
政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

６月２３、
２４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

○耐震対策緊急促進事業等の拡充（◆国土交通省）
・熊本地震等を踏まえ、住宅・建築物の耐震化、天井・建築設備等の非構造部材の安全性の確保を
図るとともに、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ沿いの巨大地震による超高層建築物等の
長周期地震対策を推進する
　住宅・建築物の耐震診断等に係る補助対象限度額の引き上げ
　　住宅・建築物の耐震診断等に係る補助対象限度額を実態にあわせ、以下のとおり引上げる。
　　≪現行≫面積1,000㎡以内の部分　　　　　　　　　　　 ：2,060円/㎡以内
　　　　　　　　面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分　：1,540円/㎡以内
　　　　　　　　面積2,000㎡を超える部分                        ：1,030円/㎡以内
　　≪拡充≫面積1,000㎡以内の部分                           ：3,600円/㎡以内
　　　　　　　　面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分    ：変更なし
　　　　　　　　面積2,000㎡を超える部分                        ：変更なし

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

６月２３
日

＜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

〇地域医療介護総合確保基金による医療介護提供体制改革（◆厚生労働省）　国：60,244百万円
・2025年に向けて、地域医療構想の実現を推進するため、病床の機能分化・連携を進め、質が高く
効率的な医療提供体制を進めて行く
　地域医療構想については、平成27年度から各都道府県において、策定に向けた議論が進められ
ており、平成28年11月30日現在で、34都道府県が策定している
　平成29年度は地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・連携に関する事業を含めた基金の都道
府県計画が策定され、事業が一層本格化することなどから、引き続き、地域医療介護総合確保基金
により支援を行う。
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　国：33,333百万円
②居宅等における医療の提供に関する事業　国：26,911百万円の内数
③医療従事者の確保に関する事業　国：26,911百万円の内数

②地域医療介護総合確保基金の柔軟な運用

在宅療養が選択できる訪問看護サービス
の確保の推進

６月２３
日

＜概要＞
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

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、在宅医療
推進室長、救急・周産
期医療等対策室長）
国土交通省
（住宅局市街地建築課
長）

厚生労働省
(保健局医療介護連携
政策課)（医政局地域医
療計画課医師確保等
地域医療対策室長、在
宅医療推進室長、救
急・周産期医療等対策
室長）

〇地域医療介護総合確保基金による医療介護提供体制改革（◆厚生労働省）
②居宅等における医療の提供に関する事業　国：26,911百万円の内数
　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関する助成を行う事業。
〇在宅医療の推進（◆厚生労働省）【一部新規】　64百万円
　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や好事例モデルを横
展開するための取組等を進め、在宅医療の推進のための地域の取組を支援する。

１．健康政策部

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

厚生労働省
(保健局医療介護連携
政策課課長補佐)（医政
局地域医療計画課医
師確保等地域医療対
策室長、在宅医療推進
室長、救急・周産期医
療等対策室長）
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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
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政策提言
反映状況

都市部と中山間部の連携による医師の確
保・育成

６月２３、
２４日

＜概要＞
①医師が一定期間中山間地域の医療機関で勤
務するような仕組みの構築

〇地域医療介護総合確保基金による医療介護提供体制改革（◆厚生労働省）
③医療従事者の確保に関する事業　国：26,911百万円の内数
　医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成すること
により、医師、看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する事業
〇専門医に関する新たな仕組みの構築に向けた取組（◆厚生労働省）　【一部新規】261百万円
　新たな専門医の仕組みの導入に伴う医師偏在の拡大を防止するため、研修プログラムについて協
議する都道府県協議会の経費を増額するとともに、各都道府県による調整の下で、医師不足地域
への指導医派遣等を行う経費を補助する
　また、日本専門医機構が各都道府県協議会の意見を取り入れて専門医の研修体制を構築するた
めの連絡調整経費や、専攻医の地域的な適正配置を促すためのシステムを開発の経費を補助する

②都市部から中山間地域の医療機関への医師
の派遣を促進するため、県又は団体が実施する
総合診療医の育成事業に対する助成制度の創
設

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28日 厚生労働省
（社会・援護局障害保
健福祉部精神・障害保
健課）

＜概要＞
各種の割引制度の適用など精神障害者への福
祉サービスの拡大に向け、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こと

介護ロボット等導入支援特別事業の財源
措置の拡充と継続

7月28日 厚生労働省
（老健局高齢者支援
課）

＜概要＞
介護ロボット等導入支援特別事業に係る財源措
置の拡充と継続実施

〇介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業（◆厚生労働省）　4億円
・介護施設等への介護ロボットの導入支援を行うとともに、介護ロボットを導入した場合の介護業務
の効率化・負担軽減効果について実証検証を行う
〇介護ロボット開発等加速化事業（◆厚生労働省）　3億円（3億円）
　介護ロボット等の開発・普及について、開発企業と介護現場の協議を通じた着想段階からの現場
のニーズの開発内容への反映、開発中の試作機へのアドバイス、開発された機器を用いた効果的
な介護技術の構築など、各段階で必要な支援を行うことにより、加速化を図る

２．地域福祉部

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、在宅医療
推進室長、救急・周産
期医療等対策室長）
文部科学省
（高等教育局医学教育
課企画官）

　提言内容が反映されていないため、今後も引
き続き提言を行う予定
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政策提言
反映状況

中山間地域等における人材確保対策の
拡充

7月28日 厚生労働省
（社会・援護局福祉基
盤課福祉人材確保対
策室）

＜概要＞
中山間地域や離島などの条件不利地域におけ
る、介護人材の安定的な確保に向けた、新たなイ
ンセンティブ制度の創設

障害児・者施設の施設整備に関する財源
の確保

7月28日 厚生労働省
（社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課）

＜概要＞
地域の実情に応じた計画的な施設整備を進める
ための、財源の確保

社会福祉施設等の防犯対策の強化 10月20日

　
＜概要＞
きめ細かなハード整備の推進とソフト面への一体
的な支援

女性の活躍の場の拡大 6月3日 内閣府男女共同参画
局長

＜概要＞
地方の取組に対する財政支援制度の継続及び規
模の拡大・運用の弾力化

◆内閣府

○地域女性活躍推進交付金　2.5億円
・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

○地域女性活躍推進交付金【継続】　3.2億円（H28:3億円）

○

〇

〇障害福祉サービス提供体制の整備（社会福祉施設等施設整備費）（◆厚生労働省）【継続】　71億
円（H28:70億円）
　障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、就労移行支援事業等を行う日中活
動系事業所やグループホーム、障害児支援の拠点となる児童発達支援センター等の整備を促進す
るとともに、スプリンクラー整備や防犯体制の強化を推進する
　さらに、長期入院精神障害者の地域移行を進める観点からも、グループホームの設置を一層推進
する

３．文化生活部

〇障害福祉サービス提供体制の整備（社会福祉施設等施設整備費）（◆厚生労働省）【継続】　71億
円（H28:70億円）
　障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、就労移行支援事業等を行う日中活
動系事業所やグループホーム、障害児支援の拠点となる児童発達支援センター等の整備を促進す
るとともに、スプリンクラー整備や防犯体制の強化を推進する
　さらに、長期入院精神障害者の地域移行を進める観点からも、グループホームの設置を一層推進
する

厚生労働省
（社会・援護局福祉基
盤課
社会・援護局障害保健
福祉部障害福祉課
雇用均等・児童家庭局
総務課
老健局高齢者支援課）

〇介護人材についての再就職準備金貸付事業の拡充（◆厚生労働省）　10億円
・いったん仕事を離れた人が再び仕事に就く際の再就職準備金貸付事業について、介護人材の確
保が特に困難な地域において再就職準備金を倍増するなどの拡充を行う
〇介護人材の処遇改善に伴う財政安定化基金への特例的積増し（◆厚生労働省）　20億円
・介護人材の処遇改善を平成29年度から遺漏なく実施するため、保険料の上昇回避のための財政
安定化基金への特例的積増しに要する費用について、補助を行う
〇介護保険制度による介護サービスの確保（◆厚生労働省）【継続】　2兆7,262億円（H28:2兆6,531
億円）
　地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在宅サービス、施
設サービス等の増加に必要な経費を確保する
〇介護人材の処遇改善（再掲）（◆厚生労働省）　289億円（新規）
　臨時に介護報酬改定を行い、介護職員処遇改善加算について、介護職員の経験、資格又は評価
に応じた昇給の仕組み（キャリアアップの仕組み）を構築した事業者に対し、新たな上乗せ評価を行
う加算を創設し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施する
〇地域医療介護総合確保基金（介護分）の実施（◆厚生労働省）
・介護従事者の確保に関する事業　60億円（H28:60億円）
多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、介護従事者の確保対策
を推進する

3



政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

鳥獣被害防止総合対策の充実・強化 ◆農林水産省

＜概要＞
鳥獣被害防止総合対策の充実・強化に向けた予
算の拡充について
①捕獲推進のための緊急捕獲活動の強化

6月6日 農林水産省農村振興
局農村環境課鳥獣対
策室長

○鳥獣被害防止総合対策交付金【継続】　H28補正：900百万円、H29：9,500百万円（H28：9,500百万
円）
・野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者一体の被害対策の取組や施設整
備、ジビエ活用の推進、新技術の導入実証等を支援する ○

政策提言のとおり予算措置されたが、本県では
当初予算内での実施となった

②被害減少に向けた防護柵の設置等、整備事業
の充実

6月6日 農林水産省農村振興
局農村環境課鳥獣対
策室長

○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

○

防護柵については、中山間地域所得向上支援
事業の中で追加措置（メニュー化）され、四万十
市（35百万円）と本山町（2百万円）、三原村（4百
万円）で実施することとなった

デュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）の早期
実用化と導入支援

6月6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の早期実用化・全国展開に向け、国のモデ
ル事業の実施、鉄道事業者が道路走行を担うな
ど新たな運行形態の構築のための法整備、初期
投資に対する支援制度の創設等を提言

地方鉄道・軌道の維持に対する支援の強
化

6月6日

＜概要＞
①第三セクター鉄道及び軌道に対し、地方自治
体が負担する維持経費等に対する、財政支援の
拡充（交付税措置）

②地方自治体が維持の必要性を認めて支援を行
う、鉄道・路面電車への補助制度の予算確保、要
件緩和

◆国交省
Ⅲ地方の支援
○地方創生の推進
（１）鉄道事業の安全対策事業費　3,887百万円

４．地域鉄道の安全性・利便性の向上
（１）地域鉄道の安全輸送の確保及び利用環境の改善（341億円の内数）

○

４．中山間対策・運輸担当理事所管

国土交通省
鉄道局　鉄道事業課長
鉄道局　地域鉄道支援
室長
鉄道局　技術企画課長
総合政策局　公共交通
政策部　交通計画課長

総務省
自治行政局調整課長

国土交通省
鉄道局　鉄道事業課長
鉄道局　地域鉄道支援
室長
鉄道局　技術企画課長
総合政策局　公共交通
政策部　交通計画課長
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政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

①5月23
日

①内閣府
（まち・ひと・しごと創生
本部事務局参事官）

◆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

②5月26日 ②総務省
（自治行政局地域力創
造グループ地域自立応
援課長）

既存の事業「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

地域中小企業応援ファンドの継続 5月23日

＜概要＞
地域の特色を活かした産業の振興や技術の発展
を図る目的のファンドによる、地域経済の活性化
に効果の高い支援が継続されるよう「地域中小企
業応援ファンド」の貸付期間の延長

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

5月23日

＜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、この事業に参画する
小規模事業者への補助上限額を200万円とする
要件を新設するとともに、共同事業の上限額を
1,000万円とすること

◆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(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当初予算への計上
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【継続】　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

中小企業庁
（小規模企業振興課
長）

○「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

５．商工労働部

中小企業庁
（創業・新事業促進課
長）
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政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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 5月23日

＜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

◆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

全国の日本版ＤＭＯがタイムリーに活用
できる観光データの整備

未定 観光庁

＜概要＞
日本版DMOが実施するマーケティングと観光施
策の効果測定にタイムリーに活用できるデータ収
集と提供

養液栽培の排液による産地リスク回避
のための支援策の充実

◆農林水産省

＜概要＞
産地リスク軽減技術総合対策事業で、養液栽培
の排液リスクに対応できる循環式養液処理装置
や排液処理装置の導入ができるよう、事業要件を
追加するとともに、十分な予算を確保すること。

4月20日 農林水産省生産局園
芸作物課花き産業・施
設園芸振興室補佐

○産地リスク軽減技術総合対策事業は廃止
○産地活性化総合対策事業のうち　新品種・新技術活用型産地育成支援事業【継続】　352百万円
（H28：315百万円）で対応が可能
・「強み」のある産地を育成するため、新品種や新技術を活用し、実需者、農業者、地方公共団体等
が一体となって産地形成を行う取組を支援する ○

H28年7月に、流出防止装置付きタンクの整備を
一緒にした「施設園芸産地における環境負荷軽
減対策事業の創設」として、新たな制度の創設
を提言した。
事業要件等の詳細について情報収集していく

経済産業省
（経済産業政策局地域
経済産業グループ立地
環境整備課長）

６．観光振興部
１．観光産業の革新と国際競争力の強化　94億円（H28：88.7億円）
　訪日プロモーションの強化
　MICEの誘致の促進
　観光人材育成支援事業
　通訳ガイド制度の充実・強化
　（新）健全な民泊サービスの普及
　（新）旅行業における情報セキュリティの強化支援事業

２．ストレスなく快適な旅行環境の整備　85億円（H28：80.3億円）
　（新）訪日外国人のストレスフリーな移動・滞在の実現
　　　　（観光案内所機能向上、宿泊施設インバウンド対応、公衆トイレ洋式化等）

３．観光資源の魅力向上　28億円（H28；27.6億円）
　広域観光周遊ルート形成促進事業
　観光地域ブランド確立支援事業
　観光資源を活用した観光地魅力創造事業
　テーマ別観光による新たな旅行需要創出

７．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（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

就農希望者の就農促進及び営農定着に
向けた支援策の充実

◆農林水産省

＜概要＞
①産地や地域が求める人材像を明確にしたうえ
で積極的に人材を確保、育成する取り組みを行っ
ていると認められる場合について、青年就農給付
金の受給要件を緩和すること、事業内容を拡充す
ること。

4月20日 農林水産省経営局就
農・女性課経営専門官

○農業次世代人材投資事業【青年就農給付金事業から組換】　14,013百万円（H27補正：2,308百万
円、H28：11,614百万円）
・次世代を担う農業者を目指す者に対し、就農の検討・準備段階から就農開始を経て経営を開始す
るまでを一連の流れとして、総合的に支援する

△
事業としては継続さ
れたが、受給要件の
緩和は反映されてい

ない

今後情報を収集していく。

②青年等就農資金の償還期限の延長を行うこ
と。

4月20日 農林水産省経営局就
農・女性課経営専門官 ×

今後情報を収集していく。

中山間地域等直接支払制度の拡充 ◆農林水産省

＜概要＞
①「集落連携・機能維持加算」において、8割協定
でも広域化を推進するための新たな加算措置を
創設すること。

4月20日 農林水産省農村振興
局地域振興課中山間
地域室長、補佐

○中山間地域等直接支払交付金【継続】　26,300百万円（H28：26,300百万円）
　うち本体交付金 25,800百万円（H28：26,000百万円）
・中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動を将来に向けて維持す
る活動を支援

×

今後情報を収集していく。

②「超急傾斜地保全管理加算」において、8割協
定でも有効に活用できるように加算の要件を緩和
すること。

4月20日 農林水産省農村振興
局地域振興課
中山間地域室

○政策提言の内容をそのままに反映
　農業生産活動を継続していれば（基礎単価：８割協定）、超急傾斜加算を受けられるよう要件が緩
和された ○

今後情報を収集していく

経営体育成支援事業の予算確保と担い
手確保・経営強化支援事業の実施　【一
部補正】

◆農林水産省

＜概要＞
①経営体育成支援事業について平成29年度当
初予算を十分確保すること。

8月3日 農林水産省経営局就
農・女性課経営体育成
支援室長

○経営体育成支援事業【継続】　2,833百万円（H28：2,997百万円）
・地域の担い手に対し、農業用機械等の導入を支援する

○

②担い手確保・経営強化支援事業について平成
28年度補正予算で実施すること。

8月3日 農林水産省経営局就
農・女性課経営体育成
支援室長

○担い手確保・経営強化支援事業【継続】　H28補正：5,286百万円（H27補正：5,286百万円）
・意欲ある農業者に対し、経営発展に必要な農業機械等の導入を支援する

○

施設園芸産地における環境負荷軽減対
策事業の創設

◆農林水産省

＜概要＞
①循環式養液処理装置や排液処理装置の導入
を促進する支援制度を創設すること。

8月3日 農林水産省生産局園
芸作物課花き産業・施
設園芸振興室長、補佐

○産地活性化総合対策事業のうち　新品種・新技術活用型産地育成支援事業【継続】　352百万円
（H28：315百万円）で対応が可能
・「強み」のある産地を育成するため、新品種や新技術を活用し、実需者、農業者、地方公共団体等
が一体となって産地形成を行う取組を支援する ○

事業要件等の詳細について情報収集していく

②流出防止装置付きタンクの計画的な整備を促
進する支援制度を創設すること。

8月3日 農林水産省生産局園
芸作物課花き産業・施
設園芸振興室長、補佐

○産地リスク軽減技術総合対策事業は廃止。
○産地活性化総合対策事業のうち　新品種・新技術活用型産地育成支援事業【継続】　352百万円
（H28：315百万円）で対応が可能
・「強み」のある産地を育成するため、新品種や新技術を活用し、実需者、農業者、地方公共団体等
が一体となって産地形成を行う取組を支援する

○

事業要件等の詳細について情報収集していく
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政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

ハウス加温燃料にかかるセーフティ
ネット対策の継続

◆農林水産省

＜概要＞
平成24年度補正で創設された燃油価格高騰緊急
対策事業のようなハウス加温燃料の価格変動に
備えるためのセーフティネット対策の継続と必要
な予算を措置すること。

8月3日 農林水産省生産局園
芸作物課花き産業・施
設園芸振興室長、補佐

○施設園芸等燃油価格高騰緊急対策【事業期限延長】
・燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、省エネルギー化等に取り組
む産地に対し、セーフティネットの構築を支援する（事業期限延長）

○

事業要件等の詳細について情報収集していく

中山間地域等直接支払交付金の充実 ◆農林水産省

＜概要＞
中山間地域等直接支払交付金の十分な予算確
保（推進事務費）。

8月3日 農林水産省農村振興
局地域振興課中山間
地域室長

○中山間地域等直接支払交付金【継続】　26,300百万円（H28：26,300百万円）（再掲）
　うち推進交付金300百万円（H28：300百万円）
・中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動を将来に向けて維持す
る活動を支援 ○

予算は前年度と同額を確保

緑の青年就業準備給付金事業の拡充 4月27日

＜概要＞
①林業の成長産業化に向けて、国産材の安定供
給を担う人材の育成確保のため、青年就業準備
給付金の充実を図ること。

○

②緑の青年就業準備給付金の要件である「林業
分野への就業」の範囲を拡大すること。

森林吸収源対策のための税制等の早期
検討

4月27日

＜概要＞
①国において、森林吸収源対策に必要な税財源
の安定的確保に向けた具体的な方策を明らかに
すること。

○

②木材生産のほかCO2の吸収や水源のかん養
など森林の有する公益的機能維持と森林の保全
整備に必要な税財源の偏在などに着目して、国
民全体の負担で支える仕組みを早期に具体化す
ること。

○

◆林野庁
○「緑の新規就業」総合支援対策【継続】　59.1億円（H28：57.3億円）
　　緑の青年就業準備給付金事業【継続】　2.8億円（H28：2.8億円）
・林業への就業に向け、林業大学校等において必要な知識等の習得を行い、将来的に林業経営を
も担い得る有望な人材として期待される青年を支援

◆林野庁（農林水産省）
○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
・平成28年12月８日に発表された与党「平成29年度税制改正大綱」において、森林環境税（仮称）の
創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、
平成30年度税制改正において結論を得るとされる

林野庁長官、林野庁次
長、林政部長、林政課
長、企画課長

８．林業振興・環境部
林野庁長官、林野庁次
長、林政部長、林政課
長、経営課長、林業労
働対策室長、木材産業
課長
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政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

漁業の担い手確保対策の強化 ◆水産庁

＜概要＞
新規就業者の就業直後の経営を支援するため、
「青年就農給付金」と同様の制度の創設を提言

4月25日 水産庁
（次長、漁政部長）

○新規就業者就業者総合支援事業【新規】　927百万円（H28：577百万円）
・新規就業者の漁業現場での長期研修の支援等。研修終了後の加工・流通、マーケティング等の経
営管理や熟練漁業者の技術やノウハウの習得の支援を拡充

研修終了後の経営管理の知識等の習得支援
が拡充

HACCPに対応した水産加工施設の新規
整備への支援強化

◆農林水産省◆水産庁

＜概要＞
民間企業等が行うHACCPに対応した水産加工施
設の新たな整備支援強化を提言

4月25日 農林水産省
（食糧産業局産業連携
課長）

○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
・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

にほんうなぎの資源回復に向けた取組の
推進

◆水産庁

＜概要＞
①国が主体となったうなぎの資源管理対策の推進

4月25日 水産庁
（次長、増殖推進部長）

○鰻供給安定化事業【継続】　147百万円（H28：147百万円）
・河川及び海域におけるウナギの生息状況等についての調査や効果的な放流手法等の開発

○

②うなぎ人工種苗の大量生産技術開発の推進を
提言

4月25日 水産庁
（次長、増殖推進部長）

○ウナギ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】　310百万円（H28：310百万
円）
・商業化に向けた大量生産システムの実証試験を実施 ○

沖合底びき網漁業の禁止区域拡大 ◆水産庁

＜概要＞
沖合底びき網漁業の操業禁止区域の拡大を提言

4月25日 水産庁
（次長、漁政部長、資源
管理部長）

リマ水域の指定解除 ◆防衛省◆外務省

＜概要＞
リマ水域指定の早期解除、リマ水域での演習内
容の事前情報提供を提言

4月26日 防衛省（周辺環境整備
課長）、外務省（日米安
全保障課長）

９．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（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

再度災害防止のための緊急浸水対策の
促進

8月4日 国土交通省水管理・国
土保全局長、次長、治
水課長
高知県関係国会議員
（８名）

＜概要＞
床上緊急対策事業の確実な予算確保要求

中筋川総合開発事業（横瀬川ダム）の促
進

8月4日 国土交通省水管理・国
土保全局長、次長、治
水課長
高知県関係国会議員
（８名）

＜概要＞
中筋川流域の洪水被害軽減のため、ダムの早期
完成を要望

漁港海岸での地震・津波対策の促進 8月4日 （水産庁）
漁港漁場整備部長、漁
港漁場整備部防災漁
村課長、高知県関係国
会議員（８名）

＜概要＞
直轄高知海岸とあわせて堤防の耐震補強を促進
するためには、財政支援制度の創設など国の積
極的な支援が必要

厳しい環境にある子どもたちへの支援の
充実（放課後等学習支援の充実、教育相
談支援体制の充実）

６月１日、
２日

文部科学省大臣官房
審議官、初等中等教育
局長、財務課長、他

＜概要＞
放課後の補充学習への支援や、ＳＳＷ・ＳＣの配
置拡充に向けた人材確保に係る財源確保。

１０．土木部
◆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

○２－１治水事業等関係費
（１）防災意識社会への展開
１）水害の頻発・激甚化に対応する治水対策　3,947億円 ○

１１．教育委員会
◆文部科学省
○多彩な人材の参画による学校の教育力向上【継続】　46億円（H28:47億円）
　・補習等のための指導員等派遣(11,500人→11,100人）

○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】　58億円(H28:55億円)
　・SC：公立小学校16,000校(500校増)・公立中学校10,000校での相談体制を整備
　　　　 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5,000人(2000人増)・高等学校47人
　　　　 　貧困・虐待対策のための重点加配　1,000人
　

○放課後子供教室に係る施設整備（一体設置型の推進）（◆文部科学省）【継続】　10億円（H28：42
億円）
・一体型の放課後子供教室・放課後児童クラブの実施を加速するため、設備備品やICTを活用した
学習支援を実施するための経費を支援する

○

◆国土交通省

○２－１治水事業等関係費
（１）防災意識社会への展開
１）水害の頻発・激甚化に対応する治水対策　3,947億円

・事業の早期完成に向け、政府予算案決定に向
けて引き続き提言していく

○

◆水産庁
４防災・減災対策の加速化
③漁港海岸事業＜公共＞　1億円

○漁港海岸事業
704百万円（H28：704百万円） ○
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政策提言の政府予算案への反映状況（部局長項目） 　【資料２】

H29.1.13　東京事務所とりまとめ

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

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

６月１日、
２日

文部科学省大臣官房
審議官、初等中等教育
局長、財務課長

＜概要＞
「チーム学校」の推進、ミドルリーダーの確保、少
人数学級編成の推進、学力定着・生徒指導等に
対応するため、加配の創設や充実。

公立学校施設の耐震対策及び老朽化対
策の推進

６月１日、
２日

文部科学省大臣官房
文教施設企画部長、施
設助成課長

＜概要＞
耐震化事業等に係る国庫補助等の継続・充実。
老朽化対策に関する支援の充実。

国・県・市町村指定文化財への支援の充
実

６月１日、
２日

文化庁文化財部長、参
事、他

＜概要＞
国指定文化財の保存対策経費の確保、及び個人
所有者に対する補助拡充。県・市町村指定文化
財の復旧に対する支援の創設。

子ども・子育て支援制度の充実 ６月１日、
２日

内閣府子ども・子育て
本部参事
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局保育課長

＜概要＞
H27施行の新制度の円滑な執行のための評価改
善に向けた取組の実施。病児保育事業等の職員
の質確保のための研修の充実。

◆文部科学省

○公立学校施設の老朽化対策等の推進【継続】　690億円（H28:709億円）
・老朽化対策を中心とした教育環境の改善（老朽化対策、空調設置、トイレ改修、給食施設整備等）

○学校施設の環境整備（耐震化・老朽化対策等） 公立学校等【継続】　1,407億円（H28：709億円）
・震災時等に避難所として地域住民の安全・安心を守る学校施設等の防災機能を強化するため、耐
震化や老朽化対策等を推進する

○

平成28年7月20日付け平成28年度子ども・子育
て支援交付金の病児保育事業のメニューに
　研修参加費用　職員１人当たり年額　1万円
が追加されている

◆文化庁

○文化財の適切な修理等による継承・活用等【継続】　323億円(H28:320億円）
・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

○文化財等を活用した観光振興による地域経済活性化（国宝・重要文化財の保存修理等）
　　文化財保存整備【継続】　30億円（H28：320億円）

○

◆文部科学省
○次世代の学校指導体制実現構想
　・教職員定数の改善増　19億円増

○

11


