＡＣＣＰに対応した水産加工
施設の新規整備への支援強
化　【補正】【追加】

◆農林水産省◆水産庁

＜概要＞
民間企業による輸出対応型の新たな水
産加工施設等の整備に対する支援制度
の創設

7月21日

11月29日

佐藤一雄 水産庁長官

山本有二　農林水産大臣

○６次産業化ネットワーク活動整備交付金【継続】　1,011百万円（H28：811百万円）
・六次産業化・地産地消法等の認定を受けた農林漁業者等が制度資金等の融資を活用して６次産
業化に取り組む場合に必要となる加工・販売施設等の整備に対する支援

○水産物輸出促進緊急推進事業【継続】　H28補正：2,000百万円（H27補正：2,500百万円）
・輸出先国のHACCP基準への対応を目指す水産加工業者等に対する水産加工施設整備に対する
支援

７．水産振興部
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

水産業競争力強化漁船導入
緊急支援事業の予算確保と事
業の継続

◆農林水産省◆水産庁

＜概要＞
予算確保と複数年にわたる事業の継続

11月29日 山本有二　農林水産大臣 ○水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業【継続】　H28補正：14,250百万円の内数（H27補正：
7,000百万円の内数）
・「浜の活力再生広域プラン」に基づき、中核的漁業者として位置づけられた者が所得向上に取り組
むために必要な中古漁船又は新造漁船を円滑に導入できるよう支援

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（補正
含む）

4月11日 西脇隆俊 国土交通省国土交通
審議官
森昌文 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

5月13日 徳山日出男  国土交通事務次官

②計画段階評価完了区間の早期事業
化

③事業中区間の早期完成 7月21日 石川雄一 国土交通省道路局長
武藤浩 国土交通事務次官

【補正】
④災害に強い四国８の字ネットワークの
早期完成

Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（５）代替性確保ネットワーク（ミッシングリング等）の整備　43,571百万円

○

８．土木部

○

・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

○道路ネットワークによる地域・拠点の連携　3,693億円（前年度比：1.04倍）
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

南海トラフ地震・津波対策の確
実な推進（補正含む）

5月13日 徳山日出男  国土交通事務次官
金尾健司 水管理・国土保全局長
菊地身智雄 港湾局長

◆国土交通省

＜概要＞
補正予算や、来年度以降の予算の重点
配分、全国防災事業の目的を継承する
新たな財政支援制度の創設など、国の
積極的な支援

7月14日 菊地身智雄 国土交通省港湾局
長

7月21日 武藤浩 国土交通事務次官

○

Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（２）河川等の防災・減災対策の推進　87,105百万円
（３）海岸の防災・減災対策の推進　3,293百万円
（６）港湾の防災・減災、老朽化対策　7,717百万円
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255,394百万円

○港湾整備事業　2,321億円（国費：前年度比1.00倍）
　　・各事業の予算額は2月頃に公表予定
　　・箇所付けは3月末に公表予定

　　（概算要求の内容）
　　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

　　３国民の安全・安心の確保
　　（２）津波・高潮・侵食被害に備えた港湾海岸の整備　114億円（国費：前年度比1.17倍）
　　①津波・高潮・侵食対策の推進
　　※例示：高知港海岸

○１．治水事業等関係費
（１）防災意識社会への展開
３）南海トラフ巨大地震、首都直下型地震等の大規模地震に備えた地震・津波対策　389億円

　　※例示で高知海岸

　
○Ⅱ国民の安全・安心の確保
（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）
11,057億円（前年度比1.01倍）
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

海岸・河川の大規模地震・津
波対策の促進

5月13日 徳山日出男 国土交通事務次官
金尾健司 水管理・国土保全局長
菊地身智雄 港湾局長

◆国土交通省

＜概要＞
海岸・河川堤防の耐震化や嵩上げ等を
迅速かつ強力に促進するため、予算の
重点配分や強靭な国土形成に向けた新
たな財政支援制度の創設など、国の積
極的な財政支援

平成28年4月に国直轄海岸整備事業
として新規事業化された高知港海岸
の地震・津波対策について、国直轄事
業の確実な推進と、県事業への予算
の重点配分を引き続き提言していく

○

Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（２）河川等の防災・減災対策の推進　87,105百万円
（３）海岸の防災・減災対策の推進　3,293百万円
（６）港湾の防災・減災、老朽化対策　7,717百万円
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255,394百万円

○港湾整備事業　2,321億円（前年度比1.00倍）

　　（概算要求の内容）
　　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・後背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

　　３国民の安全・安心の確保
　　（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・侵食対策の推進
　　※例示：高知港海岸

○２－１．治水事業等関係費
（１）防災意識社会への展開
３）南海トラフ巨大地震、首都直下型地震等の大規模地震に備えた地震・津波対策　389億円

　　※例示で高知海岸

　○Ⅱ国民の安全・安心の確保
（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）
11,057億円（前年度比1.01倍）
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

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（補正含む）

5月13日 徳山日出男  国土交通事務次官
菊地身智雄 港湾局長

◆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＞

7月14日 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＞

7月21日 武藤浩 国土交通事務次官

【補正】
③外国クルーズ船寄港促進に向けての
情報発信の更なる強化

住宅の耐震対策の抜本強化
住宅・建築物の耐震対策の加
速化等（補正）

5月13日 徳山日出男 事務次官 ◆国土交通省

＜概要＞
①国民の「命を守る」だけでなく、被災後
の復旧・復興に向けた行政コストの削減
等に寄与する住宅の耐震対策の抜本的
な強化

7月21日 由木文彦 国土交通省住宅局長
武藤浩 国土交通事務次官

○２．災害等に強い安全な暮らしの実現
２．災害等に強い安全な暮らしの実現
（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　140.6億円（前年度比1.17倍）
（社会資本整備総合交付金等の内数）

○

制度拡充について引き続き提言して
いく

【補正】
②補正予算による防災・安全交付金の
所要額の確保

Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255,394百万円
（住宅・建築物の耐震化の促進） ○

早明浦ダム再編事業の早期実
施

5月13日 徳山日出男 事務次官
金尾健司 水管理・国土保全局長

＜概要＞
早明浦ダム下流における浸水被害と濁
水の長期化及び頻発する渇水被害を軽
減させるため、早明浦ダム再編事業の
早期実施

提言内容は反映されなかったことか
ら、今後も引き続き提言を行う予定

○

Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（６）港湾の防災・減災、老朽化対策　7,717百万円
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255,394百万円

○港湾整備事業　2,321億円（前年度比1.00倍）

　　（概算要求の内容）
　　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・後背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
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

治安・災害対策の強化 ◆警察庁

＜概要＞
①特殊詐欺対策の推進（警察官の増
員、被害防止体制の強化）

○平成29年度地方警察官の増員(人的基盤の充実強化）【継続】　595百万円（H28：550百万円）
　（国家公務員の増員126人含む）
・最近の治安情勢は、刑法犯認知件数が減少するなど改善傾向にあるものの、ストーカー・DV事案
や特殊詐欺を始めとする女性や高齢者が被害に遭う犯罪が増加しているほか、サイバー空間や国
際テロの脅威に直面するなど、依然として厳しい情勢にある。(中略）
これらの情勢を踏まえ、現下の緊急課題に的確に対処するため、地方警察官の増員を図る必要が
ある。
◇増員数　886人（うち高知県7人）
　・人身安全関連事案対策の強化　504人
　・特殊詐欺対策の強化　163人
　・我が国を取り巻く国際情勢の変化に対応するための事態対処能力の強化　219人

○特殊詐欺対策の推進【継続】　178百万円（H28：90百万円）
・振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の主な被害者層である高齢者に対する直接的な防犯指導・注
意喚起等を実施するとともに、特殊詐欺の犯行の抑止等を推進する。

②南海トラフ地震の危険性への対応策
の推進（警察官の増員、災害対策用資
機材の整備）

○大規模災害対策の推進【継続】　454百万円（H28：1,054百万円）
・大規模災害に係る危機管理体制の強化に向け、災害警備用資機材及び情報通信基盤を整備する
とともに、災害警備活動等の拠点となる警察署の耐震改修を推進する。

９．警察本部
4月20日 金高雅仁 警察庁長官
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

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
次世代を担う「人づくり」に向け
た少子化対策と子どもの貧困
対策の抜本強化

5月13日 加藤勝信 内閣府特命担当大臣
（少子化対策）
堂故茂　文部科学省大臣政務官

◆内閣府、国土交通省

＜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8日

8月9日

8月15日

8月24日

9月8日

石田祝稔　公明党政務調査会長

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

松野博一　文部科学大臣

茂木敏充　自民党政調会長

塩崎恭久 厚生労働大臣
西崎文平 内閣府政策統括官
中島誠 内閣府官房審議官（共生
社会政策担当）
常盤豊 文部科学省高等教育局
長

〇地域少子化対策重点推進交付金（◆内閣府）　40.0億円
　「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）に掲げられた結婚支援の充実の実現を
加速化するため、本交付金の対象事業を同プランに掲げられた新たな取組等に重点化し、自治体の
取組を支援する
〇地域少子化対策重点推進交付金（◆内閣府）　575百万円（H28:499百万円）
　地方公共団体が行う少子化対策事業（「結婚に対する取組」や「結婚、妊娠・出産、子育てに温か
い社会づくり・機運の醸成の取組」）について、これまでの取組から発掘された優良事例の横展開を
支援する
　また、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
〇低所得者向けに結婚に伴う新生活の支援を行う自治体支援事業（◆内閣府）　10.3億円
〇ライフプランニング・キャリア形成推進事業（◆内閣府）　23百万円
　若者のライフプランニング・キャリア形成の推進のため、実践的教材の作成・配布、体験・交流活動
の強化に取り組む
〇既存住宅流通・リフォーム市場の活性化（◆国土交通省）　25,000百万円
　インスペクションの実施、瑕疵保険への加入の促進等を通じた若者による良質な既存住宅の取得
や、耐震性が確保された省エネリフォーム、省エネ住宅への建替えの取組に対する支援を実施
〇子育て世帯等の住まいに係る支援（◆国土交通省）　5,500百万円
　公的賃貸住宅団地の建替え等とあわせて子育て支援施設等を誘致する取組への支援を実施。ま
た、中小工務店等が連携して取り組む良質な木造住宅の整備と、これと併せて行う三世代同居への
対応に対する支援を実施
〇都市機能の集約・再編等によるコンパクトシティ施策の推進（◆国土交通省）166億円（1.00）
　子育て世代や高齢者が安心できる生活環境、持続可能な地域経済圏の実現、まちの賑わいを創
出するため、都市機能の集約・再編等によるコンパクトシティを推進する
〇子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる住まいの確保（◆国土交通省）1,106億円（1.01）
　若年・子育て世帯や高齢者世帯が安心して住まうことができる住宅や地域ぐるみで子どもを育む住
環境を整備する
〇新規制度等（◆国土交通省）
１．少子高齢化・人口減少に対応した住まい・まちづくり
（１）新たな住宅セーフティネット制度の創設
　子育て世帯や高齢者世帯などの住宅確保要配慮者の増加に対応するため、民間賃貸住宅や空き
家を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制
度を創設し、住宅の改修や入居者負担の軽減、居住支援協議会等による居住支援活動等への支援
を行う
（２）フラット３５子育て支援型の創設
　「希望出生率１．８」の実現に向け、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、地方公共団体による財政的支援とあわせて、住宅金融支援機構による住宅ローン（フラット
３５）の金利を引き下げることにより、子育て環境の整備を促進する
（３）地域居住機能再生推進事業の拡充
　公的賃貸住宅の建替・集約化等とあわせて福祉施設等の整備を進める地域居住機能再生推進事
業について、「子育て支援タイプ」の追加等を行い、子育てのしやすい環境を整備する。また、民間
活用を推進するため、三大都市圏で実施する事業についてPPP/PFI手法の導入を要件とする

全国知事会（次世代育成支援対策ＰＴ）

19



政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

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

〇子育て世代包括支援センターの全国展開（◆厚生労働省）【拡充】3,785百万円（H28:2,378百万円）
　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
・産前・産後サポート事業　160市町村→240市町村
・産後ケア事業　160市町村→240市町村
・子育て世代包括支援センター開設準備事業（新規）　150市町村
〇生涯を通じた女性の健康支援事業の実施（◆厚生労働省）【拡充】269百万円（H28:225百万円）
　「不妊専門相談センター事業」については、「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、平成31年度ま
でに全都道府県・指定都市・中核市への配置に向け必要な個所数を計上するとともに、相談受付時
間の延長等に係る加算を行うことにより、同センターの相談支援体制の強化を図る
・不妊専門センター事業　59県市→74県市
〇不妊治療助成の拡充の継続（◆厚生労働省）16,026百万円（H28:15,767百万円）
　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配偶者間の不妊治療に要する
費用について、初回の助成額の増額（15万円→30万円）と男性不妊治療の助成（15万円）を継続す
る
〇小児・周産期医療の充実のための医療機器等の整備（◆厚生労働省）　10億円
　小児医療施設や周産期医療施設等が行う医療機器等の整備に要する費用について、補助を行う
〇地域の分娩取扱施設整備事業（◆厚生労働省）　2.1億円
　分娩施設が少ない地域における新規開設や産科等の増設に要する費用について、補助を行う
〇小児・周産期医療体制の充実（◆厚生労働省）【継続】　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
　分娩取扱施設が少ない地域において開設した分娩取扱施設等の設備整備に必要な費用を支援す
る
・地域の分娩取扱施設設備整備事業　59百万円（新規）
・産科医療補償制度運営費　他　172百万円
・上記以外に医療提供体制推進事業費補助金15,401百万円及び医療提供体制施設整備交付金
2,545百万円を活用
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

③子育ての希望を叶えるための総合的
な支援策の拡充

〇保育所等の整備の推進（◆厚生労働省）　427億円
　保育の受け皿拡大の加速化（29年度分の前倒し）を図るため、市町村が実施する保育所等の整備
に要する費用について、補助を行う
　また、保育所等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラの設置や外構等の設置・
修繕などの必要な安全対策に要する費用について、補助を行う
〇保育士についての再就職準備金貸付事業の拡充等（◆厚生労働省）　112億円
　潜在保育士の再就職支援のための就職準備金を倍増するとともに、保育士の勤務環境改善のた
めの保育補助者の雇上支援を拡充する
　 また、保育所等に勤務する未就学児のいる保育士に対し、ファミリーサポートセンター事業等の一
部について貸付を行う。
〇保育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充　制度要求（◆厚生労働省）
　保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について、助成の拡充を行
う
〇保育の受け皿拡大（◆厚生労働省）
・保育園等の整備の推進　56,403百万円（H28:53,447百万円）
保育園緊急整備事業、認定こども園整備事業（幼稚園型）、小規模保育整備事業、保育園等防音壁
設置事業、民有地マッチング事業（「地域連携コーディネーター」の配置等）
・保育園等改修費支援　11,542百万円（H28:17,295百万円）
賃貸物件による保育園改修費等支援事業、小規模保育改修費等支援事業、幼稚園の長時間預か
り保育改修費等支援事業、認可化移行改修費等支援事業、家庭的保育改修費等支援事業
・賃貸方式による小規模保育等の推進　704百万円（H28:145百万円）
保育園設置促進事業、都市部における保育園への賃借料支援事業（新規）
〇多用な保育の推進（◆厚生労働省）3,295百万円（新規）
保育利用支援事業（入園予約制）（新規）、サテライト型小規模保育事業（新規）、医療的ケア児保育
支援モデル事業（新規）
〇保育人材確保のための総合的な対策（◆厚生労働省）　20,301百万円（H28:20,578百万円）
・保育士確保対策
保育士・保育園支援センター設置運営事業、保育士宿舎借り上げ支援事業、保育体制強化事業、
保育士養成施設に対する就職促進支援事業、保育人材就職支援事業（新規）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

・保育士資格取得と継続雇用の支援
保育士資格取得支援事業、保育士試験追加実施支援事業、保育士試験による資格取得支援事業、
保育補助者雇上強化事業、若手保育士や保育事業者への巡回支援事業、保育士等における業務
集約化推進事業（新規）
・保育士の質の向上と保育人材確保のための研修
保育の質の向上のための研修事業、新規卒業者の確保、就業継続支援事業、保育園保育士研修
等事業、保育士試験合格者に対する実技講習、保育実習指導者に対する講習、保育人材キャリア
アップ研修事業
〇安心かつ安全な保育実施への支援（◆厚生労働省）　3,022百万円（新規）
保育園等の事故防止の取組強化事業（新規）、保育施設・事業の届出に伴うICT化推進事業（新規）
〇認可を目指す認可外保育施設への支援（厚労省分）（◆厚生労働省）　294百万円（H28:1,034百万
円）
認可化移行調査費等支援事業、認可化移行移転費等支援事業
〇広域的保育園等利用事業（◆厚生労働省）　240百万円（H28:210百万円）
　近隣に入所可能な保育園等が見つからない児童に対し、自宅から遠距離にある保育園等でも通
所を可能にするため、送迎バス等を活用した保育園等や一時預かりなどへの送迎の実施に要する
費用の一部を補助する
〇保育環境改善等事業（◆厚生労働省）　1,654百万円（H28:75百万円）
　保育園等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や、病児保育（体調不良児対応型）
を実施するために必要な設備の整備等、緊急一時預かり事業の継続利用を実施するために必要な
設備の整備等、放課後児童クラブにおいて乳幼児の受入れを実施するために必要な設備の整備等
に必要な経費の一部を助成する
〇子育て支援員研修（◆厚生労働省）　535百万円（H28:654百万円）
　幅広い子育て支援分野において、経験豊かな地域の人材が幅広く活躍できるよう、必要な研修を
受講した者を「子育て支援員」として認定することにより、新たな担い手となる人材の確保等を図る

〇仕事と家庭の両立支援の推進(◆厚生労働省)　119億円（H28:82億円）
　介護休業の分割取得などを含む改正育児・介護休業法について、改正内容の周知や事業主への
指導等を通じて、改正法の着実な施行を図る
　また、男性の育児休業の取得促進、介護離職への対応、育児・介護等を理由に離職した者への再
雇用支援のため、助成金の支給等により、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む事業主等を
支援する
〇（税制改正要望）　保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置（関税、不動産
取得税、固定資産税、事業所税、都市計画税）（◆内閣府◆厚生労働省）
　企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税等について課税標準の特例措置
を講ずるとともに、事業所内保育事業(利用定員が１人以上５人以下）等の用に供する固定資産に係
る固定資産税等の課税標準の特例措置について所要の見直しを行う
〇（税制改正要望）　子育て支援に要する費用にかかる税制措置の創設（所得税、個人住民税）（◆
厚生労働省）
　経済社会の著しい構造変化の中で、近年、結婚や出産をする経済的余裕がない若者が増加して
おり、こうした若い世代や子育て世帯に光を当てていくことが重要である。そのため、個人所得課税
においては、各種控除等の総合的な見直しを丁寧に検討していく必要がある
〇認定こども園等の施設整備（◆文部科学省）　86億円
　認定こども園の設置や施設整備を支援し、希望出生率1.8％の実現や全ての子供が希望する教育
を受けられる環境を整備する
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

〇新たな所得連動返還型奨学金制度導入に向けたシステム整備（平成29年度進学者から制度導入
　28億円（◆文部科学省）
　マイナンバーに係るシステムとの情報連携やセキュリティ対策を前倒しして開始し、制度導入に係
るシステム整備を円滑かつ確実に推進する
〇幼児教育の振興（◆文部科学省）
・幼児教育無償化に向けた取組の段階的推進【継続】　33,423百万円（H28：32,272百万円）
　「幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議」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
　・市町村民税非課税世帯の第２子の保育料（年額18,000円）の無償化
　・市町村民税所得割課税額77,100円以下世帯の保護者負担の軽減
　　ひとり親世帯等の第１子の保育料負担の軽減　年額91,000円→36,000円
　　その他の世帯の保護者負担の軽減
　　　　第１子　年額192,800円→168,800円、第２子　年額97,000円→85,000円
・幼稚園の人材確保のための取組の推進【新規】　356百万円
　幼稚園に優秀な人材を確保するため、人材登録制度の構築や離職防止を図る研修など先導的な
取組を支援するとともに、事務の負担軽減を図るためＩＣＴ化を支援し、幼稚園教員が働きやすい環
境を整備する
・認定こども園等への財政支援【継続】　3,878百万円（H28：5,136百万円）
　認定子ども園の施設整備・園舎の耐震化・防犯対策に要する経費の一部を補助するとともに、幼
稚園教諭免許と保育士資格の併有促進や、研修等の実施費用を支援する
〇大学等奨学金事業の充実と健全性確保（◆文部科学省）
・給付型奨学金の創設　7,000百万円（新規）
　意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により進学を断念している者の進学を後押しする
ため、給付型奨学金制度を創設する。また、（独）日本学生支援機構に基金を造成し、制度を安定的
に運用することで、学生等への支援を確実に実施する。なお、平成30年度からの本格実施に先立
ち、平成29年度は、特に経済的に厳しい状況にある学生等を対象に、一部先行して実施する
　給付人員　約2,800人
・無利子奨学金の希望者全員に対する貸与の実現【継続】　95,322百万円（H28：94,537百万円）
　無利子奨学金の貸与人員の増員により、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現し残存適
格者を解消するとともに、低所得世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃し、必要とする全
ての子供たちが無利子奨学金を受給できるようにする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

④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（◆内閣府）【継続】　2,448,700百万円（H28：2,259,076百万円）
・教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実【継続】　916,695百万円（H28：763,572百万円）
　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
の子育て支援の量及び質の充実を図る
　子どものための教育・保育給付　792,825百万円(H28:650,018百万円）
　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（H28:113,553百万円）
・保育士等の処遇改善（再掲）　50,287百万円（新規）
　保育士等（民間）の処遇改善
　放課後児童支援員の処遇改善
・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サービス（年金特別会計に計上）
131,328百万円（H28:80,033百万円）

・新たな所得連動返還型奨学金制度の確実な実施のための対応
　奨学金の返還の負担を軽減し、返還者の状況に応じてきめ細やかに対応するため、所得の捕捉
が容易となる社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入を前提に、返還月額が卒業後の所
得に連動する、新たな所得連動返還型奨学金制度を確実に実施するため、システムの開発・改修等
の対応を行う。
・学生等の利子負担の軽減等のための措置【継続】　1,001百万円（H28:5,399百万円）
　大学等奨学金事業の財源である財政融資資金等に係る利子について、学生等の負担軽減等のた
めに、利子補給金を措置する。
〇子ども・子育て支援新制度の実施（◆内閣府）【継続】　2,448,700百万円（H28：2,259,076百万円）
・教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実【継続】　916,695百万円（H28：763,572百万円）
　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
の子育て支援の量及び質の充実を図る。
　子どものための教育・保育給付　792,825百万円(H28:650,018百万円）
　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（H28:113,553百万円）
・保育士等の処遇改善（再掲）　50,287百万円（新規）
　＜保育士等（民間）の処遇改善＞
　①勤務する全ての職員：２％（月額６千円程度）の処遇改善
　②経験年数が概ね７年以上で、研修を経た中堅職員
　　：月額４万円（園長及び主任保育士を除く職員全体の概ね１／３を対象）
　③ 経験年数が概ね３年以上で、研修を経た職員：月額５千円
　＜放課後児童支援員の処遇改善＞
　①放課後児童支援員を対象に、年額12万４千円（月額約１万円）
　②経験年数が概ね５年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を修了した者
　　：①と合わせ年額24万８千円（月額約２万円）
　③経験年数が概ね10年以上の事業所長（マネジメント）的立場にある放課後児童支援員
　　：②と合わせ年額37万２千円（月額約３万円）
・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サービス（年金特別会計に計上）
131,328百万円（H28:80,033百万円）
〇子どものための教育・保育給付（◆内閣府）　217.3億円（第３次補正予算）
　平成28年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた保育士等の待遇改善等を行う
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

＜子どもの貧困対策＞
⑤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（◆厚生労働省）【継続】1,936億円（H28：1,898億円）
　①ひとり親家庭への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化　116億円（H28：114億円）
　　「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、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
金や高等職業訓練促進給付金の支給）、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　1,820億円（H28：1,784億円）
　　ひとり親家庭の自立を促進するため、児童扶養手当の支給や子どもの修学等に必要な資金など
について母子父子寡婦福祉資金の貸付による支援を行う
○子育て世代包括支援センターの全国展開（◆厚生労働省）3,785百万円（H28：2,378百万円）
　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、その措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
　・子育て世代包括支援センター開設準備事業（新規）　150市町村
 

⑥子どもたちへの支援策の抜本強化 〇児童虐待防止対策等の強化（◆厚生労働省）　70億円
　一時保護された児童の処遇向上のための環境整備、児童養護施設等の小規模化や自立のため
の支援の場の整備、市町村における要保護児童等への支援拠点の整備、児童養護施設等の耐震
化等に要する費用について、補助を行う
　また、児童養護施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラの設置や外構等の
設置・修繕などの必要な安全対策に要する費用について、補助を行う
〇児童虐待防止対策の強化・社会的養護の推進（◆厚生労働省）【継続】　1,490億円（H28：1,295億
円）
　①児童虐待防止対策の強化
　児童相談所、市町村の体制の強化及び専門性の向上を図り、相談機能を強化する。特に、児童相
談所における弁護士等の活用の促進や、市町村における児童等に対する必要な支援を行うための
拠点（仮称）の運営支援、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図る
　また、児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）の利便性向上のための更なる改善を図る
　③家庭養護及び家庭的養護の推進
　改正児童福祉法の施行を踏まえ、虐待を受けた子どもなど社会的養護が必要な子どもについて、
家庭における養育環境と同様の養育環境で継続的に養育されるよう、里親・ファミリーホームへの委
託を進める。また、これが適当でない場合には、できる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、既
存の建物の賃借料や施設整備費に対する助成などにより、児童養護施設等におけるケア単位の小
規模化・地域分散化を推進する。
　さらに、都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里
親支援及び養子縁組に関する相談・支援が位置付けられたことを踏まえ、里親支援機関を活用した
支援体制の構築を図る

　④被虐待児童などへの支援の充実
　自立援助ホームについて、改正児童福祉法の施行により22歳の年度末までの間にある大学等就
学中の者が対象として追加されたことに伴う支援に要する費用を補助する。また、大学就学中の者
以外の自立支援ホーム入居者のうち、引き続き支援が必要な者に対し、原則22歳の年度末まで支
援を継続する事業を新たに創設する。併せて、児童養護施設等のその他の施設退所者等のうち、引
き続き支援が必要な者についても同様に支援の対象とする
　さらに、特定妊婦等への支援の強化を図るため、母子生活支援施設や産科医療機関等において、
特定妊婦や飛び込み出産に対する支援をモデル的に実施し、具体的な仕組みの検討に活用するた
めの事業を創設する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【次ページへ↓】

25



政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

⑦都道府県の子どもの貧困対策計画等
への支援

〇地域子供の未来応援交付金（◆内閣府）　10.0億円
〇官公民連携プロジェクトである「子供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など、子供の貧困対策の推進
（◆内閣府）【継続】　165百万円（H28:145百万円）

〇スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実（◆文部科学省）
◆スクールカウンセラー等活用事業　4,559百万円（H28:4,527百万円）
　貧困・虐待対策のための重点加配（週１日追加）（1,000校）
◆スクールソーシャルワーカー活用事業　1,258百万円（H28:972百万円）
　貧困・虐待対策のための重点加配（週１日追加）（1,000人）
〇「次世代の学校」創生のための指導体制強化等（◆文部科学省）
◆「次世代の学校」指導体制強化のための教職員定数の充実（義務教育費国庫負担金）【継続】
1,524,829百万円（H28:1,527,058百万円）
・教職員定数の改善
　うち、貧困等に起因する学力課題の解消（＋50人）
　　　　いじめ・不登校の未然防止・早期対応等の強化（＋25人）
〇高等学校等就学支援金交付金等（◆文部科学省）【継続】　366,849百万円（H28:367,973百万円）
　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）【継続】　13,625百万円（H28:13,127百万円）
　全ての意思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）
・給付型奨学金の創設　7,000百万円（新規）
　意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由により進学を断念している者の進学を後押しする
ため、給付型奨学金制度を創設する。また、（独）日本学生支援機構に基金を造成し、制度を安定的
に運用することで、学生等への支援を確実に実施する。なお、平成30年度からの本格実施に先立
ち、平成29年度は、特に経済的に厳しい状況にある学生等を対象に、一部先行して実施する
　給付人員　約2,800人
・無利子奨学金の希望者全員に対する貸与の実現【継続】　95,322百万円（H28：94,537百万円）
　無利子奨学金の貸与人員の増員により、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現し残存適
格者を解消するとともに、低所得世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃し、必要とする全
ての子供たちが無利子奨学金を受給できるようにする
・新たな所得連動返還型奨学金制度の確実な実施のための対応
　奨学金の返還の負担を軽減し、返還者の状況に応じてきめ細やかに対応するため、所得の捕捉
が容易となる社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入を前提に、返還月額が卒業後の所
得に連動する、新たな所得連動返還型奨学金制度を確実に実施するため、システムの開発・改修等
の対応を行う
・学生等の利子負担の軽減等のための措置【継続】　1,001百万円（H28:5,399百万円）
　大学等奨学金事業の財源である財政融資資金等に係る利子について、学生等の負担軽減等のた
めに、利子補給金を措置する
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

南海トラフ地震対策の充実強
化に関する提言

＜概要＞
１　地震・津波に強いまちづくり
(1) 南海トラフ地震・津波対策に必要な
財源の確保

【関連予算】
◆国土強靭化推進室
○国土強靭化関係予算 804,225百万
円

◆国土強靭化推進室
　　○国土強靭化関係予算
　　　　　　　　　 4,464,119百万円
　　（前年度比1.22倍）

(2) 緊急防災・減災事業債の恒久化 ◆総務省
○緊急防災・減災事業債の対象事業【継続（拡充）】
・指定避難所及び災害対策の拠点となる庁舎の防災機能の強化を推進

○緊急防災・減災事業債【継続】　5,000億円　（H28：5,000億円）
・緊急防災・減災事業債について、対象事業を拡充した上で、東日本大震災に係る復興・創生期間
である平成32年度まで継続 ○

(3) 住宅の耐震対策の抜本強化 ◆国土交通省
Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255,394百万円
（住宅・建築物の耐震化の促進）

　　（概算要求の内容）
　　○２．災害等に強い安全な暮らしの実現
　　２．災害時に強い安全な暮らしの実現
　　（１）災害時に強い安全な住まい・まちづくりの推進
　　①住宅・建設物の耐震改修・建替え等安全性向上への支援　140.6億円（前年度比1.17倍）
　　（社会資本整備総合交付金の内数）

○

制度拡充について引き続き提言して
いく

6月6日

8月24日

11月29日

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９県知事会議
河野太郎 内閣府特命担当大臣
（防災）
（同席）加藤久喜 内閣府政策統
括官（防災担当）
土屋正忠 総務副大臣
石井啓一 国土交通大臣

松本純　内閣府特命担当大臣
（防災）

松本純　内閣府特命担当大臣
（防災）
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

(4) 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
化の促進

◆国土交通省
Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（２）河川等の防災・減災対策の推進　87,105百万円
（３）海岸の防災・減災対策の推進　3,293百万円
（１６）地域における防災・減災、老朽化対策等の集中的支援（防災・安全交付金）　255.394百万円

○港湾整備事業　2,321億円（前年度比1.00倍）

　　（概算要求の内容）
　　３国民の安全・安心の確保
　　（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・侵食対策の推進
　　※例示：高知港海岸

○２－１．治水事業等関係費
（１）防災意識社会への展開
３）南海トラフ巨大地震、首都直下型地震等の大規模地震に備えた地震・津波対策　389億円

　　※例示で高知海岸

○Ⅱ国民の安全・安心の確保
（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）
11,057億円（前年度比1.01倍）

○

(5) 地震・津波観測監視システムの早期
整備と活用への支援

【関連予算】
◆文部科学省
１１．人類のフロンティアの開拓及び国
家安全保障・基幹技術の強化
（２）海洋・極域分野の研究開発に関
する取組
・国土強靭化に向けた海底広域変動
観測
12,111百万円（H28：11,423百万円）

(6) 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

(7) 要配慮者施設の事前防災（高台移
転）の実現に向けた防災集団移転促進
事業における補助制度の充実

(8) 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

(9) 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
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

(10) コンビナート等の地震・津波対策の
迅速な推進

【関連予算】
◆経済産業省
Ⅳ．「熊本地震や東日本大震災からの
復興や安全・安心、防災対応の強化」
関連
災害対応の強化・老朽化対策
○石油供給インフラ強じん化事業
61.0億円

Ⅳ.エネルギーを安全・安心に利用で
きるようインフラを充実
（１）エネルギー供給施設の災害・有事
に対する危機対応力の強化、供給構
造の改善
①製油所・SS等の耐震化など災害対
応力を強化
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　140億円
（H28：130億円）

(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

〇水道施設の耐震化等・水質安全対策（◆厚生労働省）　400億円※他省庁計上分含む
・法定耐用年数を超過している水道管路について、耐震適合性のある管路への更新等を支援すると
ともに、官民連携による経営基盤の強化を図る。また、災害時の水源の変動に適切に対処するた
め、高度浄水施設等の整備を支援する
〇強靭・安全・持続可能な水道の構築（◆厚生労働省）　355億円（Ｈ28：335億円）
・老朽化施設の計画的な更新、簡易水道の統合の推進、水道施設の耐震化の推進等、緊急性・必
要性の高い事業について支援を行うとともに、広域化推進に資する施設台帳整備及び施設整備の
支援を行うなど、将来にわたり持続可能で強靭な水道の構築を図る
（主な事業）
・水道施設整備費補助　186億円（H28:204億円）
・生活基盤施設耐震化等交付金　169億円（H28:130億円）

２　迅速かつ円滑な災害応急対策への
備え
(1) 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（◆内閣府防災）
　61百万円（H28：90百万円）
　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。
　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）　17,678百万円
・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、被
災地で医療を提供するDMAT養成の拡充、被災地に参集したDMAT等の医療チームの派遣調整を
担う都道府県単位の災害医療コーディネーターに加え、保健所単位等で医療ニーズの把握や情報
収集などを行い、行政や医療班等との連絡調整等を行う地域災害医療コーディネーターの養成を行
う。
・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。
・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。
　　ＤＭＡＴ体制整備事業　250百万円
　　災害医療コーディネーター研修事業　他　126百万円
　上記以外に医療提供体制推進事業医補助金15,401百万円、医療提供体制施設整備交付金2,545
百万円及び国立病院機構運営費交付金14,451百万円を活用
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政策提言の政府予算案への反映状況（知事項目） 【資料１】

月日 提言先

備考（特記事項ほか補足）
項目 政府予算案（H28.12.22閣議決定)の状況

第２次補正予算(H28.10.11成立)にはダブルアンダーライン
政策提言
反映状況

(2) 高速道路のミッシングリンクの早期
解消

◆国土交通省
Ⅳ熊本地震や東日本大震災からの復興や安全・安心、防災対応の強化
３．災害対応の強化・老朽化対策
（５）代替性確保ネットワーク（ミッシングリング等）の整備　43,571百万円

○道路ネットワークによる地域・拠点の連携　3,693億円(前年度比：1.04倍）

　　（概算要求の内容）
　　○道路の防災・震災対策
　　　・代替性確保のためのミッシングリンクの整備や道路閉塞を回避するための無電柱化等の
　　　　取り組みを推進

○

・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

(3) 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
○現地対策本部設置に係る施設の整備　70百万円

○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型地震対策等に係る取組
推進【継続】　61百万円 （H28：90百万円）
　・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】　147百万円（H28：26百万円） ○
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