
 

平成２８年度 四国知事会提言の概要 

<四国地方における震災対策等の推進>  

１ 震災対策の推進について 

（１）災害に備える 

○ 「国家的プロジェクト」としての地震防災対策の推進 

○ 四国地域全体の地震観測体制の強化 

○ 地震発生時に迅速かつ的確な災害応急対策活動が実施できる体制の整備及び国

主催の広域的な地震災害対応訓練の実施 

○ 従来の発想にとらわれない「防災・減災対策」の推進 

○ 緊急防災・減災事業債の制度の拡充及び恒久化 

 

（２）揺れに備える 

○ 公共施設の耐震性の向上等による震災に強いまちづくりの整備 

○ 公立小・中学校等施設の耐震化に係る補助制度の拡充及び公立高等学校等の耐

震化に係る財政支援制度の創設 

○ 私立学校施設の耐震化に係る補助制度の拡充及び必要な財源の確保 

○ 自治体が実施する住宅の耐震改修助成制度への補助制度の拡充 

○ 水道施設等の震災対策の推進 

○ 終了した医療施設耐震化臨時特例交付金と同様の継続的な助成制度の新たな創

設 

 

（３）津波に備える 

○ 津波発生時における避難路等の整備事業に対する補助制度の拡充 

○ 社会福祉施設等の近辺における津波に強い避難施設の整備促進 

 

（４）火災に備える 

○ 施設園芸産地防災実証モデル導入事業の継続と必要な財源の確保 

○ 農業用燃油タンク集約化や削減の促進支援 

○ 漁港防災対策支援事業のメニュー拡充 

 

（５）早期の救助救出と救護を行う 

○ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の継続的な育成及びＤＰＡＴ（災害派遣精神

医療チーム）の整備促進に係る支援 

○ 長期かつ広域的な医療救護支援体制の構築 

○ 情報通信手段や自家発電機、医療用水等の確保に係る支援 

○ 医療救護所に必要な資機材の整備や診療機能を備えた医療ユニットの迅速な展

開 

○ 外傷初期対応研修の制度創設及び応急手当講習の拡充支援 

○ 災害時の医療救護活動に必要な医薬品等の確保、供給体制の検討及び医薬品等



 

の備蓄に係る費用に対する財政支援 

○ 中山間地等における孤立化対策に係る補助制度の創設等の財政支援 

○ 警察機能を維持するための施設整備に必要な財政措置の拡充 

○ 迅速・的確な警察活動を実施するための資機材の整備 

 

（６）被災者の支援を行う 

○ 在宅の要配慮者に対する支援活動への財政支援 

○ 福祉避難所の指定促進するための補助制度の創設 

 

 

２ 水害・越波・土砂災害等に対する災害予防対策について 

○ 災害防止に必要な予算の確保により、予防対策が確実に実施できる仕組みの構

築 

○ 四国における河川改修事業・下水道事業・海岸事業・港湾事業・砂防事業・治

山事業・ため池整備事業等の早期整備 

○ ハード整備にとらわれない様々な手法による効果的な災害予防の推進 

 

 

<東日本大震災を受けて> 

３ 原発事故に伴う国産農林水産物や製品の輸出制限への対応について 

○ 輸出品等に係る放射線検査体制等の充実・強化 

○ 国内農業者や企業者等が安定的に輸出できる環境整備 

○ 諸外国の輸入規制措置の廃止・緩和の働き掛けの強化 

○ 国の責任による迅速な補償 

 

 

<分権型社会の構築>  

４ 地方税財源の充実・強化について 

○ 地方創生や人口減少対策を進めるための十分な財源の確保 

○ 地方財政計画の適正な策定 

○ 地方交付税の総額の確保及び臨時財政対策債の廃止並びに既往の臨時財政対策

債元利償還金の適切な確保 

○ 歳出特別枠の実質的な堅持および「まち・ひと・しごと創生事業費」の適正な

確保 

○ 市町村を含む地方の財源の確保 

○ 安定的な地方税体系の構築及び法人税改革についての慎重な検討 

○ 地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定に当たっての地方からの意見の反映及

び必要な行政サービス水準を確保できる財源の確実な措置 

○ 地球温暖化対策と気候変動の影響への適応策のための地方財源の確保・充実 



 

○ 合併市町村への十分な支援 

○ マイナンバー制度の運営等に伴う経費への財政措置 

 

 

５「政府関係機関の四国移転」の実現 

○「政府関係機関の四国移転」の早期実現とさらなる推進 

 

 

６ 地方分権改革の推進について 

○  実効性のある「国と地方の協議の場」の確立 

○ 地方分権改革の理念に沿った国と地方の役割分担の見直し及び国から地方への

事務・事業、権限、財源の一体的な移譲の推進 

○ 提案募集方式における適切なフォローアップの実施 

○ 地方の意見を反映した地方版ハローワークのさらなる充実 

○ 地方に対する法令による事務の義務付け・枠付け及び関与の廃止・縮小並びに

一層の規制改革の推進 

○ 地方が自らの責任で効率的な自治体経営を行うことができる地方税財政制度の

整備 

○ 直轄事業負担金制度の廃止 

○ 政府主導による、地方と十分な協議を行った上での改革の推進 

 

 

７ 持続可能で活力ある地域の創造について 

○ 過疎市町村が行う老朽化した公共施設の解体撤去費用への交付税措置 

○ 辺地の要件緩和 

 

 

<安全・安心な環境の形成>  

８ 地域における医師の確保対策について 

○ 医師不足地域における勤務を促す具体的方策の検討 

○ 小児科、産科、麻酔科、脳神経外科及び精神科並びに公衆衛生の医師確保策の

総合的な推進 

○ 公的医療機関を含めた中核的医療機関における医師の確保や病院機能の維持の

支援 

○ 公立総合病院における精神科医の確保 

○ 小児・救急医療現場の負担軽減に向けた具体的方策の検討 

○ 地域医療を担う医師養成に対する支援の充実 

○ 若手医師の確保・育成の取り組みが継続できる財政支援 

 

 



 

９ 在宅医療及び介護との連携の推進について 

○ 訪問サービスが不採算な地域における在宅医療の推進 

○ 在宅医療・介護連携推進事業の円滑な実施のための支援 

 

 

10 介護保険制度の充実・強化について 

○ 介護職員処遇改善加算の対象職種の拡大 

○ 恒久的な処遇改善につながる制度の確立 

○ 中山間地域等の条件不利地域において在宅介護サービスが可能となる介護報酬

の設定 

○ 介護予防給付の地域支援事業への移行に対する地域間格差が生じないための支

援 

○ 持続可能な介護保険制度構築のための制度改革 

 

 

11 認知症施策の推進について 

○ 地域全体で支える仕組みを構築するためのインセンティブの検討 

○ 認知症初期集中支援推進事業に係る要件の緩和 

○ 都道府県の広域的な事業の取り組みに対する積極的な支援 

○ 認知症疾患医療センターの運営安定と、全国的な整備拡大を念頭に置いた運営

財源の確保 

○ 認知症の発症予防に関する取組み手法の確立 

 

 

12 次世代育成支援対策の着実な推進について 

○ 子ども・子育て支援新制度の質の改善のための財源の確保 

○ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充及び弾力的な運用 

○ 子ども・子育て支援施策の充実 

 

 

13 高等学校等就学支援金の加算の拡充等について 

○ 就学支援金の加算の更なる拡充と、加算措置限度額の引き上げ 

 

 

14 地域の実情を反映した農林水産業の振興対策の実施について 

○ 国内農業の再生を図るための支援策の充実 

○ 農業生産性の向上と担い手への農地利用集積のための予算の確保 

○ 中山間地域の農業者に対するきめ細やかな支援の実施 

○ 農地中間管理機構を活用した農地集積対策の充実・強化 

○ 米・麦・大豆等の生産農家の経営安定対策の充実 

○ 果樹・野菜・花き農家の経営安定対策の充実・強化 



 

○ 畜産農家の経営安定対策の充実 

○ 漁業者の経営安定対策の充実・強化 

○ 林業の経営安定対策の充実・強化と木材利用の推進 

 

 

15 森林吸収源対策と森林保全の推進について 

○ 森林整備に係る森林所有者負担並びに県負担の軽減措置等の充実 

○ 森林を保全する仕組みの構築 

○ 地域材の利用推進 

 

 

16 ニホンジカの食害防止対策について 

○ 国有林及び国指定鳥獣保護区における自然植生のニホンジカ食害防止措置 

○ 国有林及び国指定鳥獣保護区におけるニホンジカの捕獲等による個体数調整 

の実施 

 

 

17 獣医師の確保対策について 

○ 補助員制度の創設等と畜場法の見直し 

○ 自治体勤務獣医師の処遇改善 

○ 大学獣医学部等のカリキュラムのさらなる充実 

 

 

18 消防救急デジタル無線の維持管理経費に係る財政支援措置の拡充について 

○ 保守修繕費に係る普通交付税措置額の引き上げ 

 

 

19 消防団員に対する退職報償金の充実について 

○ 退職報償金制度の見直し及び地方交付税の基準財政需要額の見直し 

 

 

20 地方警察官の増員について 

○ 安全で安心な社会を実現するための地方警察官の増員 

 

 

<地域活力の創造による地域経済の活性化> 

21 地方における社会資本整備及び老朽化対策の推進について 

○ 社会資本整備の着実な推進や、戦略的な維持管理・更新のための予算確保及び

社会資本整備の遅れた地域に配慮する仕組みの創設 

○ 社会資本整備に関する「国と地方の協議の場」の開催 



 

○ 地域活性化に資する国土強靭化に係る予算の確保及び財政支援措置の充実 

 

22 四国地方の高速交通ネットワークの整備促進について 

○ 四国８の字ネットワーク等の早期整備 

○ 地方への予算の重点配分及び整備に係る財源確保 

○ 地方の意見を踏まえた高速道路の整備等のあり方の検討及び適切な評価手法の

確立 

 

 

23 四国地方への新幹線導入など鉄道輸送システムの高速化と高度化等について 

○ 魅力ある地方の創生またリダンダンシーの確保の観点から、抜本的な高速化の

実現 

○ 四国地方在来線の輸送の安全・防災対策及び利便性・快適性を高めるための支

援措置の充実・強化 

 

 

24 空港の経営改革等について 

○ 地方空港の実態に配慮した制度設計 

○ 国内定期路線及び国際チャーター便の着陸料の引き下げ 

 

 

25 地域公共交通の維持・活性化について 

○ 内航フェリーの航路維持のための支援制度の創設 

○ 地方バス路線及び離島航路の確保・維持のための補助のあり方の見直し 

○ ＪＲ四国の経営安定化及び第三セクター鉄道の経営安定のための支援の実施 

○ ＤＭＶの早期実用化や普及に向けた環境整備 

 

 

26 国立公園内の公園事業の推進について 

○ 老朽化施設の整備 

 

 

27 「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録について 

○ 四国遍路の世界遺産暫定一覧表の記載 

 

 

28 地域中小企業応援ファンド及び農商工連携型地域中小企業応援ファンドの発展・継

続について 

○ 新たな産業集積の創造や、地域産業の競争力強化の取り組みが可能となるよう

な発展・継続的な措置 

○ 地域の実情に応じた支援が可能となるような所要の額の確保 



 

 

１ 震災対策の推進について 

 

四国地方においては、南海トラフ地震等の発生によって甚大な被害が予想さ

れることから、被害の軽減に向け、実効性ある各種の地震防災・減災対策を推

進すること。 

 

 

【背景理由等】 

平成２３年３月１１日に発生した『平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震』は、我が国の

観測史上最大となるマグニチュード９．０を記録し、東日本を中心に甚大な被害をもたらし、未曾有の

大災害となっています。 

 

四国地方では、おおよそ１００年から１５０年の間隔で繰り返し発生する南海地震によって、甚大な

被害を受けており、また、国の地震調査委員会によれば、今後３０年以内に７０％程度の確率で発生す

るといわれており、県民の生命、財産を守るための防災・減災対策を速やかに進めることが、四国の喫

緊の課題となっております。 

 

平成１３年３月の芸予地震では、愛媛県において大きな被害を受けたところであり、さらに、今年４

月の熊本地震では、２８時間以内に震度７が２回発生し、熊本県とその周辺地域に甚大な被害をもたら

しており、今後、四国地方においても、南紀トラフを震源とする巨大海溝型地震や中央構造線活断層隊

による大規模直下型地震、太平洋岸地域での遠地津波などによって、甚大な被害が予想されます。 

 

特に、南海トラフ地震が発生した場合、内閣府の発表では、これまでの想定をはるかに超える「津波

高」や「地震動」などが予測されており、従前以上に住民の不安は高まっています。 

 

四国４県では、内閣府の発表を踏まえ、より詳細な地形データや河川データ等を収集し、県独自の新

たな被害想定を取りまとめ、それに基づく地震・津波対策に取り組むとともに、ハード・ソフト両面の

防災・減災対策を、市町村とともに、できることから速やかに推進しているところです。 

 

また、政府が策定した国土強靭化基本計画に対応した国土強靭化地域計画を全県で策定し、防災・減

災対策を長期にわたって着実に推進していくこととしており、緊急防災・減災事業債は、こうした対策

を進める上で、非常に重要な制度ですが、事業期間が平成２８年度までとされており、平成２９年度以

降の取扱いについては、未だ不透明な状況となっております。 

 

南海トラフで発生する地震は、今後 30年以内の発生率が 70%程度にまで上昇し、震度７の揺れと巨

大津波の脅威は刻々と増しており、このような時間的な制約のある中、大規模な被害が想定される地域

においては、実効性の高い津波対策に対して優先的に投資していく必要があります。 

 

緊急防災・減災事業債は、地域の実情に応じた防災・減災事業に活用できるのみならず、各県の国土

強靭化地域計画で定めている地域強靭化を推進するためなどに必要な多くの事業も対象としており、平

成２９年度以降も必須の財源であると考えております。 

 



 

【具体的な提言事項】 

１ 災害に備える 

（１）地震防災対策を「国家的プロジェクト」として位置づけ、医療救護体制の強化

など多くの課題に専属的に取り組む部署を設置し、専門家や地方の意見も取り入

れながら、効果的な被害軽減対策を推進するための研究や対策を前倒して推進す

ること。 

（２）四国地域全体の地震及び津波の調査・観測・伝達体制の強化を図ること。特に、

地震・津波観測監視システムの整備を紀伊半島沖から日向灘周辺まで延伸し、地

震予知も視野に入れた東海地震並みの調査・観測・伝達体制を早急に整備された

い。 

（３）地震発生時に迅速かつ的確な災害応急対策活動が実施できるよう、活動体制を

整備するとともに、四国全体を対象とした国主催の広域的な地震災害対応訓練を

実施すること。 

（４）高速道路盛土のり面の「陸の防潮堤」・「避難場所」としての活用や、高台への

避難路の整備、ケーブルテレビ網を活用した災害情報伝達システムの整備など、

従来の発想にとらわれない防災・減災対策を推進すること。 

（５）平成２８年度までとされている事業期間を、各県が確実な防災・減災対策に取

り組めるよう、恒久化すること。また、防災拠点の整備や耐震化、災害対応のた

めの情報網の構築等に限定されている対象事業を、非常用備蓄の促進や孤立集落

対策等、国土強靭化地域計画に位置付けている事業に幅広く、柔軟に適用できる

よう拡大すること。 

 

２ 揺れに備える 

（１）南海トラフ地震の発生を念頭に置いた震災に強いまちづくりのため、各種公共

施設の耐震性の向上やため池防災・減災対策としての老朽ため池の整備促進及び

耐震診断やため池の耐震化整備、さらにはハード整備と併せたハザードマップの

作成などへの必要な予算確保、海岸保全施設・津波の遡上が予想される河川の堤

防・津波避難施設・防災情報伝達設備の整備、緊急輸送路確保のための道路・橋

梁、耐震強化岸壁等の港湾、漁港の整備や土砂災害からの保全、重要なライフラ

インであるが地震時に代替手段の無い下水道施設の耐震化、特に命の道としての

「四国８の字ネットワーク」の整備促進、緊急輸送や救命活動拠点等としての空

港の耐震化促進、河川・海岸堤防や防波堤の耐震化・粘り強い化等、既存施設の

維持や改良を含む施設整備の推進について、東日本大震災を踏まえた最新の知見

に基づき行うとともに、総合的かつ計画的な施設整備の実施を図るため、予算の

重点配分を行うこと。 

さらには、人の命を守り、被災すれば必要となる莫大な復興費を縮減する観点

からも、巨大地震・津波に備えるための事前防災に必要となる財源を確実に確保

すること。また、防災基盤等の整備を加速するため、全国防災に代わる財政支援

制度の創設や、国負担率の嵩上げを行うこと。 

 

（２）公立小・中学校等施設の耐震化に係る補助制度の拡充を図り必要な財源を確保



 

するとともに公立高等学校等の耐震化については、公立小・中学校等施設と同様

の財政的支援制度を創設すること。また、非構造部材の耐震対策について、国に

おいて十分な支援を行うこと。 

（３）私立学校施設の耐震化に係る補助制度のさらなる拡充と必要な財源を確保する

こと。 

（４）耐震診断の結果、耐震性が不足していた住宅の耐震性確保を促進するため、自

治体が実施している耐震改修の助成制度に対し、その補助率等に関わらず、防災・

安全交付金の基幹事業の対象として、自治体が住宅所有者に対して補助する額の

１／２を国が負担する制度に拡充すること。 

また、簡易な耐震改修や、耐震改修と併せて行うリフォームも補助対象に追加

すること。 

（５）水道の震災対策として、基幹管路及び配水池や浄水場などの基幹施設、また、

災害時に重要な拠点となる施設（病院、避難所）への供給ラインの耐震化を促進

するため、必要な施策を講じること。 

特に、水道施設耐震化事業に対する交付金の採択基準について、南海トラフ地

震防災対策推進地域にある水道事業体に対しては、資本単価要件の撤廃と補助率

の嵩上げを図るとともに、必要な財源を確保し、水道施設の震災対策を推進する

こと。 

（６）災害時に重要な役割を果たす医療機関の耐震化や津波対策のための移転改築等

を促進するため、平成２４年度まで予算化されていた医療施設耐震化臨時特例交

付金と同様の継続的な助成制度を新たに創設すること。また、医療提供体制施設

整備交付金の補助基準額や対象となる構造耐震指標値の更なる引き上げなど事業

者負担を軽減するとともに、補助対象を有床診療所までに拡大し、必要な財源を

確保すること。 

さらに、津波浸水地域からの単独での移転や現地での高層化を可能とする助成

制度を創設すること。 

 

３ 津波に備える 

（１）津波発生時における適切な避難先を早急に確保するため、集落の避難路等の整

備について、防災・安全交付金の対象とすること。 

（２）高齢者・障害者等の災害時要配慮者及び避難に時間を要するこどもが入・通所

する社会福祉施設等の周辺地域において、津波に強い避難施設の整備が促進され

るよう、必要な施策を講じること。 

 

４ 火災に備える 

（１）流出防止装置付き農業用燃油タンクを計画的に導入するため、施設園芸産地防

災実証モデル導入事業の継続と必要な財源を確保すること。 

（２）農業用燃油タンクの集約化や削減を促進する支援制度を創設すること。 

（３）漁業用屋外燃油タンク施設等の危険物施設の防災・減災対策を行うことのでき

る漁港防災対策支援事業において、新規の地下燃油タンク施設を整備できるよう

メニューを拡充すること。 



 

 

５ 早期の救助救出と救護を行う 

（１）災害急性期には多くの災害医療従事者が必要となるため、医療救護活動の中心

的役割を担うＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）については、災害拠点病院への配

置という目標に止まることなく、都道府県が実施する研修を修了した者を対象と

した研修枠（４日→２.５日に短縮）や欠員補充のための個人枠などＤＭＡＴ研修

の拡充を行い、継続的な育成を行うこと。また、各都道府県において整備するこ

ととなっているＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）についても、財政的支援及

び研修体制の確立を行うこと。 

（２）大規模災害発生時に、被災地以外の都道府県からの広域的な支援を被災地が適

切に受援できるよう、ＤＭＡＴの組織的な編成・運用など、ロジスティックチー

ムの養成も含めた総合的な調整を行う体制を構築すること。 

また、発災直後の救命に重点をおいたこれまでの災害医療体制に加え、被災地

域の医療機関の継続的な活動への支援や、避難所等における被災者の健康状態の

悪化への対応など、長期にわたる、広域的な医療救護支援体制を早急に構築する

こと。 

（３）大規模災害にはライフラインの途絶や道路等の寸断により、孤立する医療機関

が数多く発生することが予想されることから、衛星携帯電話などの情報通信手段

の確保や、医療機能を維持する上で不可欠となる自家発電機や医療用水等の確保

のための支援措置を災害拠点病院に止まることなく講じること。 

（４）より負傷者に身近な医療救護活動の場となる医療救護所や医療機関のほか、地

域の防災拠点等への必要に応じた資機材の整備の支援を行うとともに、重症患者

への対応も可能な医療モジュールの迅速な展開について、多目的船等による海か

らの医療提供も含めて早急に体制を構築すること。 

（５）地域の全ての人材に医療救護活動への参画が求められることから、全ての医療

従事者に外傷初期対応の研修機会を提供する全国的な制度の創設や、一般住民向

けの応急手当講習の拡充に向けた支援を行うこと。 

（６）災害時の医療救護活動に必要な医薬品等が迅速に供給できるよう、医薬品等の

備蓄品目の見直しや、医薬品の生産拠点が被災する可能性等も考慮した供給・流

通の確保などを、国において検討するとともに、医薬品等の備蓄に係る費用への

支援措置を講じること。 

（７）中山間地等における孤立化対策として、ヘリコプター駐機スペースの確保など

について、事業を実施する自治体に対して、補助制度を創設するなど、財政支援

を図ること。 

（８）地震、津波等の災害発生時に、被災状況等の情報収集、被災者の避難誘導・救

出救助、行方不明者の捜索、交通対策等の災害警備活動及び治安維持活動の拠点

となる警察施設の機能を維持するとともに、各行政機関との連携に欠かせない警

察通信機能を維持するため、施設整備に必要な財政措置を拡充すること。 

（９）地震、津波等の災害発生時に、被災状況等の情報収集、被災者の避難誘導・救

出救助、行方不明者の捜索、交通対策等の災害警備活動及び治安維持活動等を迅

速・的確に実施するため、警備活動車両に対する給油施設や救助活動を行う小型



 

重機等の装備資機材のさらなる整備を図ること。 

 

６ 被災者の支援を行う 

（１）被災にあった都道府県からの要請の有無に関わらず、地方自治体が、社会福祉

施設の介護職員等を募り、被災にあった都道府県で、在宅の要配慮者に対して介

護等の支援活動を行った場合には、支援に要した人件費・交通費・滞在費等の経

費を国において負担するよう財政上の支援措置を講ずること。 

（２）被災した災害時要配慮者の受け入れ先確保のため、福祉避難所の指定が促進さ

れるよう、必要な施設・設備整備に関する補助事業を創設すること。 

 

 



 

２ 水害・越波・土砂災害に対する災害予防対策について 

 

水害・越波・土砂災害等の未然防止や軽減を図るため、災害復旧や再度災害

防止の対策のみならず、災害予防対策が確実に実施できる仕組みを構築するこ

と。 

 

 

【背景理由等】 

四国地方では、平成１６年、１７年、２３年、２６年と相次ぐ台風の襲来や集中豪雨の増加などによ

り激甚な水害・越波・土砂災害が発生し、幾多の生命と財産が失われました。また、地球規模の気候変

動により、近年、異常豪雨の発生は増加傾向にあり、水害・越波・土砂災害の発生が今後さらに多くな

る恐れがあります。 

 

特に、四国においては、人口一人あたりの水害被害額は、全国平均を大きく上回るにもかかわらず、

必要な河川整備は十分実施されていない状況であります。また、ゲリラ豪雨など、市街地に降った雨水

を排除する内水排除のための下水道整備も必要とされているほか、海岸堤防においては、浸食された海

岸の越波被害が増大し整備の必要な海岸への対応が遅れています。 

 

このような状態が続けば、我々が目指す安全で安心な国土づくりにも大きな障害となる恐れがありま

す。また、被災箇所の後追い的対応に追われ、災害対策の基本である予防対策もままならない状況にな

っています。 

 

河川・下水道・海岸・港湾・砂防・治山事業等は、水害・越波・土砂災害・山地災害から国民の生命

と財産を守り、経済・社会活動の基盤となるものであり、その推進は国の最も重要な責務の一つであり

ます。 

 

災害復旧対応や再度災害の防止・軽減のための対策にとどまることなく、災害対策の基本である予防

対策として、河川・下水道・海岸・港湾・砂防・治山事業やため池整備事業を確実に実施するための仕

組みづくりと併せて、近年、多発する流木災害対策として、砂防事業と間伐などの森林整備・治山事業

とが連携した里山砂防事業をはじめ、流木対策事業の促進を図る必要があります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 水害や越波、土砂災害、山地災害の未然防止や軽減を図り、安全・安心な国土づ

くりのため、再度災害防止に必要な緊急事業を実施するための予算を災害予防に係

る予算とは別枠として確保することにより、災害予防の基本である予防対策が確実

に実施できる仕組みを構築すること。 

 

２ 四国における河川改修事業・下水道事業・海岸事業・港湾事業・砂防事業・治山

事業・ため池整備事業等の早期整備を推進すること。 

 

３ ハード整備を伴わず土地利用規制と家屋の移転補償を組み合わせるなど、様々な

手法を駆使し、少ない予算で効果的な災害予防を推進すること。 



 

３ 原発事故に伴う国産農林水産物や製品の輸出制限への対応について 

 

輸出品等に係る放射線検査体制等の充実・強化を図るなど、国内農業者や企

業者等が従来どおり、安定的に輸出できる環境を整備すること。 

 

 

【背景理由等】 

福島第一原子力発電所の事故発生以来、海外において、風評被害により、日本製品への不安感や諸外

国政府による規制措置により、四国４県産の食品等の輸出についても影響を受けています。 

 

また、農産物はもとより加工食品等において、ＥＵ諸国をはじめ中国・韓国・シンガポールなどで「輸

入規制」が継続されているほか、台湾では、昨年５月から、輸入停止となっている５県を除く、４２都

道府県産の全ての食品及び、「愛媛県の水産物」といった特定地域の一部産品を対象に、科学的根拠に

基づかないまま輸入規制が強化されるなど、企業等の輸出に際し、産地証明や相手国の基準に適合する

ことの証明書等を求められています。 

 

国においては、放射線検査機関の機器の整備等の対応を行っておりますが、検査に要する手間や経費

等は通常であれば不要なものであり、極めて厳しい経済情勢のもと懸命に努力している企業等に多大な

負担を強いています。 

 

これらの動きが長期化すれば、わが国経済産業の大幅な停滞や、国際収支の後退を招く恐れがあるこ

とから、国の責任において、風評被害の払拭や各国政府に対する働き掛け等の対策を講じることが求め

られます。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 輸出品等に係る放射線検査や安全証明書の発行について企業等からの要望に即応

できるよう、検査体制等のさらなる充実・強化を図ること。 

 

２ 各国政府及びその国民に対し、輸出製品等の安全性について、しっかりと情報提

供を行うことにより、国内農業者や企業者等が従来どおり、安定的に輸出できる環

境を整備すること。 

 

３ 海外に輸出される農畜水産物、食品等に関する諸外国の輸入規制措置について、

台湾をはじめ、各国政府に対し、輸入規制措置の廃止・緩和への働き掛けを強化す

ること。 

 

４ 企業等が負担する放射線検査費用や風評被害による損害等が生じた場合は、国の

責任において迅速な補償措置を講じること。 

 

 



 

４ 地方税財源の充実・強化について 

 

地方が社会保障関係経費の自然増や地域経済の活性化などの財政需要に対応

し、自立的、安定的な行財政運営ができるよう、地方財政計画を適正に策定す

るとともに、地方が自立して人口減少対策・地方創生に取り組んで行くために、

極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、安定的な財政運営に必要となる地方

の一般財源総額を確保すること。 

また、地方創生推進交付金については、自治体間連携や地域の創意工夫を最

大限に活かした特に効果が高いと見込まれる取組みや、地域の実情を踏まえた

これまでにない先進的な取組みなど、地方創生をより深化させるための施策等

に活用できる自由度が高くかつ継続的な制度とするとともに、地方負担分につ

いては、確実に地方財政措置を講じること。 

特に、地方交付税の総額の持続的な確保や、地域間の偏在性が小さく、税収

が安定的な地方税体系の構築に向けて引き続き取り組むこと。 

 

 

【背景理由等】 

四国４県では、財政の健全化に向け、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、

徹底した行財政改革に取り組むとともに、自主的な市町村合併を推進するなど、地方分権時代にふさわ

しい行政体制の整備を進めてきました。 

 

現在、我が国において、東日本大震災からの復興をはじめ、社会保障制度改革等への対応や、地方創

生に向けた取り組みが進められている中で、地方においては、人口減少、少子高齢化、厳しい雇用情勢、

疲弊した地域経済などへの対策に厳しい行革によって得られた財源などを有効に活用し、懸命に努力し

ているところです。 

 

こうした中、平成２８年度地方財政計画においては、地方交付税の減少を最小限にとどめ、臨時財政

対策債の発行を大幅に抑制した上で、地方の一般財源総額は前年度の水準を上回る額が確保されたもの

の、依然として、地方は多額の財源不足を抱えたまま、今後とも社会保障関係経費の増嵩が見込まれる

中で、引き続き厳しい財政運営を余儀なくされる状況にあります。また、臨時財政対策債の発行の増大

は、地方の財政運営の健全性を阻害する側面を持っているため、一層の削減に努めるとともに、償還財

源を確実に確保すべきです。 

 

また、消費税率の引き上げ時に軽減税率制度を導入し、安定的な恒久財源について法制上の措置等を

講ずるとされましたが、その具体的な内容は示されておりません。また、平成２８年度税制改正におい

ては、地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに、法人住民税法人税割の交付税原資化をさらに進め

ることとなりましたが、地方の財政運営に支障が生じないよう、法人住民税法人割のさらなる交付税原

資化を進めるなど、引き続き偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を図る必要があります。

あわせて、偏在是正により生ずる財源については確実に地方財政計画に計上し、実効性のある偏在是正

措置とすべきです。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 人口減少対策・地方創生に取り組むための財源として、地方がそれぞれの地域の



 

実情に応じた積極的な取組みを継続的に進めることができるよう、平成２８年度当

初予算において計上された「地方創生推進交付金」を引き続いて措置し、今後とも

人口減少対策・地方創生を進めるための十分な財源を確保すること。 

地方創生推進交付金の制度設計に当たっては、従来の取り組みの隘路に対応し、

地方創生を軌道に乗せるための施策や、地域間連携、民間各セクター等多様な主体

との協働など、地域の創意工夫を最大限に活かした先進的あるいは効果が高いと見

込まれる施策など、地方創生をより深化させるために活用できる自由度が高くかつ

継続的なものとすべき。また、地方負担分については、確実に地方財政措置を講じ

るべき。 

 

２ 地方財政計画の策定に当たっては、地方財政対策についての事前の地方への情報

提供と説明の徹底を図ること。また、南海トラフ地震に備えた緊急防災・減災対策

や地域経済の活性化対策、地方創生に向けた人口減少対策、大幅に増加している社

会保障関係経費など、地方の財政需要を確実に反映させるとともに、経済情勢を的

確に踏まえて税収額を見込むなど、適切に策定すること。 

また、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、

平成２９年度以降においても、平成２８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すること。 

特に、地方の歳出は、社会保障関係経費の自然増などを給与関係経費や投資的経

費の削減努力などで補ってきており、従来のような歳出削減は極めて困難な状況に

あることを踏まえ、国の赤字解消のために、効率化重視の視点のみでの歳出改革は

行わないこと。 

 

３ 地方交付税については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割で

ある財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう総額を確保するとともに、

法定率のさらなる引き上げを含めた見直しを検討し、特例措置に依存しない持続可

能な制度の確立を目指すこと。 

トップランナー方式の導入にあたっては、地方の実情を十分踏まえ、行財政運営

に支障をきたすことのないようにすること。 

また、臨時財政対策債は、本来地方交付税により措置されるべき財源不足を国と

地方が折半し、地方負担分について発行することとされているため、税収減により

地方債発行の増大につながり、地方の財政運営の健全化を阻害する側面を持つこと

から廃止するとともに、既往の臨時財政対策債の元利償還金は、その全額を地方交

付税や臨時財政対策債と別に地方特例交付金など「真水」で措置すること。 

 

４ 地方財政計画の歳出特別枠については、危機対応モードから平時モードへの切替

えを進めていくとしているが、地方の中小企業を取り巻く経済環境は依然として厳

しく、安定的な雇用も十分確保されていないことから、実質的に堅持する必要があ

る。見直しを行う場合であっても、今後地方創生への取り組みや社会保障関係経費

の増加が見込まれることから、これらの経費を通常の歳出へ計上し、地域活性化等

の取り組みを実施するための経費を確保すべきである。 



 

また、平成２７年度の地方財政計画において創設された「まち・ひと・しごと創

生事業費」については、平成２９年度以降も継続することと併せて地方の意見を十

分に踏まえながら、地域の実情や取り組みの成果が適正に評価されるような算定方

法とすること。 

 

５ 消費税・地方消費税の引上げ分のうち交付税原資分も含めるとその約３割が地方

の社会保障財源であることから、軽減税率制度の導入に伴う減収分については、代

替税財源等により確実に措置するなど、地方財政に影響を与えないようにすること。 

また、車体課税については、今般の環境性能割の導入に際し負担軽減がなされて

おり、一層の減税は容認できない。仮に、都道府県の基幹税である自動車税の税率

の引下げを議論する場合には、地方財政に影響を及ぼすことのないよう具体的な代

替税財源の確保を前提とすべきです。 

 

６ 消費税率１０％段階の地方法人課税の偏在是正については、地方法人特別税・譲

与税を廃止するとともに、これに代わる税源の偏在是正措置として、法人住民税法

人税割の交付税原資化をさらに進めることとされたが、引き続き、地域間の税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を確実に実現すること。 

また、景気回復効果が地方全体に行き渡っていない現状では、地域経済を支える

中小企業への配慮が不可欠であることから、法人事業税の外形標準課税の中小企業

への拡大については、慎重に検討すること。 

 

７ 地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定や、国が地方に対し新たな事務事業の義

務付け等を行う場合には、地方自治の本旨及び地方分権の基本理念に即して、地方

公共団体の意見を積極的に反映するとともに、自主財源が乏しい地方公共団体にお

いても必要な行政サービス水準を確保するための実質的な財源を確実に措置するこ

と。 

 

８ 気候変動の影響への適応策も含めた地球温暖化対策に地方公共団体が果たす役割

を適切に反映した地方財源を確保・充実する仕組みを早急に実現すること。 

 

９ 合併した市町村に対して十分な支援措置を講じること。また、普通交付税の算定 

にあっては、とりわけ広域化・多様化した合併市町村において生じている周辺旧町

村地域の活性化等のための行政需要等を適切に反映した算定方法とすること。 

 

10 マイナンバー制度の導入に伴うシステム及びネットワークの維持管理に要する経

費などについては、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、原

則として国が負担し、地方に新たな経費負担が生じることのないようにすること。 

また、マイナンバー制度の利用開始に伴い、情報セキュリティ対策を強化するこ

とが不可欠であることから、情報セキュリティ対策等に要する経費等について、別

枠の重点課題対応分として、必要な財政措置を確実に講じること。 



 

５「政府関係機関の四国移転」の実現  

 

「政府関係機関の四国移転」を一日も早く実現すること。 

 

 

【背景理由等】 

日本の明るい未来を切り拓いていくためには、「人口減少の克服」と「東京一極集中の是正」に一刻

の猶予も許されないとの共通認識のもと、四国４県は、創意工夫を凝らした地方創生の取組みを推進し

ています。 

 

国においては、平成２８年３月に「政府関係機関移転基本方針」を決定しましたが、その中で、香川

県に「農業・食品産業技術総合研究機構」の四国研究センターの拡充、愛媛県に「海上技術安全研究所」

の連携・協力による造船技術力強化を図る連携拠点の設置、高知県に「海洋研究開発機構」の連携拠点

の機能拡充等を明記するとともに、徳島県提案の「消費者庁等の移転」については、ＩＣＴの活用等に

よる試行を行い、移転に向けて８月末までに結論を得ることを目指すとされています。 

 

「政府関係機関の地方移転」は、企業の本社機能の地方移転を促す起爆剤であるとともに、現場主義

による「国民目線に立った政策企画」の強化や、国・地方双方の研究力の強化や研究機関の集積による

産業の活性化などにつながるものであり、四国各県民をはじめ国民の期待はきわめて大きいと考えてお

ります。 

 

【具体的な提言事項】 

国においては、地方への新しい人の流れの突破口を創り出し、地方創生、ひいては

日本創成につなげるため、豊富な実証フィールドを有する四国各県に対して「政府関

係機関移転基本方針」に基づき、研究・研修機関の移転等を進めるとともに、中央省

庁の移転についても一日も早く実現し、今後とも、「国家戦略としての政府関係機関の

地方移転」を強力に推進すること。 



 

６ 地方分権改革の推進について 

 

日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が

自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責

任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進

すること。 

 

 

【背景理由等】 

政府においては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部を内閣に設置し、併せて専門的

かつ実務的な議論を行う「有識者会議」を担当大臣の下に設置して、地方分権の推進体制を整えるとと

もに、平成２６年から提案募集方式を導入し，地方からの提案内容を踏まえ、国から地方への事務・権

限の移譲等を行う「第６次一括法」が成立するなど、地方分権改革に政府一丸となって取り組む姿勢を

明確にしています。 

 

広範にわたる地方分権改革の実現に向けた取り組みはまだ道半ばであり、今後、四国が真に自立した、

個性的な地域づくりを行っていくためには、国と地方が十分な協議を行いながら、国と地方の役割分担

の大幅な見直しと併せて、それぞれの担う役割に応じた税財源のあり方を見直すなど、さらなる改革を

推進していく必要があります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 地方自治に影響を及ぼす国の政策の立案や見直しにあたっては、法定された「国

と地方の協議の場」を実効ある仕組みとして最大限有効に活用し、国と地方が対等

の立場で真摯に協議を行うこと。 

またその際には、政策の企画立案段階から実質的な協議を行うための分科会も積

極的に活用するなど、真の地方分権改革につながる政策決定システムを構築し、国

の政策に地域の実情を熟知する地方の意見を的確に反映させること。 

 

２ 地方分権改革の理念に沿い、国と地方の役割分担の徹底的な見直しを行うととも

に、住民に身近な事務は地方で総合的に担えるよう、事務・事業、権限、財源の一

体的な移譲を推進すること。 

 

３ 平成２６年からの提案募集方式における地方からの提案等のうち、「検討を行う」

とされているものについて、国において適切なフォローアップを実施するとともに、

「実現できなかったもの」について、対応済みとして整理するのではなく、再度提

案があった場合はその実現に向けて積極的に検討すること。 

また、地方の直接の事務処理に関係しない事項であっても，地域が創意工夫あふ

れる施策が展開できるよう，地方創生の観点から広く「提案募集」の対象とするこ

と。 

さらに、今後の提案募集においては、地方から提示された支障事例等を踏まえ、

国が十分に立証責任を果たし、可能な限り地方の提案を実現できるよう努めること。 



 

 

４ 地方版ハローワーク等のさらなる充実のため，地方の意見を十分に反映し，人的

支援・財政的支援・データアクセス権の付与等の十分な支援措置を講ずること。ま

た、雇用保険業務等の実施や事業所以外の場所での職業紹介の実施について認める

こと。 

 

５ 地方の自主性・裁量性を拡大し、地域の特性に応じて事務執行が行えるよう、さ

らなる「義務付け・枠付けの見直し」を行うとともに、国の関与全般をチェックす

る組織的な仕組みの創設について検討すること。 

また、地方の効率的な行財政運営や政策目標の達成を阻害している規制について

も、廃止や大幅な緩和を図るなど、一層の規制改革を推進すること。 

 

６ 国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含めた税源配分の一体的改革と税源の

偏在是正策とは、一体不可分のものとして取り扱い、地方が自らの責任で効率的な

自治体経営を行うことができる地方税財政制度の整備を図ること。 

 

７ 直轄事業負担金制度の廃止に向け、引き続き地方との協議を十分に行い、社会資

本整備の遅れた地域に影響が生じないよう配慮することなど、地方からの意見をし

っかりと反映させること。 

 

８ これらの改革の推進にあたっては、関係省庁の誠意ある対応を確保するとともに、

地方と十分な協議を行いながら、国民の関心と理解を深めるよう特段の配慮を行う

こと。 



 

７ 持続可能で活力ある地域の創造について 

 

 南海トラフ地震に備えた事前防災・減災対策を早急に実施できるよう財政支

援を行い、辺地指定の要件を緩和するとともに、辺地債の対象にソフト事業を

追加すること。 

 

 

【背景理由等】 

四国地方は、人口の減少や市町村合併により施設の統廃合が進み、廃校舎をはじめとする遊休公共施

設が増加しています。 

 

こうした中、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の解体撤去については、地方債の特例措置

が講じられたところです。 

 

しかしながら、南海トラフ地震の際に倒壊の恐れがある耐震性の低い遊休公共施設は、事前防災・減

災の観点から早急に解体撤去を行う必要がありますが、過疎地域の市町村や過疎市町村を抱える都道府

県は、財政状況が厳しく、十分対応できない状況にあります。 

 

さらに、人口の減少等により、辺地の条件を満たさない集落が増加し、集落の存続が危ぶまれている

ことから、集落再生を実現するため、辺地指定の要件緩和とソフト面からの支援が必要であります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 財政の厳しい過疎市町村が行う、事前防災・減災の観点から老朽化した公共施設

の解体撤去に係る地方債については、元利償還に対して交付税措置を講じること。 

 

２ 集落再生を実現するため、辺地指定の要件（辺地度点数加算、人口要件）を緩和

するとともに、辺地債の対象にソフト事業を追加すること。 



 

８ 地域における医師の確保対策について 

 

地域において適切な医療を享受できる体制を整備するため、地域間及び診療

科目間における医師の偏在の解消をはじめ、引き続き、医師確保対策の充実を

図ること。 

 

 

【背景理由等】 

地域における深刻な医師不足及び診療科目間の医師の偏在は、医療供給体制の確保にとって大きな課

題となっており、各県では、昭和５５年から自治医科大学の卒業生等をへき地医療機関へ配置し、へき

地医療の確保に努めてきたところです。 

 

平成１８年８月の「地域医療に関する関係省庁連絡会議」において、「新医師確保総合対策」がまと

められ、自治医科大学の入学定員の増が図られたほか、国においては、平成２２年度に診療報酬本体の

引き上げを行い、平成２０年度から医学部入学定員の増員（H19:7,625人→H24:8,991人）を行ってい

ますが、これらの取り組みは、地域の特性への配慮がなされておらず、現時点では、医師の診療科目間

や地域間の偏在解消に結びつくかは不透明な状況にあります。 

 

四国地方は、山間部や離島が多く、自治医科大学卒業医師の義務年限内の医師だけでは人数に限りが

あること、また、へき地のみならず都市部や郡部の中核的医療機関においても、依然として深刻な医師

不足が続いており、特に、小児科、産科、麻酔科、脳神経外科及び精神科については、その医師確保対

策が大きな課題となっております。 

 

さらには、軽症患者の安易な時間外受診の増加は、医師不足に直面する救急医療現場の疲弊を加速さ

せる大きな要因ともなっており、医師不足の急速な解消が見込めない中、医療機関への適切な受診につ

いての普及啓発なども喫緊の課題となっており、これらの状況を踏まえ、早急により具体的かつ効果的

な対策を実施する必要があります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 医師不足地域における勤務を促す具体的方策を検討すること。 

（１）病院、診療所の管理者となる要件に医師不足地域における一定期間の診療経験

を付加すること。 

（２）臨床研修修了後、一定期間の医師不足地域における診療を義務付けること。 

 

２ 小児科、産科、麻酔科、脳神経外科及び精神科並びに公衆衛生の医師確保対策を

総合的に推進すること。特に、小児科、産科は女性医師の割合が高いことから、女

性医師が働きやすい環境整備の充実を図ること。 

 

３ 地域医療における急性期や周産期など政策的医療の重要性に鑑み、それらの医療

に貢献する公的医療機関を含めた中核的医療機関における医師確保や病院機能の維

持のための支援をさらに強化すること。 

 



 

４ 地域で中核的な役割を果たす公立病院の精神病床においては、身体合併症治療や

措置入院の受入れなど非常に重要な役割を果たしていることに加え、一般救急にお

ける精神科的対応の増加などにより、精神科医の確保が困難な状況になっているこ

とから、公立病院の精神病床が維持できるよう精神科医の確保について対策を講じ

ること。 

 

５ 医療機関への適正な受診についての普及啓発など、小児・救急医療現場の負担軽

減に向けた具体的な方策を検討すること。 

 

６ 地方において若手医師を確保し、地域医療を支える人材として育成していくため、

地域医療を担う医師育成に重点を置く地方の大学医学部及び大学病院、また地域の

教育病院に対する支援の充実を図り、官・学・民の連携による医師の育成支援体制

を全国に波及していくこと。 

 

７ 若手医師の育成・資質向上に向けて取り組みが継続できるよう、地域医療介護総

合確保基金」において、これまでの取組実績を要素として組み入れた上で、各自治

体に十分な額を配分すること。 



 

９ 在宅医療及び介護との連携の推進について 

 

山間部・中山間地域等、過疎化の進行や地理的条件から在宅医療を提供する

事業者の経営が成り立ちにくい地域にあっても、在宅医療が選択できる制度設

計を行うこと。 

 

 

【背景理由等】 

四国山地を有する四国地方は多くの山間部・中山間地域を抱えていますが、こうした地域では過疎化

が進行している上、地理的条件から集落が点在、道路事情の悪さや移動時間の長さなどにより訪問によ

るサービスの効率が悪くなっています。 

 

平成２５年度からの医療計画策定に当たり、在宅医療に係る目標、医療連携体制を記載し、在宅医療

の提供体制を構築することが国から求められましたが、現在の国の在宅医療・介護の支援制度は都市部

を想定して設計されており、事業の効率的な運営が困難な地域では、在宅医療に必要な訪問看護ステー

ションなどの事業者の経営が成り立たない状況にあります。こうした地域にあっても、サービスが提供

される仕組みづくりが必要です。 

 

現在、訪問看護ステーションから長時間移動をする場合、加算措置がありますが、移動時間の要件が

１時間以上と非常に長時間であることや、訪問看護ステーションの所在地によって加算ができない地域

があることから、効果的な制度となっていない状況があります。 

 

また、人口が密集し在宅医療・介護資源が豊富な都市部においては、機能分化・専門化を行うことで

効率的なサービスが提供可能ですが、人口が点在し、資源が限定的な中山間地域においては１機関が複

数の役割を実施するなどの対応が求められます。 

 

このために、訪問看護ステーションから提供できない訪問看護需要を、医療機関からの訪問看護で充

当することも検討する必要がありますが、医療機関からの訪問看護には移動時間や中山間等地域性に関

する加算が設けられておらず、患者に交通費を実費請求する報酬体系になっていることが、訪問看護の

普及の障害になっていると考えられます。 

 

さらに、先般の介護保険制度改正において、在宅医療と介護の連携について市町村において取り組む

こととされたところですが、法で定める期限までに全ての市町村において円滑に実施できるよう継続的

な支援が必要です。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 過疎化の進行や地理的条件等により訪問によるサービスが不採算な地域にあって

も、必要な訪問看護需要を満たすことができるよう、訪問看護ステーションが一定

時間以上の移動を要する場合の加算条件を緩和するとともに、かかりつけ医療機関

やその連携した医療機関からの訪問看護について、長時間の移動を要する場合の加

算措置を新設すること。 

２ 市町村における在宅医療・介護連携推進事業の円滑な実施のため、必要な支援を

行うこと。 



 

10 介護保険制度の充実・強化について 
 

 

介護ニーズが増大する中、事業所による円滑で安定的な介護サービスの提供

が可能となるよう介護保険制度の充実・強化を図ること。 

また、市町村が、新たな地域支援事業のしくみへの移行・再編を円滑に完了

するとともに、地域の実情に応じた取組みを実施できるよう、必要な支援措置

を講じること。 

 

 

【背景理由等】 

四国の各県においては、介護サービス提供事業者等の多くが介護職員処遇改善加算の利用などで職員

の早期離職の防止と職場への定着に努めているところですが、現在の介護報酬のレベルの下では、人材

の確保・定着といった面で、困難が生じております。また、事業所からの遠隔地や利用者が特に少ない

中山間地域等において、地域包括ケアシステムの構築に向けて、サービス提供に支障が生じることのな

い介護報酬の仕組みとすることが必要です。 

 

その際には、現行の特別地域加算等では利用者の自己負担が増加する仕組みとなっていることから、

利用者の負担割合を通常地域と均衡が取れる率まで低減するといった低所得者に対する軽減制度の拡

充などの配慮が必要です。併せて、地域包括ケアシステムの根幹となる訪問看護等の軽減対象サービス

への追加や、軽減措置の実施主体に医療法人を追加するなどといった拡大措置も欠かせません。 

 

また、平成２６年介護保険法改正に伴い、平成２７年度から順次実施される地域支援事業の見直しに

当たっては、市町村において、円滑に事業等を移行・再編するとともに、地域の実情に応じた取組みを

実施できるよう、支援措置が必要です。 

 

さらに、政府においては、昨年 12月、新・三本の矢の第三の矢「安心につながる社会保障」として、

介護離職ゼロを実現するため、在宅・施設サービスを充実・加速化することを示したところですが、高

齢化の進展に伴い、増高を続ける各市町村の介護保険料に与える影響を懸念する意見もあります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 介護人材の確保・定着を図るため、介護職員処遇改善加算の対象職種の拡大を図

ること。 

 

２ 介護職員処遇改善加算を介護報酬の基本部分に組み込んだ上で、恒久的な制度と

して確立すること 

 

３ 中山間地域等の条件不利地域においても、必要とされる在宅介護サービスの提

供・確保が可能となるような介護報酬の単価設定とすること。また、その際には、

利用者負担の上昇についての十分な配慮などを行うこと。 

 

４ 新たな地域支援事業のしくみへの円滑な移行・再編、地域の実情に応じた取組み



 

の実施に向けた支援措置を講じること。 

 

５ 持続可能な介護保険制度を構築するため、保険料と国・地方の負担の在り方を含

め、必要な制度改革を行うこと。 



 

11 認知症施策の推進について 

 

認知症の人と家族を支えるための社会資源の整備に国が主導的な役割を果た

すとともに、地域における認知症支援体制の構築に向けての広域的な機能強化

について積極的な支援を行うこと。 

また、認知症疾患医療センターの指定拡充と十分な運営財源の確保を図るこ

と。 

 

 

【背景理由等】 

我が国の少子高齢化が一層進む中、認知症高齢者も急速に増加していくことが予想され、認知症にな

っても、住み慣れた環境で安心して暮らし続けるためには、地域全体で支える体制の構築が欠かせませ

ん。 

 

そのためには、認知症の人を支えるための社会資源の整備に国が主導的な役割を果たすとともに、市

町村が地域の状況に応じた認知症支援体制を構築できるよう、県が広域的な支援を行うことが必要です。 

 

また、認知症の人を地域全体で支えるためには、保健、医療、介護、福祉等の関係機関の緊密な連携

による早期発見、早期対応が重要であり、地域連携や専門職への教育の核となる「認知症疾患医療セン

ター」は極めて有用です。 

 

国は、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）において、認知症疾患医療センターを含めて認

知症の早期診断を行う医療機関、全国５００か所の整備を打ち出しているところですが、既指定のセン

ターの運営の安定と全国的な整備拡大を念頭においた財源の確保など、十分な国の予算措置がなされて

いません。 

 

また、平成２６年度は任意事業として実施されていた認知症総合支援事業が、法改正により地域支援

事業の包括的支援事業として位置づけられたことに伴い、平成２７年度から順次移行し、平成３０年度

からは全ての市町村で実施することとされていますが、このうち、認知症初期集中支援チームの設置に

ついては、専門医などの専門職の確保ができず、チーム員の配置に困難が生じる市町村があります。 

 

さらに、認知症については、正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援や早期からの適切な診断

や対応はもとより、認知症にならないよう早くから予防に取り組むことが必要です。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 少子高齢化が進展し、認知症高齢者が約５２０万人と見込まれる中、認知症対策

は、国をあげて取り組むべき喫緊の課題である。認知症になっても、住み慣れた環

境で安心して暮らし続けることができるよう、地域全体で支える仕組み（地域包括

ケアシステム）を構築するためのインセンティブを検討するなど、主導的な役割を

果たすこと。 

 

２ 認知症総合支援事業における認知症初期集中支援推進事業については、市町村の



 

実情に応じた弾力的な実施が可能となるよう、当該事業に係る要件について緩和す

ること。 

 

３ 認知症施策において、住民にとって身近な基礎自治体である市町村が十分に役割

を果たせるよう、地域の実情を踏まえ、都道府県の広域的な事業の取り組みに対す

る積極的な支援を行うこと。 

 

４ 既指定の認知症疾患医療センターの運営の安定はもとより、全国的な整備拡大を

念頭に置いた運営財源を確保すること。 

 

５ 国において認知症予防に関する研究を進め、認知症の発症予防に関する取組手法

の確立を図ること。 

 



 

12 次世代育成支援対策の着実な推進について 

 

次世代育成支援対策を実効性あるものとするため、支援制度の充実を図るこ

と。 

 

 

【背景理由等】 

少子化の進行は、生産年齢人口の減少による経済活動の縮小に加え、超高齢社会の到来に伴う社会保

障負担の増大など、近い将来、国家的な危機を招きかねない喫緊の課題となっています。 

 

こうした中で地方は、急速に進行する少子化の流れを変えるため、様々な独自の対策に加え、地方独

自の取り組みを後押しする地域少子化対策重点推進交付金や、地方創生関連の交付金を活用した施策や、

子ども･子育て支援新制度の推進など、少子化対策の抜本強化に取り組んでいるところです。 

 

少子化に伴う課題に適切に対応していくためには、ライフステージを通じた総合的な対策が必要であ

り、子育て支援に止まらず、結婚や妊娠・出産期も含めた様々な支援策の拡充が不可欠です。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 子ども・子育て支援新制度の質の改善のための財源の確保について 

子ども･子育て支援新制度における子育て支援の充実を図るためには、量的拡充とと

もに質の改善が不可欠であり、残されている質の改善事項を確実に実行するために必

要となる１兆円超程度の財源について、地方財政措置も含めて確実に確保すること。 

 

２ 地域少子化対策重点推進交付金の拡充及び弾力的な運用について 

地域少子化対策重点推進交付金は、地域の実情に応じた地方独自の取り組みを支援

する有効な制度であり、さらに多くの自治体が活用し、国全体としての少子化対策の

推進を図るためにも、平成２９年度以降も当初予算における計上額を増額して交付金

を継続するとともに、より地方の創意工夫が活かせるように弾力的な運用を可能なも

のとすること。 

 

３ 子ども・子育て支援施策の充実について 

（１）特定不妊治療費の医療保険の適用についての検討を進めること。また、不育症

の検査、治療についての研究を進め、その研究成果の評価検証を行い、自治体等

への適切な情報提供など積極的な支援を行うこと。 

 

（２）保育所、幼稚園、認定こども園等に通う子どもを対象とした、多子世帯保育料

等軽減措置における年齢制限を廃止すること。 

また、低所得者に配慮した保育所保育料の軽減措置を引き続き充実すること。 

 

（３）自治体が行う乳幼児（心身障害児を含む）に対する医療費助成は、全国的な課

題であることから、国における制度化を検討すること。 



 

また、医療費助成を現物給付により実施した場合の国民健康保険制度における

国庫負担金の減額調整措置は、直ちに廃止すること。 

 



 

13 高等学校等就学支援金の加算の拡充等について 

 

私立高等学校に通う低所得世帯への就学の機会を確保するため、就学支援金

の加算を更に拡充するとともに、授業料保護者負担に係る私立高等学校と公立

高等学校との格差を是正するため、加算措置限度額を引き上げること。 

 

 

【背景理由等】 

平成 22 年度に創設された国の高等学校等就学支援金制度では、全ての意志ある生徒が安心して教育

を受けられるよう、授業料に充てるための就学支援金を支給されていますが、私立高等学校等に在学す

る生徒においては、世帯所得に応じて、支給額が加算されたものの保護者の授業料負担が残っています。 

 

平成 26 年度に、就学支援金に所得制限を導入し捻出した財源を活用して、低所得世帯への加算が拡

充（加算額：1.5～2倍 → 1.5～2.5倍）されているが、保護者負担は依然として残ったままです。 

 

四国各県では、私立高等学校の授業料減免事業を実施し、低所得世帯の生徒の私立高等学校への就学

の機会を拡大するとともに、保護者の負担軽減を図ってきたところですが、低所得世帯に対する格差の

是正は、全ての国民が健康で文化的な生活を送るうえで避けて通れない課題であり、とりわけ教育分野

における格差の是正は、国として取り組まなければならない喫緊の課題であります。 

 

また、公立高等学校では、授業料と同額の就学支援金が支給され授業料が実質無償となっており、私

立高校等学校との公私間格差が生じています。 

 

就学支援金の加算を更に拡充することにより、低所得世帯の生徒の就学の機会を確保するとともに、

加算限度額（年収 590万円程度）を引き上げ、公私間格差の是正を図る必要があります。 

 

 

【具体的な提言事項】 

１ 低所得世帯の生徒への就学の機会を確保するため、就学支援金の加算を更に拡充

すること。 

 

２ 授業料保護者負担に係る私立高等学校と公立高等学校との格差を是正するため、

加算措置限度額を引き上げること。 

 

 



 

14 地域の実情を反映した農林水産業の振興対策の実施について 

 

地域の実情を踏まえた農林漁家の経営安定対策の充実強化を図ること。 

 

 

【背景理由等】 

農林水産業は、担い手の高齢化や減少、耕作放棄地や放置林の増大、地球温暖化等の影響による魚種、

漁場の変化などに加え、輸入農林水産物との価格競争や不況による消費形態の変化などにより販売価格

が低迷する一方、特に海外からの輸入依存割合が高い燃油や肥料、飼料など生産資材価格等が高止まり

するなど、極めて厳しい状況であり、生産性が高く、競争力に富んだ経営体の育成が急務となっていま

す。一方で政府は、高い水準の自由化を目標とする環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交渉に参

加し、昨年１０月の大筋合意後、本年２月に最終合意に至ったところであり、この間、１１月には「総

合的なＴＰＰ関連政策大綱」を策定し、１２月には農林水産物の生産額への影響について試算結果を公

表するとともに、本年１月には補正予算を成立させるなど、ＴＰＰ発効後は、我が国の食料の安定供給

や農林水産業に大きな影響を与えることを想定しながらの対応が始まったところです。 

 

こうした中、国においては、米の生産調整や経営所得安定対策等が見直されています。一方、野菜で

は価格安定制度、果樹では果樹経営対策支援事業、野菜・果樹・花きの施設園芸では燃油価格高騰緊急

対策事業等が実施されています。また、畜産についても経営安定対策や配合飼料の価格安定制度が見直

されることとなっています。漁業については、漁業経営セーフティネット構築事業（燃油・配合飼料）

や資源管理・漁業経営安定対策事業が実施されていますが、水産資源の減少や魚価低迷など依然として

厳しい状況にあります。林業においても、依然として続く木材価格の低下等に伴う生産活動の低迷によ

って、森林荒廃に繋がることが危惧されています。 

 

また、四国地方は生産や販売条件が厳しく、全国一律の制度では、水田のほ場整備率が低い上、中山

間地が多いため、１戸当たりの経営耕地面積が小さいなどの不利な生産条件や大消費地への流通コスト

高騰により経営費が全国平均を上回るなど再生産が困難になる恐れがあることから、地域の実情に即し

た経営安定対策の充実強化を図るとともに、意欲ある担い手の経営力の強化を図る施策の拡充が必要と

なっています。 

 

農業の生産現場の強化策として、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農業者の経営安

定及び雇用拡大に向け、農地中間管理機構の創設などが講じられていますが、「貸付希望面積」に対し、

「借受希望面積」が多いアンバランスな状況となっていますので、農地の所有者の意向や担い手の状況

など、地域の実情を踏まえた制度設計や運用の工夫が必要であります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 自立できる農業に向けて国内農業の再生を図るため、生産性の向上と高付加価値

化への支援、担い手の確保・定着対策、市場拡大に向けた施策の展開など、競争力

を強化する支援策を充実すること。 

加えて、競争力の強化だけでは守ることのできない中山間地域においては、地域

政策の視点を重視した支援を行っていくこと。 

 

２ 経営感覚を持った担い手を育成・確保し、「強い農業」を創出するためには、農地



 

の大区画化や基幹的水利施設の更新等の農業基盤整備事業による農業生産性の向上

と担い手への農地利用集積を図ることが必要不可欠であることから、これら施策を

積極的に推進するための必要な予算を確保すること。 

 

３ 中山間地域で農業者が安心して営農できるよう、中山間地域等直接支払交付金の

単価の増額や農業水利施設等の保全などへのきめ細やかな支援を行うこと。 

 

４ 農地中間管理機構を活用した農地集積対策の充実・強化 

（１）農地所有者に対する支援措置「経営転換協力金」を活用した場合でも、農地所

有者の意向や地域の実情に応じた貸付期間（３年又は５年）の設定を可能とするこ

と。 

（２）国が要綱で定めた単価で継続的に制度が運用できるよう、「経営転換協力金」に

ついては、事業費の上限設定の対象外とすること。 

（３）担い手への農地集積を加速化させるため、借り受けた農地の生産性の向上を図

るための土壌改良や簡易な排水対策などに必要な経費を農地の受け手に対して支

援するための交付金を創設すること。 

 

５ 水田農業を支える米・麦・大豆等の生産農家の経営安定対策の充実 

（１）米の生産調整は、円滑に需要に応じた生産が行える環境となるよう、生産現場

の実態・実情を踏まえた議論を行うとともに、米の消費拡大等の出口対策を充実す

ること。 

（２）飼料用米等の新規需要米、加工用米等の生産拡大など、水田フル活用に向けた

取り組みへの支援策を充実すること。 

 

６ 果樹・野菜・花き農家の経営安定対策の充実・強化 

意欲ある農業者の経営強化に向けた、生産の効率化やコストの縮減、生産・流通・

加工の一体化などを進めるため、強い農業づくり交付金及び産地パワーアップ事業、

果樹経営支援対策事業、経営体育成支援事業、野菜価格安定制度、燃油価格高騰緊

急対策事業の充実強化が図れるよう十分な財源を確保すること。 

 

７ 畜産農家の経営安定対策の充実 

畜産における経営所得安定対策の創設に当たっては、全畜種を対象として、地域

の実情に応じた制度となるよう検討するとともに、地方に財政負担を求めないこと。 

 

８ 漁業者の経営安定対策の充実・強化 

水産物価格が低迷する中で、安定化に向けた経営改善等に取り組むため、漁業に

おける経営安定対策については、 

（１）漁業者の大きな負担とならず、漁業共済の加入促進が図られるように、掛金及

び事務手続のさらなる負担軽減について配慮すること。 

（２）漁業経営セーフティネット構築事業（燃油対策）における補填金支給の発動基

準の引き下げや漁業者の積立金負担割合の軽減の継続など、燃油価格高騰対策の拡



 

充強化と当該事業の特別対策の対象者を拡大すること。 

（３）漁業経営セーフティネット構築事業（配合飼料対策）の国庫負担基準の引き上

げを図ること。 

 

９ 林業の経営安定対策の充実・強化と木材利用の推進 

（１）林業の経営安定に向け、森林環境保全直接支援事業については、地域の生産方

式や地形条件に応じた助成を可能とするとともに、低コスト化に必要な林業機械や

路網の整備への支援を強化すること。 

（２）木材の需要拡大に向け、ＣＬＴ（直交集成板）など木材製品の高品質化や加工

流通体制の整備への支援、木質バイオマスの利活用の推進、木造公共施設をはじめ

木造住宅の振興や住宅メーカー等の国産材利用の促進など、より一層の木材自給率

向上に努めること。 

（３）「森林・林業基本計画」で定める 2020年の国産材割 50％の目標達成と、地方創

生を牽引する林業の成長産業化を実現するため、伐採から植林、保育までの森林サ

イクルの定着と、「川上」から「川下」までの総合的な対策が実施できる地方の自

由度の高い交付金制度を創設すること。 



 

15 森林吸収源対策と森林保全の推進について 

 

ＣＯＰ２１で採択された我が国の２０３０年度における ２．０パーセントの

森林吸収量を確保するため、森林整備の着実な推進に加え、二酸化炭素を固定

する木材利用に関して施策の創設や制度の拡充を図ること。 

 

 

【背景理由等】 

長期にわたる木材価格の低迷等から、手入れが行き届かずに荒廃する森林が増加する中で、国の制度

を最大限に活用する一方、県独自の施策を実施し、多面的な機能を発揮できる健全な森づくりの実現に

向けた取り組みを進めてきました。 

 

このような中、ＣＯＰ２１において同意された我が国の約束草案では、２０３０年度の目標値２６％

(２０１３年度比）のうち、森林吸収量で２．０パーセントの確保を目指すこととされています。 

 

しかしながら、地方の危機的な財政状況の中、間伐等の森林整備事業を拡大するには、森林吸収源対

策の拡充・強化と森林整備に要する地方負担の軽減が必要になっています。 

 

こうした森林整備と合わせ、最近では外国資本が我が国の森林を買収する事例が全国的な問題となっ

ており、水源など重要な森林の保全に向け、一層の取り組みが求められています。 

 

また、間伐材を林地に放置せずに利用することは、木材に固定された二酸化炭素が大気中に放出され

ず、地球環境面に貢献します。加えて、地域材を率先使用することは、川下の木材産業者や流通業者な

ど様々な分野における経済・雇用面でも大きな波及効果をもたらします。このため、間伐などの森林吸

収源対策と同時に、国産材の利用を合わせて推進することが必要であると考えます。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 森林整備に係る森林所有者負担並びに県負担の軽減措置等の充実について 

森林による二酸化炭素吸収量の確保については、国の政策として位置づけられて

いるが、木材価格が低迷する中で森林所有者の林業経営意欲は低下しており、自己

負担が困難になっているとともに地方自治体の財政が逼迫していることから、次の

点について、構築、見直しを行うこと。 

（１）森林整備事業における国・県の負担割合を見直すこと。 

（２）森林整備事業等における森林所有者負担のさらなる軽減を図ること。 

（３）森林吸収源対策を着実に実施するため、地方負担額に対する交付税措置のより

一層の充実や、「地球温暖化対策のための税」の使途の中に森林吸収源対策を盛り

込み、財源を確保するなど、十分な財政支援措置を講じること。 

 

２ 森林を保全する仕組みの構築について 

我が国の森林を将来にわたり国民共通の財産として保全できるよう、外国資本に

よる森林買収を規制する法整備を進めるとともに、県、市町村、森林整備法人など

公的な機関が水源など重要な森林を取得する公有林化への支援を強化すること。 



 

 

３ 地域材の利用推進について 

地域材を利用することの環境貢献度を定量的に評価する制度を早期に確立すると

ともに、カーボン・オフセットの考え方に基づき、木材製品や木造住宅を購入した

消費者や、施設園芸用ボイラーなど木質バイオマスを活用した施設に対し、木材に

固定された二酸化炭素量に応じた貢献度を還元できる制度を構築すること。 

 



 

16 ニホンジカの食害防止対策について 

 

国有林及び国指定鳥獣保護区における、ニホンジカによる自然植生への食害

防止対策を講じること。 

 

 

【背景理由等】 

四国地方では、ここ数年の間にニホンジカによる食害が急速に拡大し、農林業に大きな被害をもたら

すとともに、高標高域の自然植生にも大きな影響が及ぼされています。 

 

中でも、四国西南部の鬼ヶ城山系から黒尊に至る県境稜線付近及び高知県から徳島県に跨る剣山山系

一帯では、希少種が絶滅の危機にさらされるとともに、モミなどの樹木及びササなどが激しい食害にさ

らされ、場所によっては下層植生の消失と踏み荒らしなどで、斜面崩壊の危機に瀕するなど極めて深刻

な事態となっています。 

 

また、ニホンジカの分布域及び被害発生地は、さらに香川県南部県境付近、石鎚山系などへも拡大を

続けています。 

 

こうした状況を踏まえて、早急にニホンジカによる自然環境破壊を食い止める対策を講じる必要があ

ります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 国有林及び国指定鳥獣保護区において、自然植生のニホンジカ食害防止対策を講

じること。 

 

２ 国有林及び国指定鳥獣保護区において、ニホンジカの捕獲等による個体数調整を

行うこと。 

 



 

17 獣医師の確保対策について 

 

食の安全確保・人獣共通感染症及び家畜伝染病の防疫対策への適切な対応を

行うため、四国圏域の獣医師不足解消のための措置を講じること。 

 

 

【背景理由等】 

安全･安心な環境づくりへの住民の関心の高まりから、食の安全確保・人獣共通感染症への適切な対

応が求められています。 

 

しかし、平成１９年５月に農林水産省が公表した『獣医師の需給に関する検討会報告書』において、

四国圏域は、産業動物診療獣医師、小動物診療獣医師ともに将来の需要に対する供給が不足するとされ

ています。特に、家畜衛生や公衆衛生分野を担う地方自治体に勤務する獣医師は、勤務条件等の面から

希望者が少なくその確保は危機的な状況が続いていることから、食の安全・安心等、県の果たすべき業

務に将来支障が生じるものと危惧されます。 

 

これは、地方自治体に勤務する獣医師の待遇に加え、獣医師養成機関が四国に一つもないという立地

の偏在が大きな要因の一つであると考えられます。 

 

獣医師は、感染症の予防・診断、医薬品の開発、食の安全性の確保等において重要な役割を担ってい

ます。そのため、獣医師の卒後教育や研修機関もないなどの地域格差を是正し、新型インフルエンザな

ど新たな感染症等に迅速かつ専門的な対応が可能となる体制づくりを行うとともに、獣医学教育のさら

なる強化も必要となっています。 

 

さらに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を受け、国において防疫対応の

強化を図ることを目的として家畜伝染病予防法が改正され、都道府県における家畜防疫員の確保に関す

る努力規定や家畜以外の動物に対する検査の実施についての規定等が新たに盛り込まれるなど、家畜衛

生獣医師業務の充実が求められております。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 畜産学、農学等を修めた者に対し所定の講習を行い、「と畜検査」を補助する制度

を導入するなど、「と畜場法」の見直しを検討すること。 

 

２ 自治体勤務獣医師の確保を図るため、国において、獣医師の処遇改善が図られる

よう措置を講じること。 

 

３ 公衆衛生、家畜衛生分野における獣医師の果たすべき役割や必要性について、大

学のカリキュラムを一層充実強化する等の措置を行うこと。 

 



 

18 消防救急デジタル無線の維持管理経費に係る財政支援措置の拡充につ

いて 

 

市町村が行う消防救急デジタル無線の運営が円滑に推進できるよう、財政支

援措置を拡充させること。 

 

 

【背景理由等】 

デジタル化された消防救急無線は、アナログ方式に比較して、中継局等の設備が増加し、維持管理経

費の負担が増大しています。 

 

市町村財政が厳しい折、円滑な事業運営のためには、各市町村の財政負担の軽減を図る必要がありま

す。 

 

【具体的な提言事項】 

 保守修繕費に係る普通交付税措置額は、実情に即したものに引き上げること。 

 



 

19 消防団員に対する退職報償金の充実について 

 

中山間地域などにおいて消防団員確保のため、退職報償金を充実すること。 

 

 

【背景理由等】 

東日本大震災や近年の頻発する局地的な豪雨、台風による災害を踏まえ、また、南海トラフ地震の発

生確率が次第に高まっている中で、住民の生命や財産を守る地域防災力の充実と、その要である消防団

員の確保は重要な課題となっています。 

 

一方、少子高齢化や他の市町村への通勤者の増加などにより、消防団員は近年減少傾向にあり、特に

中山間地域など若者が減少している地域では、消防団員数の維持、確保が厳しい状況となっています。 

 

そうした中、平成２５年１２月には、消防団員の確保、処遇の改善、装備や教育訓練の充実について

国及び地方公共団体が必要な措置を講ずることを義務付けた「消防団を中核とした地域防災力の充実強

化に関する法律」が施行されるとともに、消防団の退職報償金の一律引き上げが図られたところです。 

 

しかし、若者が少ない中山間地域では在職年数の長い団員の割合が高くなっており、こうした団員に

より長く活動してもらわなければならない状況であり、その為のさらなる支援が必要です。 

 

【具体的な提言事項】 

消防団員確保のための退職報償金制度について、勤務年数の長い団員が引き続き勤

務したいと思えるよう「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律｣に基づき

政令で定める支給額表の見直しを図り、現在最高額の区分「勤務年数最高３０年以上」

に、３０年以上３５年未満、３５年以上４０年未満、最高４０年以上の区分を新たに

設けること。 

また、その際には、市町村の負担の増加とならないよう地方交付税の基準財政需要

額の見直しも行うこと。 

 



 

20 地方警察官の増員について 

 

犯罪や事故のない安全で安心な社会を実現するため、地方警察官を増員する

こと。 

 

 

【背景理由等】 

四国圏の治安情勢は、計画的な警察官の増員と各種警察活動の推進により、刑法犯認知件数、交通事

故発生件数とも減少傾向で推移するなど一定の成果がみられますが、依然として高い水準にあるほか、

子どもや女性を狙った悪質な犯罪、高齢者が標的にされやすい振り込め詐欺等、県民が不安を感じる身

近な犯罪が後を絶たず、人口１０万人当たりの交通事故死者数が全国平均を大きく超えるなど、厳しい

情勢にあります。 

 

また、社会情勢の変化を背景に、国民の警察に対する要請が多様化し、ストーカー・ＤＶ事案や児童

虐待などの人身安全関連事案対策、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺対策、原子力関連施設等への

テロ対策、サイバー犯罪・サイバー攻撃対策、迅速的確な検視業務の推進、暴力団対策、交通死亡事故

抑止対策等、対応すべき治安課題は山積しており、警察官の業務負担は重い状況にあります。 

 

このため、四国４県では、警察署等の再編整備とともに、人員配置、運用等組織体制の見直し、業務

の合理化・効率化を徹底的に行うなど、限られた警察力を最大限に発揮するための取り組みを進めてお

りますが、警察官１人当たりの人口・世帯、事件事故等の業務負担では、依然、全国平均を上回る指標

が多い現状にあることから、警察活動を支える人的基盤のさらなる強化が必要であります。 

 

さらに、四国において甚大な被害が懸念される南海トラフ地震等に備える観点からも、大規模災害発

生時に被災者の救出救助、避難誘導等、国民の命を守る警察力の確保は、重要な課題となっております。 

 

地域の発展、活性化のためには、その基盤となる治安確保が必要不可欠であり、治安課題に的確に対

応し、犯罪や事故のない安全で安心な社会を実現するためには、地方警察官のさらなる増員に特段の支

援を講じることが求められます。 

 

【具体的な提言事項】 

犯罪や交通事故の抑止等の治安課題、南海トラフ地震等に備えた対策に的確に対応

し、犯罪や事故のない安全で安心な社会を実現するため、地方警察官を増員すること。 



 

21 地方における社会資本整備及び老朽化対策の推進について 

 

活力ある地域を創造し「地方創生」を実現するため、地域の実情を踏まえ、

その礎となる安全で安心な社会資本整備及び老朽化対策を着実に進めていく

こと。 

 

 

【背景理由等】 

全国に比べ、道路や河川、港湾などの社会資本整備が大幅に遅れている四国地方において、活力ある

地域を創造し「地方創生」を実現するためには、その礎となる安全・安心な暮らしを確保する社会資本

整備を着実に進めていくことが必要不可欠であります。 

また、高度成長期に整備された社会資本の多くは老朽化しており、将来にわたって機能を維持するた

めには、老朽化対策を含む適切な維持管理・更新が必要です。 

 

一方、「財政制度等審議会財政制度分科会」においては、社会資本の整備水準の向上や今後の人口減

少を踏まえ、今後の新規投資は国際競争力強化などに重点化、効率化し、事業を厳選する旨議論がなさ

れています。 

 

平成２８年度政府予算においては、公共事業費関係経費全体では、前年度と同水準の予算が確保され

たところですが、四国においては南海トラフ地震の発生が危惧されており、災害予防の観点からも、事

前防災・減災対策をはじめとする真に必要な社会資本整備を着実に進めていく必要があります。 

 

さらに、大規模災害から、国家の根幹をなす地域住民の生命と財産を守り抜くための国土強靭化の取

り組みは、地域の活性化にも資することとなり、ひいては、多くの地方が抱える人口減少の負のスパイ

ラルを克服することに繋がります。そのため、国土強靭化と地域活性化の双方に資する取り組みについ

ては、積極的な財政支援が必要となります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 活力ある地域を創造し「地方創生」を実現するため、その礎となる安全で安心な

社会資本整備の着実な推進や、戦略的な維持管理・更新に、必要な予算を安定的・

持続的に確保し、南海トラフ地震に備えるため、予算配分においては、その発生に

よる影響が懸念される地域に重点配分を行うとともに、社会資本整備の遅れた地域

にも十分配慮できる仕組みとすること。 

また、適切な維持管理・更新のためにも、点検や修繕等に係る交付要件の緩和を

はじめとした交付金等の制度拡充を図るなど、自治体等への財政支援を行うこと。 

 

２ 社会資本整備に関する制度・方針の変更や新たな制度の構築等を行おうとする場

合には、法律に基づく「国と地方の協議の場」で協議するとともに、適切な時期に

地方へ情報提供しながら、幅広く地方の声を聴くこと。 

 

３ 地域活性化に資する国土強靱化に係る予算の確保及び新たに「国土強靱化事業債」

を創設し、その償還に対する交付税措置等、財政支援措置の充実を図ること。 



 

22 四国地方の高速交通ネットワークの整備促進について 

 

地方創生の礎となる高速交通ネットワークの整備は、地域の活性化や生活利

便性の向上、都市と地域の連携強化、さらには、南海トラフ地震等の災害時の

緊急輸送道路の確保や救急患者の輸送時間の短縮などに大きく寄与する重要な

事業であるため、経済性や効率性だけを優先することなく、地方の実情を踏ま

えて行うこと。 

特に、緊急時に「命の道」となる四国８の字ネットワークの早期整備を図る

こと。 

 

 

【背景理由等】 

四国８の字ネットワークは、本州四国連絡高速道路と一体となって、全国の高速交通ネットワークを

形成し、物流をはじめとする様々な経済活動や交流を促進するとともに、経済の活性化に向けた地域の

様々な取り組みを進める上で、極めて重要かつ根幹的な社会資本です。 

 

 

しかしながら、「国土ミッシングリンク」により高速交通ネットワークの機能が十分に活かされてい

ない高速道路の未整備地域では、都市からの時間的遠隔性から、豊かな自然、多様な地域資源が活かさ

れず、産業の不振、過疎化の進行など、他地域との格差が拡大し、また、四国８の字ネットワークを形

成する暫定２車線区間は、対面通行による重大事故や交通集中期における大渋滞の発生により、地域経

済の発展や、観光振興に大きな影響を及ぼしています。 

 

このため、地方創生に向けて、四国地方が地域の強みを生かした様々な取り組みを進め、都市や地域

間がより緊密に連携し自立的に発展するためには、四国８の字ネットワークをはじめとする高速交通ネ

ットワークの早期整備が必要不可欠です。 

 

これに加え、先の東日本大震災の復旧・復興においても、道路の重要性が再認識されたところであり、

今後、南海トラフ地震の発生が危惧されていることから、災害時の緊急輸送道路を確保し、広域支援・

受援体制を早急に構築しなければなりません。 

 

こうした中、平成２５年６月に開催された社会資本整備審議会の国土幹線道路部会中間答申において、

高速道路ネットワークのあり方として、脆弱な地域の耐災性を高め、国土を保全するネットワーク機能

の早期確保が、さらに、平成２７年７月には道路をより賢く使う取組みとして、暫定２車線区間の機動

的な機能強化がそれぞれ示され、国土交通大臣に答申がなされました。 

 

今後、南海トラフ地震により著しい被害が予測される地域においては、経済性・効率性だけではなく、

防災性向上の観点により事業評価を行い、早期整備が可能となる仕組みが必要となっています。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 災害時の緊急輸送道路の確保や生活者重視の視点を踏まえ、四国地方の活性化や

自立的発展に必要不可欠で、かつ緊急時に「命の道」となる四国８の字ネットワー

クについては、ミッシングリンクの解消及び現在暫定２車線となっている区間の４



 

車線化も含め、一日も早い整備を図ること。 

 

２ 四国８の字ネットワークについては、国土形成計画法に基づく「四国圏広域地方

計画」及び社会資本整備事業を重点的、効率的に推進するために策定された「四国

ブロックにおける社会資本整備重点計画」を踏まえ、港湾や空港などと連携した整

備を促進するとともに、整備に必要な予算については、道路関係予算全体を拡大し

たうえで確保すること。 

 

３ 「国土幹線道路部会中間答申」を踏まえ、今後、南海トラフ地震の発生により著

しい被害が予想される地域については、平時の救急救命や災害発生時の緊急輸送道

路として利用できるよう、高速道路等の「ミッシングリンク」の整備や暫定２車線

区間の４車線化を国策として最優先に行うこと。 

また、事業評価については、地方の実情や意見を十分に踏まえ、災害時の緊急輸

送路確保や高度医療施設への救急搬送など、道路の防災・減災面の役割を優先的に

評価する手法を確立すること。 

 

 

 

 



 

23 四国地方への新幹線導入など鉄道輸送システムの高速化と高度化等に

ついて 
 

 

四国地方において、広域的な交流を拡大するとともに、他地域との競争を生

き抜くため、新幹線導入など鉄道輸送システムの抜本的高速化や高度化に取り

組むこと。 

 

 

【背景理由等】 

四国地方の発展を図っていくためには、圏域内における高速交通体系の整備とともに、他圏域や大都

市圏と結ぶ高速交通ネットワークの整備が不可欠であります。 

 

しかしながら、四国内の鉄道整備の状況は、他の地方と比べ高速化、電化、複線化などの点で大きな

格差があり、現状のままでの鉄道ネットワークでは、速達性などの面で、本州との円滑な交流が阻害さ

れ四国の一体的発展が危惧される状況にあります。 

 

さらに、人口減少や景気の低迷、高速道路料金の割引等により、四国の各鉄道会社は一層厳しい経営

環境になっています。 

 

このような中、四国の鉄道の将来像を検討するため設置した「四国における鉄道ネットワークのあり

方に関する懇談会」が平成２３年７月に、「鉄道ネットワークの維持」と「鉄道の抜本的高速化」を柱

とする「四国の鉄道活性化への提言」をとりまとめました。このうち鉄道の高速化については、四国へ

の新幹線の導入などの方向性が示されております。 

 

また、平成２６年４月には「四国の鉄道高速化検討準備会」において、「鉄道の抜本的高速化に関す

る基礎調査結果」が出され、ルートによっては費用便益比（B/C）が「１」を越え、また地域・経済活

性化の効果が見込まれることや災害に強い鉄道網が形成できることなど、四国におけるフル規格新幹線

整備の妥当性が公表されております。 

 

北陸新幹線や北海道新幹線の開業により、建設中も含めると、全国にネットワークが形成されており、

いまや新幹線は基礎的な社会インフラとなっており、四国が取り残される理由は見当たりません。 

 

新幹線は、経済発展や地域活性化の牽引役となる重要な社会インフラであり、併せて、災害に強い地

域づくりにも資するものであることから、平成２４年１０月に全国知事会が策定した「日本再生デザイ

ン」において、国土軸のリダンダンシーの確立の観点から、四国を含む全国新幹線網の早期整備の促進

が位置づけられております。 

平成２８年３月２９日に決定された、今後概ね 10年間における四国圏の自立的・持続的発展に向け

た将来展望を描いた「四国圏広域地方計画」に、四国の新幹線整備に関する記述が盛り込まれたところ

であります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 魅力ある地方の創生またリダンダンシーの確保の観点から、四国の新幹線の整備

計画格上げに向けての調査・研究など、抜本的な高速化が実現できるよう取り組む



 

こと。 

 

２ 四国地方在来線の輸送の安全・防災対策のための危険な箇所の保守点検の充実や、

利便性・快適性を高めるための電化、複線化、行違設備・信号設備等の整備・改善

などを促進するとともに、これら支援措置の充実・強化を図ること。 

 

〔ＪＲ在来線の鉄道電化・複線化整備状況〕 

項 目 四 国 全国平均 備 考 

鉄道電化率 

[平成 27年 3月 31日現在] 
27.5％ 55.7％ 電化キロ／営業キロ 

 鉄道複線化率 

  [平成 27年 3月 31日現在] 
  5.9％ 32.6％ 複線キロ／営業キロ 

※全国鉄道整備促進協議会資料より抜粋 

 

 

 



 

24 空港の経営改革等について 

 

 空港の経営改革を推進するにあたっては、地方空港の実態に配慮し、真に地

域の活性化に資する制度設計を講じるとともに、今回のスキームを活用できな

い地方空港については、国において、これまでと同等の管理運営を行うこと。 

 また、地方空港の振興策として、引き続き、着陸料等の引下げを実施するこ

と。 

 

 

【背景理由等】 

民間の能力を活用し効率的な空港運営を図る、いわゆる空港の経営改革を進めるための法律、「民間

の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」が平成２５年７月に施行され、同法に基づく基

本方針が同年１１月に告示されたところです。 

 

この基本方針では、「空港運営の民間委託は、空港毎の地域協議会の意見を聴いた上で進める。」とい

った項目が掲げられるなど、地方空港の現状を一定考慮されたものと理解しておりますが、これまで示

されているスキームでは、経営が成り立つ将来像が描けない地方空港も多く存在すると思慮されること

から、本法律に基づく、空港経営改革の今後の動向について注視するところです。 

 

また、「アジア・ゲートウェイ構想」に基づき、平成２０年４月から国際旅客チャーター便の着陸料

の軽減措置が講じられているほか、「航空事業経営基盤強化のための支援施策パッケージ」に基づき、

平成２１年７月から着陸料の引下げ（軽減率の拡大）が行われていますが、国際定期路線については、

着陸料の軽減率の拡大が行われておらず、航行援助施設利用料は引下げ対象となっていません。 

 

さらに、平成２８年度より国際定期便の新規就航・増便又は国際チャーター便について、既存の軽減

措置に加え、地域の誘致策と協調して着陸料の「２分の１」を軽減する措置が新設されましたが、国内

線は対象となっていません。 

 

また、羽田空港の着陸料については、出発空港に応じて割引率が設定されていますが、新幹線ネット

ワークから取り残され、首都圏との流動において航空分担率が高い四国の地域特性は考慮されておらず、

航空運賃高止まりの一因となっています。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 空港の経営改革にあたり、地方空港の実態に配慮し、真に地域の活性化に資する

制度設計を講じること。 

また、民間事業者への運営委託のスキームを活用できない地方空港については、

国の責任において、これまでと同等の管理運営を行うこと。 

 

２ 既存の軽減措置である国内定期路線及び国際チャーター便の着陸料引下げについ

ては、国際定期路線も対象に加えた上で、今後も継続して実施するとともに、新規

就航等に係る地域の誘致策と協調した軽減措置については、就航２年目以降及び国

内線も対象とし、制度の拡充を図ること。 



 

また、航行援助施設利用料についても同様に引下げ措置を講じること。特に新幹

線ネットワークから取り残され、航空輸送の依存度が高い四国の４空港発の羽田路

線の着陸料の割引率を大幅に拡充すること。 

 



 

25 地域公共交通の維持・活性化について 

 

高速道路料金施策と両立しうる総合的な交通体系を構築するとともに、地域

公共交通の維持・活性化を図るため、各公共交通機関に応じた支援を行うこと。 

 

 

【背景理由等】 

地域公共交通は、モータリゼーションの進展、過疎化・少子化、昨今の経済不況、さらには高速道路

の料金割引の影響等により、公共交通機関の利用者が減少する等、厳しい状況となっています。 

 

しかしながら、公共交通機関は、地域住民の通勤・通学などの日常生活、また、観光やビジネスの面

からも、なくてはならない交通手段です。また、今後ますます深刻となってくる高齢化や地球温暖化へ

の対策としても、公共交通機関の維持・活性化を図ることが必要となっています。 

 

さらに、本四高速の料金について、平成２６年度から全国共通料金の導入がなされ、観光や物流など

地域の活性化に寄与する一方、鉄道、バス、フェリー等の公共交通に対しては、今後も深刻な影響が考

えられ、公共交通と高速道路が役割分担し、将来にわたって存続できるような抜本的対策を総合的に実

行することが課題となっています。 

 

また、「地域公共交通確保維持改善事業」(平成２８年度国費２２９億円)には、「地域公共交通ネット

ワーク再構築に向けた取組みを支援」とされていますが、過疎地域や離島を多く抱える四国などのより

厳しい環境におかれる地方の実情を十分に反映したものとは言えない状況であり、地域交通ネットワー

クの基幹的かつ貴重な交通インフラである鉄道に対しては、生活バスや離島航路に比べると支援が十分

ではありません。将来の交通体系のあるべき姿を十分に検討し、適切な役割分担のもと、地方自治体へ

の一層の財源措置や権限移譲とともに、地域が戦略的に取り組む公共交通活性化に向けた事業に対する

積極的な支援が求められています。 

 

【具体的な提言事項】 

平成２５年１２月に施行されました交通政策基本法に定める「国民等の交通に対す

る基本的な需要が適切に充足されることが重要である」という基本理念の具体化に向

け、次のことを提言します。 

 

１ 高速道路の料金割引などの影響で廃止や減便が続いている四国発着の内航フェ

リーについては、地域経済の輸送基盤及び大規模災害時の緊急輸送手段として、

また、一部航路では、強風等の悪天候時の道路及び鉄道の代替手段として欠かす

ことのできない公共交通であることから、航路の維持が図られるよう、高速道路

との競争条件の格差を埋める運航補助制度や航路の利用促進の取り組みに対する

支援制度の創設など、経営基盤の強化につながる制度を創設すること。 

 

２ 地方バス路線及び離島航路の確保・維持が図られるよう、地域公共交通確保維

持改善事業の実施にあたっては、地方で生活する住民の最低限必要な交通インフ

ラを守るという観点から、地方の実態に即した補助のあり方の見直しなどの改善



 

を図ること。 

 

３ 経営基盤が脆弱なＪＲ四国や第三セクター鉄道に対して、経営の安定化が図ら

れるよう、必要な支援の拡充を図ること。 

 

４ 地域住民の貴重な移動手段であるローカル線を運行する第三セクター鉄道にお

いて、維持管理経費が低廉で「地方創生の実現」に不可欠なＤＭＶを対象とした

支援制度の拡充を図ること。 

 



 

26 国立公園内の公園事業の推進について 

 

全国的な問題となっている国立公園内の老朽化した公園施設の再整備等の

直轄事業を推進すること。 

 

 

【背景理由等】 

国立公園内の公園事業は、三位一体改革において、自然公園法上国が執行することが原則であること

から、都道府県への補助金を廃止して国の直轄事業を拡充したところですが、国立公園内においても直

轄事業で実施するエリアが集団施設地区等一定の場所に限定されています。 

 

国立公園内の公園施設の老朽化は全国的な問題となっており、国では、老朽施設の再整備等に直轄事

業で取り組んでいますが、国の直轄事業のエリアが限定されていることや自然公園等事業費予算が削減

されたことなどから、十分に進んでいません。 

 

また、県が国庫補助等により国立公園内や県立自然公園内に整備した施設についても老朽化が進んで

おり、国立公園内では平成２７年度から交付金制度が創設されましたが、公園事業以外で整備した施設

や県立自然公園内は、交付対象外であるなど、県では対応に苦慮しています。 

 

【具体的な提言事項】 

国立公園等自然公園は、我が国の貴重で豊かな自然を守るのみならず、地域活性化

や外国人観光客等の誘致等に貢献できるなど、さまざまな価値を持つものであること

に鑑み、国においては、老朽化した施設の整備・改修等の対策を速やかに講じること。 



 

27 「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録について 

 

「四国八十八箇所霊場と遍路道」について、世界遺産候補として暫定一覧表

への追加記載を行うこと。 

 

 

【背景理由等】 

四国遍路は、徳島・高知・愛媛・香川の４県からなる四国一円に広がる弘法大師空海ゆかりの八十八

箇所霊場を巡る全長１，４００kmに及ぶ壮大な回遊型巡礼で、その背景には、四国の自然や文化が深

く関わっており、古き良き日本の伝統的景観が生き続けています。 

 

聖なる島、四国の自然が生み出した弘法大師信仰に基づく四国遍路は、多様な宗教・思想を受容し発

展させるという日本固有の文化を体現し、往古の修行や巡礼形態を現在に伝え、今なお人々を救済し癒

し続けている巡礼であり、それを支えているのが「お接待」に代表される生きた四国の文化であり、日

本国内、さらには世界的に見ても顕著な普遍的価値を有し、人類全体の生きた文化資産として将来の世

代へ引き継いでいくべきものであり、世界文化遺産にふさわしいものと考えています。 

 

平成１９年１２月２０日に四国４県と関係市町村が共同で再提案した「四国八十八箇所霊場と遍路

道」については、平成２０年９月２６日の調査・審議結果において、文化財の指定・選定を含めた保護

措置の改善・充実に向けた取り組みが不可欠として、世界遺産暫定一覧表への記載は見送られたものの、

「生きている伝統」を表す資産としての価値は高いとして、暫定一覧表記載候補の中では最上位の「カ

テゴリーⅠａ」の評価を受けました。 

 

これを受けて、平成２２年３月１６日には、四国の産官学民が一体となった「『四国八十八箇所霊場

と遍路道』世界遺産登録推進協議会」を設立し、平成２５年６月１２日に開催された同協議会総会にお

いて「平成２８年度の『四国八十八箇所霊場と遍路道』の世界遺産暫定一覧表記載」を中期目標とする

ことを決議するとともに、四国が一体となって課題解決の取組みを進めてきました。 

 

現在、四国４県と関係５８市町村は、平成 28年度の提出に向けて、提案書を作成しているところで

す。一方、国においては、世界遺産暫定一覧表記載に向けた調査・審議は、平成２０年以降行われてい

ません。 

 

【具体的な提言事項】 

多様な宗教・思想を受容し発展させるという日本固有の文化を体現し、往古の修行

や巡礼形態を現在に伝え、今なお人々を救済し癒し続けている「四国八十八箇所霊場

と遍路道」について、世界遺産候補として暫定一覧表への追加記載を行うこと。 

 



 

28 地域中小企業応援ファンド及び農商工連携型地域中小企業応援ファン

ドの発展・継続について 

 

地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ応援型）及び農商工連携型地

域中小企業応援ファンド（スタート・アップ応援型）について、独立行政法人

中小企業基盤整備機構からの貸付期間は１０年以内とされているが、現在、取

り組んでいる研究開発や、新商品開発等に加え、貸付期間終了後も地域の実情

に合わせた、新たな産業集積の創造や、更なる発展を目指した地域産業の競争

力強化の取り組みが可能となるように発展・継続的な措置を講ずること。 

 

 

【背景理由等】 

  四国４県では、地域経済の活性化のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の無利子貸付金に各県

の貸付金を合わせて、それぞれの運営管理者に貸し付け、貸し付けを受けた運営管理者は、地域の負担

分と合わせて、地域中小企業応援ファンドを造成し、その運用益を財源として、地域一体となって創意

と工夫に富んだ様々な中小企業者への助成事業を実施しています。 

 

また、地域中小企業応援ファンドと同様の仕組みにより、農商工連携型地域中小企業応援ファンドを

造成し、中小企業者と農林漁業者が連携して行う創業や経営革新を支援しています。 

 

平成２７年度末で２，５００件を超える支援を行っており、これらの事業により中小企業者や中小企

業者と農林漁業者との連携による研究・新商品・新サービスの開発等の新たな取組みは着実に成果を上

げつつあり、中には事業化を達成したものもあります。また、利用者からも「リスクの高い研究開発に

対する支援」、「新商品開発から販路開拓まで幅広い支援」などに対して高い評価を受けており、事業存

続の要望が強くあります。 

 

しかし、当該事業の計画期間は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から各県への貸付期間が１０年

間であることから、終期の早いものは平成２９年度までとなっています。 

 

近年、グローバル化の一層の進展、市場経済の成熟化など中小企業を取り巻くビジネス環境は著しく

変化しており、中小企業者等にとっては、従来にも増した工夫と努力が必要であり、地方創生の要であ

る地域産業の競争力強化のためには、資金面での支援を継続して実施する必要があります。 

 

【具体的な提言事項】 

１ 地域中小企業応援ファンド及び農商工連携型地域中小企業応援ファンドの組成に

おける独立行政法人中小企業基盤整備機構から都道府県への無利子融資について、

１０年以内とされている現在の貸付期間終了後も、地域の実情に応じて、新たな産

業集積の創造や、更なる発展を目指した地方創生を実現していくため、引き続き地

域産業の競争力強化の取り組みが可能となるよう措置すること。 

 



 

２ 措置にあたっては、都道府県が地域の実情に応じて、支援していけるよう所要の

額を確保すること。 

 


