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１ 高規格幹線道路ネットワーク整備等について 

 
日本国経済の成長力・国際競争力を高めるとともに、経済環境の変動に強

い地域経済を確立していくためには、太平洋側と日本海側及び東日本と西日

本を結ぶ中部圏の地勢を踏まえ、人・物の流れを拡大する高規格幹線道路ネ

ットワークをはじめとした広域的な交通基盤の整備を推進する必要がある。 

また、国民の安全・安心を確保するという観点からも、東日本大震災や熊

本地震において応援物資の輸送や災害復旧に大きな役割を果たした高規格幹

線道路ネットワークの強靱化は、南海トラフ巨大地震の発災などへの備えと

して重要である。 

加えて、高規格幹線道路ネットワークのストック効果を最大限に発揮し、

観光産業の基幹産業化など地域の活性化を図っていくためにも、大都市圏の

環状道路ネットワークや重要な空港・港湾並びにこれらと高規格幹線道路と

を連絡する地域高規格道路など中部圏全域の基幹的な道路を早期に整備する

ことが肝要である。 

ついては、次の事項について、特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 太平洋側と日本海側及び東日本と西日本を結ぶ中部圏の地勢を踏まえ、

高規格幹線道路等の未整備区間の解消、暫定２車線区間の４車線化、ダブ

ルネットワーク機能をさらに充実させるための６車線化等の、広域的な交

通基盤の整備を推進するとともに、事業中の区間については、一日も早い

開通を目指した整備を図ること。 

 

２ 南海トラフ巨大地震などの被災時において、高規格幹線道路の機能の維

持並びに代替迂回路を確保するため、高規格幹線道路ネットワーク等の強

靱化を図ること。 

 
３ 大都市圏の環状道路ネットワークをはじめとする高規格幹線道路と重

要な空港・港湾とを連絡する地域高規格道路等の早期整備を図ること。 

 

４ 高速道路ネットワークを賢く使うとともに、必要なネットワーク整備の

スピードアップに向けた財源確保のため、早期に中京圏の高速道路料金の

見直しを進めること。 
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５ 高規格幹線道路ネットワーク等の道路整備が計画的かつ着実に実施さ

れるよう道路関係予算を十分かつ安定的・継続的に確保すること。 
 

６ 重要物流道路及びその代替・補完路の指定にあたっては、地方の意見を

十分に反映するとともに、それらの機能強化及び整備促進に必要となる地

方負担に対して適切な財政支援を行うこと。 
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２ 北陸新幹線の早期全線整備について 

 

北陸新幹線は、高速交通体系の中軸として国土の均衡ある発展に不可欠な

ものであり、沿線地域の飛躍的な発展を図るうえで極めて大きな効果をもた

らすものである。 

また、東日本大震災を契機に、災害時における交通機能の重要性が改めて

確認され、多重系の輸送体系の確立による災害に強い強靱な国土づくりがこ

れまで以上に求められており、本年２月の大雪の際も、北陸新幹線は、ほぼ

通常どおりの安定運行が図られ、雪害に強く、国土強靱化に資することが証

明されたところである。 

このような観点から、大規模災害時等においては東海道新幹線の代替補完

機能を有するとともに、東北・北陸・関西・山陰などをつなぐ日本海国土軸

の形成に必要不可欠な国家プロジェクトである北陸新幹線に求められる役割

がこれまで以上に大きくなっている。 

昨年３月には与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて敦賀・

大阪間のルートが全区間決定されており、平成２７年３月の長野・金沢間の

開業以来、沿線地域への顕著な開業効果が持続している中、引き続き、金沢

以西の全線を早期に整備する必要がある。 

ついては、「整備新幹線の取扱いについて（平成２７年１月１４日政府・与

党申合せ）」に基づき、金沢・敦賀間の整備を着実に進めるとともに、敦賀・

大阪間を一気に整備し、沿線住民の長年の悲願である北陸新幹線のフル規格

による全線整備が一日も早く実現されるよう、次の事項について格段の配慮

をされるよう提言する。 

 

１ 現在建設中の金沢・敦賀間について、２０２２年度末までの開業が確実

に実現するよう整備を促進するとともに、敦賀までの更なる前倒し開業を

含め、早期開業に最大限努力すること。 

また、関西・中京圏等と北陸圏との間の円滑な流動性を図るため、敦賀

駅等における乗換利便性を確保するとともに、在来線特急の運行本数の維

持・拡大など、関西・中京圏等とのアクセス向上を図ること。 

 

２ 敦賀・大阪間について、沿線地域の意見を踏まえながら、整備促進に必

要な駅・ルート公表に向けた詳細調査及び環境アセスメントを、地元調整

や、多くの路線と接続する新大阪駅・京都駅に係る関係者間の調整も含め

丁寧かつ迅速に進め、切れ目ない着工のもと、あらゆる手段を尽くして、
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北海道新幹線札幌開業（２０３０年度末）頃までに大阪までの全線整備を

図ること。 

 

３ これらを実現するため、収支採算性に優れた北陸新幹線の事業費として

上記政府・与党申合せに基づく十分な建設財源を確保するとともに、敦

賀・大阪間の整備を促進すべく、新幹線への公共事業費の拡充・重点配分、

貸付料の前倒し活用や算定期間の延長、鉄道・運輸機構の特例業務勘定の

利益剰余金の活用、必要に応じ財政投融資の活用等により必要な財源を確

保され、整備スキームを見直すこと。 

   

４ 地方負担については、沿線の地方自治体に過度の負担が生じないよう、

コスト縮減や国家プロジェクトにふさわしい十分な財政措置を講ずると

ともに、各県への停車の配慮など負担に見合う受益の確保を図ること。 

 

５ 北陸新幹線開業に伴う並行在来線は、従来にはない長大な区間であり、

地域住民の交通手段であるとともに、国の物流政策や大規模災害時におけ

る物資輸送のリスク分散の観点から極めて重要な貨物鉄道の広域ネット

ワークの一部を担っている。こうした並行在来線の初期投資に係る地方負

担に対しては、財政措置が講じられているが、既に経営が分離されている

第３セクターも含め、並行在来線が存続できるよう、引き続きこれまでの

枠組みの再検証・見直しを行い、ＪＲからの協力・支援のあり方や並行在

来線の赤字解消相当分も含まれている貸付料の活用、２０３１年度以降の

貨物調整金制度の見直しへの対応など幅広い観点からの財源確保の方策

も含め、新たな仕組みを早急に構築するとともに、老朽化した車両の更新

など設備投資に係る支援制度の拡充や予算枠の確保など、支援施策の充実

を図ること。 

 

６ 北陸新幹線敦賀以西の整備に伴う並行在来線の経営分離については、自

治体の意向を十分尊重すること。 

 

７ 以上、北陸新幹線の整備促進、並行在来線への支援、地方負担の軽減等

の諸課題に対応するため、公共事業費の拡充・重点配分、ＪＲからの貸付

料の活用など、幅広い観点から十分な財源を確保すること。 
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３ リニア中央新幹線の東京・名古屋間開業効果の最大化と 

  一日も早い全線開業の実現について 
                
リニア中央新幹線は、東京・名古屋・大阪間の時間距離を大幅に短縮し、

関東、中部、近畿の各地域間の交流･連携を一層強化させ、人口約７，０００

万人のスーパー・メガリージョンを生み出すことにより、日本の発展を強力

に促進する極めて重要な社会基盤である。 

現在、東京・名古屋間において全国新幹線鉄道整備法に基づく工事実施計

画が認可され、様々な課題解決を図りながら建設工事が進められているとこ

ろであり、先ずはこの区間の事業を着実に進め、次なる名古屋・大阪間事業

への着手、１日も早い全線開業へと確実につなげていく必要がある。 

また、名古屋まで先行開業する２０２７年を見据え、リニア効果を中部圏

において最大化させるための取組を並行して進める必要がある。 

一方で、リニア中央新幹線は、東京・大阪間の全線が開業してこそ機能が

完全に発揮される事業とされているが、名古屋・大阪間はルートや駅位置が

未だ確定していない状況にある。このため、平成２９年度の「経済財政運営

と改革の基本方針２０１７（骨太の方針）」において示された、「建設主体が

全線の駅・ルートの公表に向けた準備を進められるよう、必要な連携、協力

を行う。」の考え方に基づいて国、事業者、沿線地域の連携体制を築き、１日

も早い全線開業とスーパー・メガリージョンの形成に向けた取組を強力に進

める必要がある。 

そこで、リニア中央新幹線の東京・名古屋間開業効果の最大化と１日も早

い全線開業の実現に向けて、次の事項を強く提言する。 

 

１ 東京・名古屋間について、国土交通大臣が認可した工事実施計画に基づ

き、事業が着実に進むよう、必要な支援及び措置を講じること。 

 

２ 東京・名古屋間の開業と同時に、中部圏においてリニアインパクトが最

大限発揮されるよう、リニア駅を核とした広域交通ネットワークの整備等

に取り組むとともに、駅周辺のまちづくりに関する支援など、地方創生に

資する施策を積極的に講じること。 

 

３ 一日も早い全線開業に向け、国・事業者、沿線自治体等の連携体制を速やか

に構築し、今後の名古屋・大阪間の円滑な事業実施に資する方策の検討に着手

するとともに、ターミナル駅早期着工の実現を図るための支援に取り組むこと。 
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４ 新たな高速鉄道と在来線が連携した幹線鉄道ネットワークの 

高い機能発揮ができる環境整備の推進について 
                

広域的な地域間の交流・連携を強化し地域の活性化を図る観点から、リニ

ア中央新幹線や北陸新幹線といった高速交通体系を形成する新幹線の整備が

進められている。 

これらは、わが国の新たな国土の大動脈として、経済社会を支え、東京・

大阪間の多重系化による災害に強い国土の形成、ゆとりある生活の実現に大

きく貢献するとともに、国土の発展を促進する極めて重要な社会基盤である。 

今後、こうした新たな高速鉄道である新幹線の整備効果を十分発揮させる

ためには、在来線との結節性の強化及び在来線の機能強化を図り、より早く、

便利に、快適に国内を移動できる幹線鉄道ネットワーク環境を整えていく必

要がある。また、幹線鉄道ネットワークは、地域特性を活かした産業や観光

の振興など、独自の魅力を発揮する地域づくりに取り組んでいくうえでも重

要であることから、次の事項を提言する。 

 

１ 幹線鉄道ネットワークが全体として高い機能を発揮するため、新幹線と

在来線の接続改善や、在来線における鉄道会社相互間の直通列車の乗り入

れ、列車運行本数の増加、電化及び複線化などの機能強化を推進すること。 

 

２ 鉄道の利便性向上のため、利用エリアの拡大やエリアまたぎに必要な

ＩＣカード対応自動精算機の設置等、交通系ＩＣカードが広域的に利用で

きる環境が整備されるよう対策を講じること。 

 

３ 北陸と中京とのさらなるアクセス環境の充実を図るため、北陸新幹線敦

賀開業時の、敦賀駅における乗り換え利便性の低下を回避するための対策

を講じること。 
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５ 中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の 

早期実現について 
 

中部国際空港は、２００５年の開港以来１４年目を迎え、国際拠点空港と

して、我が国の航空輸送の発展の一翼を担い、国内外の人・モノの交流に大

きく貢献してきた。中部国際空港株式会社では、中期経営戦略において、

２０１９年度までに、訪日外国人数４００万人を含む航空旅客数１，５００

万人、国際航空貨物取扱量２４万トン等の達成を目指しており、平成２９年

度は航空旅客数が１，１５３万人、発着回数では１０．０万回と、過去最高

の水準に迫る数字を記録した。 

国の「明日の日本を支える観光ビジョン」において、訪日外国人旅行者数

を２０２０年に４，０００万人、２０３０年に６，０００万人とする目標が

掲げられている中、地域としても、この達成に向け、国とも連携、協力しな

がら、航空需要の拡大、航空ネットワークの充実に向けたエアポートセール

スや昇龍道プロジェクトの推進、さらには、「第２０回アジア競技大会」や「ワ

ールドロボットサミット」に続く各種国際大会の招致等に取り組んでいる。 

空港島内では、現在、新ターミナルビルや駐機場、さらにはボーイング

７８７ドリームライナー飛行試験機の屋内展示を核とする複合商業施設の整

備が進められている。また、愛知県が我が国初の空港隣接型となる展示面積

６万平方メートルを擁する国際展示場を、２０１９年開業を目指して整備を

進めており、今後、さらなる利用者の増加等、大きな相乗効果が期待される。 

中部国際空港は、現在、滑走路が１本であることから、滑走路等のメンテ

ナンス時間の確保が困難となることに加え、大規模補修の時期も迫り、また、

ピーク時間帯を含め受入制約の発生が現実味を帯びてきた。 

また、この地域は、モノづくりを中心に、我が国の経済を牽引していると

ともに、鉄道・道路ネットワークの広域的な結節点であるなど、国土を支え

る社会インフラが高度に整備されていることから、これらを将来にわたり安

定的に維持していくことが、国土強靱化の観点からも重要であると考えてい

る。 

今後、リニア中央新幹線の全線開業によって三大都市圏が一体化するスー
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パー・メガリージョンが形成される。この大きなインパクトを活かし、我が

国の成長エンジンの一翼として、社会・経済活動のグローバルな交流を支え

ていくためにも、中部国際空港の二本目滑走路を始めとする機能強化の早期

実現が不可欠である。こうした中、空港沖では「名古屋港で発生する浚渫土

砂の新たな処分場」の有力な候補地として、計画が進められているところで

ある。 

地域としては、需要拡大に向け、地元自治体、経済界、空港会社など関係

者が連携し、利用促進を強力に進めていくので、国においても、２０２７年

度のリニア中央新幹線名古屋開業を見据え、中部国際空港の二本目滑走路（完

全２４時間化）を始めとする機能強化の早期実現に向けて、次の事項につい

て特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 地域と連携して、中部国際空港の機能強化に必要な調査検討に取り組む

こと。 

 

２  訪日プロモーション地方連携事業等インバウンド旅客の増加に向けた

施策を始めとする航空需要拡大の取組を一層推進すること。 

 

３ 急増する訪日外国人の受入に適切に対応するため、ＬＣＣ向けターミナ

ルの整備にあわせてＣＩＱ体制の充実・強化に取り組むこと。 

 

４ 空港利用者の利便性向上、及び、さらなる増加が見込まれるＦＩＴ（個

人の外国人旅行者）にしっかり対応するため、引き続き、道路・鉄道等の

空港と主要都市や主要観光地とのアクセスの充実に取り組むこと。 
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６ クルーズ船受け入れ環境整備促進について 

 

国は、成長戦略の柱の一つに「観光立国」を据え、２０２０年の訪日外国

人旅行者４，０００万人、そのうち訪日クルーズ旅客については、日本各地

にクルーズ船を受け入れ、５００万人を誘客するという目標を掲げている。 

こうした国の施策にも呼応し、各地方ではクルーズ誘客に向けた積極的な

取り組みを行っているところである。 

中部圏は、新幹線や高速道路等の高速交通ネットワークが充実している上

に、世界的に評価の高い魅力ある観光資源が豊富に存在するなど、訪日クル

ーズ旅客を満足させる十分なポテンシャルを有している。実際に当該地域に

おいてもクルーズ船の寄港が急増しており、沿岸地域のみならず、海のない

周辺県等にも訪日クルーズ旅客が周遊している。これは国が目標とする外国

人リピーターの確保にもつながるものである。 

こうした急激な環境変化のなか、現実的には地方圏での港湾整備は遅れて

いると言わざるを得ず、目下、大型化するクルーズ船への対応、クルーズ旅

客の利便性向上や安全確保、円滑な受け入れ体制の整備など、ソフト、ハー

ド両面にわたる機能強化を図ることが急がれており、スピード感を持って対

応していかなければならない。 

かかる状況に鑑み、これまで以上に地方圏の港湾の機能強化について、下

記のとおり特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

国が掲げる２０２０年の訪日外国人旅行者４，０００万人、うちクルーズ

旅客５００万人の達成に向け、地方におけるクルーズ船受け入れ環境整備の

さらなる支援の充実を図ること。 
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７ 地方創生の実現に向けた国際・広域観光の振興について 
 
中部圏には、歴史的景観、国立公園をはじめとする美しい自然、都市観光、

産業観光、海洋資源、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の観光資源が豊富

に存在するなど、中部圏は国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある

観光地域であり、その魅力を観光資源として磨き上げ、世界から選ばれる、

魅力ある観光地域づくりを積極的に行っていく必要がある。 

今後とも、中部圏が、「高い潜在力を活かした国際観光文化立圏」として、

広域観光周遊ルートの形成や地域の観光資源の世界レベルへの磨き上げ、国

内外からの交流人口の拡大を目指していくためには、圏域の道路、港湾、空

港などの社会資本を整備していくことが国土強靱化と地方創生の観点からも

重要である。 

こうした中、国においては、昨年１２月に「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を改訂し、ライフステージに応じた地方創生の充実・強化などにより、

東京一極集中を是正し、地方への人の流れを作る地方創生の実現に向けた本

格的な取組が進められている。国際・広域観光の振興は、国内外からの交流

人口の増加と消費の拡大による地方への需要創出につながるなど、まさに、

国政の重要テーマである地方創生を実現するための大きな鍵となる。 

また、観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、平成

３０年度税制改正で国際観光旅客税が創設されたところである。 

中部圏知事会では、こうした実情を踏まえ、平成２６年度に「中部圏にお

ける国際・広域観光の振興に関する宣言」を採択し、国際・広域観光の振興

に向けた取組を強力に推進していくことを宣言したところである。 

また、今後、ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピッ

ク・パラリンピックによって日本への関心が高まる中、世界中に向けて中部

圏の魅力を強力かつ戦略的にアピールしていくことが重要である。 

ついては、地方創生の実現に向けた国際・広域観光振興施策の推進のため、

次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 魅力ある観光地域づくりと国土強靱化・地方創生のための社会資本の整

備促進 

(1) 広域観光や交流人口の拡大に資する高規格幹線道路や地域高規格道

路等の整備促進を図ること。 

(2) 「クルーズ５００万人時代」実現に向けた港湾の機能強化を図ること。 

(3) 外国人旅行者等の受入体制の充実及び国内外の航空ネットワーク強 
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化に向けた空港の機能強化を図ること。 

 

２ 「訪日外国人旅行者４，０００万人時代」に向けた訪日観光客の円滑な

受入れ体制・環境の整備 

(1) 空港及び港湾におけるＣＩＱ体制の充実・強化を図ること。 

(2) 中国や東南アジア等の訪日客に対する査証発給要件を緩和すること。 

(3) 繁忙期における外国人旅行者向け貸切バスの確保対策を講じること。 

(4) 多言語表記や無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進に係る支援を拡充

すること。 

 

３  国際観光交流を一層促進するための取組の強化 

(1) 訪日プロモーション地方連携事業を推進するための所要額を確保す

ること。また、地方が連携して実施する海外での観光プロモーション事

業への予算配分を拡充すること。 

(2) ＤＭＯが中心となって取り組む外国人旅行者の地方への広域周遊観

光促進のための新たな観光地域支援事業の予算配分を拡充すること。 

(3) 大幅な成長が期待できる重点市場への戦略的な訪日プロモーション

や冬季プロモーションに対する支援を拡充すること。 

(4) 航空会社とタイアップした誘客プロモーションに係る支援制度を創

設すること。 

(5) 海外へのクルーズプロモーションを強化すること。 

(6) 国際会議の誘致のための支援を拡充すること。 

 

４ 地域づくりの取組と連携した地域の観光資源の磨き上げなど、魅力ある

観光地域づくりの推進 

(1) 歴史的景観、国立公園をはじめとする美しい自然等の地域の観光資源

の磨き上げなど、観光地域づくりに対する支援を拡充すること。 

(2) 広域的な二次交通の運行に対する支援制度を創設すること。 

 
５ 国際観光旅客税の税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く、

創意工夫が活かせる交付金等による地方への配分 
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８ 世界的なスポーツ大会開催への支援について 

 

約半世紀の時を経て、東京２０２０オリンピック・パラリンピックが日本

で開催される。 

東京２０２０大会の開催にあたっては、各地域が、観光・文化芸術などの

地域資源を活用し、世界中から訪れる方々をおもてなしの心で迎え、日本の

魅力を世界に発信していかなければならない。 

また、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの前年には、ラグビー

ワールドカップ２０１９が全国１２会場において開催される。 

ラグビーワールドカップは、２００を超える国と地域でテレビ放送される

など、世界中から注目を集めるスポーツ大会である。 

４４日間にわたる開催期間中には、多数の観戦者が日本を訪れ、長期滞在

すると見込まれており、観光を促す絶好の機会である。 

本年１月からは、観戦チケットの先行抽選販売が開始されており、開催に

向けて、いよいよ国内外における関心が高まってきているところである。 

さらに、愛知・名古屋では、２０２６年にアジア競技大会が開催される。 

アジア最大のスポーツの祭典であるアジア競技大会の開催は、東京 

２０２０オリンピック・パラリンピックの次の目標となる。また、中部圏の

交流人口の拡大や国際競争力の向上などに寄与し、さらには、日本全体の成

長にも貢献することから、是非とも大会を成功させなければならない。 

ついては、こうした世界的なスポーツ大会を日本全体で盛り上げ、大会を

成功させ、地域の活性化につなげていくため、下記の事項について特段の措

置を講じられるよう提言する。 

 

１ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックについて 

⑴ 地方自治体における東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開

催準備、事前合宿誘致及び聖火リレー実施準備に対して、必要な支援を

講じること。 

⑵ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックにおける大会関連設備や

賞品等への各地の産品の活用、大会会場等での産品のＰＲなど、開催効

果が地方に十分に波及するよう、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会組織委員会に働きかけること。 
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⑶ 文化プログラムについては、地域の文化の魅力を十分に発信できるよ

う、認定された文化イベントを世界に向けて積極的に紹介するとともに、

国と地方自治体等がタイアップした取組の充実を図るために財政措置の

拡充や、国の補助事業に該当しない民間・地方自治体主体の取組を促進

する措置を行うなど、必要な支援を講じること。 

 

２ ラグビーワールドカップ２０１９について 

⑴ ラグビーワールドカップ２０１９の開催機運を盛り上げるため、国と

して大会の広報に努めるとともに、ラグビーの普及に積極的に取り組む

こと。 

⑵ ラグビーワールドカップ２０１９にかかる、開催自治体の負担を軽減

するため、必要な財源措置を図ること。 

⑶ ラグビーワールドカップ２０１９のチームキャンプ地に内定した地方

自治体、事前キャンプ誘致に取り組む地方自治体に対しても、必要な支

援を講じること。 

 

３ 第２０回アジア競技大会について 

⑴ 大会を運営する組織委員会に協力する旨の閣議了解を行うこと。 

⑵ 各参加国代表団の入国の自由や関税への配慮などの政府保証を行うこ

と。 

⑶ 組織委員会へ政府関係者が参画するとともに、国の職員を派遣するこ

と。 

 ⑷ 競技会場の整備・改修及び大会運営に対するスポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）

や宝くじによる支援を講じること。 
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９ 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催への支援について 

 

我が国最大のスポーツの祭典である国民体育大会・全国障害者スポーツ大

会は、各都道府県の持ち回りで開催されており、地方におけるスポーツ振興

に果たす役割は大きい。 

スポーツ基本法において、国民体育大会は(公財)日本スポーツ協会、国、

開催地都道府県が共催、また全国障害者スポーツ大会は(公財)日本障がい者

スポーツ協会、国、開催地都道府県が共催し、国は両大会の円滑な実施およ

び運営に資するため、開催地都道府県に対し必要な援助を行うものとされて

いる。 

しかし、施設整備を含む、開催経費の大部分が開催地都道府県と各競技会

場地市町村の負担となっており、全国的に財政状況が厳しい中、開催地の地

方自治体においては人的・財政的負担は依然として大きいものとなっている。 

こうした中で開催される東京２０２０オリンピック・パラリンピックは、

多くの国民に夢と希望をもたらすものであり、スポーツに対する国民の関心

の高まりも期待される。この好機を捉え、スポーツ立国の実現を目指す上で、

地方におけるスポーツ振興の基盤整備は国全体で取り組むべき喫緊の課題で

ある。 

また、競技会を開催するための競技用具については、購入または借用する

開催県にとって、大きな負担となっている。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 大会運営費に対する支援を充実するとともに、施設整備費に対し、スポ

ーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）助成や学校施設環境改善交付金、社会資本整備

総合交付金などの支援の拡大・充実を図り、これらの支援に必要な予算を

確保すること。 
 
２ 地方債の充当率の拡充や地方債の元利償還金に対する地方交付税措置

を充実すること。 
 
３ 大会運営に係る地方負担の軽減を図るため、民間資金の導入を促す取組

を充実すること。 
 

４ 東京２０２０オリンピック・パラリンピックで整備した競技用具を国民

体育大会・全国障害者スポーツ大会で活用できるようにすること。 
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10 総合的な流木対策及び海岸漂着物・漂流物対策の 

推進について  
 

近年、台風や集中豪雨等による大きな出水により発生流出した流木等は、

河川の流水を阻害し、人家や田畑への被害を拡大するとともに、海岸や琵琶

湖岸等に大量に漂着し、海岸保全施設及び湖岸保全施設の機能障害、定置網

の損傷など多岐にわたる大きな被害を生じさせている。 

また、中部圏各地の海岸や湖岸には、漁業や住民の生活に大きな影響を与

える多量の流木やごみ等が漂着・漂流しており、その処理に苦慮している。 

ついては、関係省庁による緊密な連携・協力のもと総合的な流木対策並び

に海岸及び湖岸の漂着物、漂流物及び海底・湖底堆積物に対する対策の推進

を図るため、次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１  ダム湖における流木の安全な捕捉施設と効率的な回収処理方法の早期

開発と整備の推進を図ること。 

 

２ 渓流等における流木対策施設整備の推進を図ること。 

 

３ 災害発生源となるおそれのある荒廃森林の整備の推進を図ること。 

 

４ 海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制対策を推進するための補助事業

について、平成３１年度以降も十分な予算を確保するとともに、地方負担

については、引き続き地方交付税措置を講じるなど、地方自治体の負担軽

減に努めること。また、湖岸における漂着物等の処理についても、補助事

業の対象とすること。 

 

５ 海岸及び湖岸への漂着物の未然防止のため、河川ごみの回収・処理に要

する経費についても財政措置の対象とすること。 
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11 火山防災対策の強化について 

 

我が国には全国各地に１１１の活火山があり、そのうち５０の火山が「火

山防災のために監視・観測体制の充実等が必要な火山」として、火山噴火予

知連絡会によって選定されている。  

平成２６年９月２７日に発生した御嶽山の噴火、本年１月２３日に発生し

た本白根山の噴火のような火山災害は、全国の活火山においても起こる可能

性があり、火山防災対策の強化が急務である。  

そのため、平成２７年１２月１０日に改正施行された活動火山対策特別措

置法の内容も踏まえ、以下の火山防災対策の強化について、特段の措置を講

じられるよう提言する。 

 

１ 火山防災体制の整備 

火山活動に対する監視・観測体制を充実させるとともに、火山防災マッ

プの作成、避難計画の策定等の火山防災対策に関する財政的支援を拡充す

るなど、火山防災体制の整備を行うこと。  

  

２ 情報発信の強化 

⑴ 火山活動に対する噴火警戒レベルを適切に見直すとともに、登山者等

に対する効果的、確実な情報提供方法等について検討し、情報発信の強

化を図ること。 

⑵ 携帯電話不感地帯において、登山者等へ確実かつ迅速な情報伝達がで

きるよう電波通信状況の改善等を促進すること。 

 

３ 登山者の安全確保対策 

⑴ 退避壕や退避舎等の安全確保施設の整備については、「活火山における

退避壕等の充実に向けた手引き」が示されたが、設置主体及び費用負担

を含めた整備のあり方を引き続き検討し、早期に整備方針を示すととも

に、設置に係る補助金等の拡充を図ること。 

⑵ 避難施設としての山小屋等における壁・柱など屋根以外の安全性を高

めるための機能強化、サイレン等の整備に対する財政支援措置を拡充す

ること。 

⑶ 山中における防災上の危険性等を示す広告物については、登山者等が
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認識しやすい色彩や形状を認めるなど、自然公園法にもとづく基準の見

直しを行うこと。 

⑷ 「登山届」の提出の促進など、登山者の迅速な把握に向けた取組みを

推進し、登山者の安全確保対策を強化すること。 

 

４ 火山防災教育の推進 

地方自治体職員の火山に関する知識向上に対して支援するなど火山防災

教育を推進すること。 
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12 地震対策等の推進について 

 

近年、我が国は様々な災害に見舞われている。東日本大震災後も、台風及

び集中豪雨による水害・土砂災害等により、多大な人的・物的被害が発生し

た。南海トラフ地震は、最悪の場合で約３２万人の死者数という深刻な内容

の推計が行われている。このような甚大な被害をより軽減するためには、現

在の科学的知見を十分に活用して、南海トラフ沿いで発生する大規模地震の

多様性を踏まえて、その発生前に起こり得る現象を想定し、あらかじめその

対応を考えることが重要である。また、我が国はプレート境界に位置するこ

とから、南海トラフ地震以外にも、活断層によるものも含め各地において地

震・津波が発生し得る状況にある。 

地方公共団体においては、突然発生する大規模自然災害に備え、国土強靭

化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国と一丸となって国土

強靭化に取り組み、防災・減災の徹底を図ることが求められている。 

このため、中部圏知事会としても、住民の生命及び財産に係る被害を最小

限にとどめるための地震・津波対策等を推進していくことが必要である。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 地域の国土強靱化の取組への支援 
国土の強靱化を確実に進めていくため、国土強靱化地域計画に盛り込ま

れた事業の着実な推進が図られるよう、財政上の支援措置を講ずること。 
また、防災・減災機能を充実させながら、「沿岸・都市部」と「内陸・

高台部」の資源を生かし、産業の創出・基盤整備を行い、安全・安心で魅

力ある地域づくりを実現するための規制緩和や税制・財政等の支援措置を

講じること。 
 
２ 地震・津波対策の充実・強化 
(1) 「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方につい

て」（報告）で示された、不確実な地震予測に基づく情報発表時の防災

対応を検討するためのガイドラインを早期に策定し、当該対応を速やか
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に実施のための地殻変動や地震活動の常時観測、即時の分析・評価体制

を構築すること。 
(2) 河川・海岸堤防等の液状化対策や、防潮堤整備、高規格幹線道路など

主要幹線道路の整備予算の確保、緊急輸送ルートとなる道路ネットワー

クなどの整備等、大規模な広域防災拠点等の機能向上、「津波防災地域

づくりに関する法律」の実効性確保、高台移転、地籍調査の推進、土地

境界情報の整備及び無電柱化の推進など、事前防災や減災に資するハー

ド・ソフトの対策を地方公共団体が重点的に進めるための財政上の支援

措置等を講じること。 
(3) ゼロメートル地帯においては、地震による液状化の影響で河川・海岸

堤防等が沈下・損壊し、地震直後に浸水が始まることで、被害が甚大と

なるおそれがあることから、河川・海岸堤防等の強化に対し特段の財政

措置を講じること。 
(4) 太平洋側のみならず、日本海側も含め早急に地震・津波に関する観測

体制の充実・強化を図るとともに、地震・津波に関する調査・研究を推

進すること。 
(5) 耐震診断が義務付けられたホテル・旅館などの大規模建築物の耐震化

を促進するため、耐震化工事期間中の従業員への休業手当を対象とする

よう国の雇用調整助成金の適用範囲を拡大するなど、事業者の負担を軽

減するための制度改善を行うこと。 

(6) 大規模災害時に地域防災力の中核となる消防団の充実強化を図るた

め、大規模災害時に限定して出動する大規模災害団員制度の導入支援や

消防団活動に協力する事業所への減税措置に対する財政支援など消防

団員の活動環境の整備や確保のための取組に対し、財政支援施策等を更

に講じること。 

 
３  災害時における物流体制の充実・強化 

発災直後から、支援物資を個々の避難所まで迅速かつ円滑に輸送するこ

とができるよう、物資の発注から集荷・輸送・到着までの物流に関する情

報を、国、地方公共団体及び民間物流事業者等が共有し、連携して物流管

理を行う仕組みの構築を国において引き続き進めること。 
 
４  避難所運営体制の充実・強化 
(1) 自主防災組織が自助・共助の機能を発揮し、市町村と適切に役割分担

を行い、また男女共同参画の視点に立って避難所運営ができるよう、住
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民の意識啓発や、自主防災組織の育成に係る財政上の支援措置を講じる

こと。    
(2) 障害者、高齢者及び乳幼児等の要配慮者の避難行動や避難生活の支援

並びに福祉避難所の指定拡大及び円滑な運営体制確保のため、施設や資

機材・物資の整備等に係る財政上の支援策及び福祉人材の派遣などの支

援に関する制度上の整備を講じること。 
(3) 増加する外国人へ対応するため、ハザードマップや避難経路等の災害

情報の多言語による発信や災害時の避難所における通訳の確保や食文

化への配慮等について支援策を講じること。 
(4) 避難所や車中泊の避難者の名簿作成、罹災証明書発行などの被災者支

援を容易にし、地方公共団体の区域を越えた広域避難等にも対応できる

「被災者台帳システム」の導入のための技術支援とより一層の財政支援

を行うこと。 
 
５  災害時における広域応援・受援体制の確立 
(1) 国における広域応援の実施に対応する専属組織の設置と被災地への

応援の調整・指示の一元化を行うこと。 
(2) 都道府県と市町村が一体となって実施する広域応援・受援体制の確立

に向けた支援を行うこと。 
(3) 被災した地方公共団体の支援を実施した地方公共団体に対して、その

応援に要した経費の全額を国が負担する制度の創設を行うこと。 
 
６  風水害対策の充実・強化 
(1) 豪雨の激化や台風の大型化に対して、河川、海岸、ため池、砂防及

び治山の施設整備などのハード対策やハザードマップの策定などのソ

フト対策が進められるよう、治山・治水事業等について更なる財政支援

を行うこと。 
また、土砂災害と洪水氾濫、山地災害による複合災害対策に関する

研究の推進と技術的支援を行うこと。 
(2) 近年の土砂災害では、土石流とともに流下する流木が被害を増大さ

せているため、流木捕捉機能を備えた砂防堰堤や治山ダムなどの整備

及び改良や、流木の発生源となるおそれのある荒廃森林の整備につい

て更なる財政支援を行うこと。 
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７  原子力発電所の安全確保及び防災対策の強化  
(1) 原子力発電施設に係る新規制基準については、現在も続く福島第一原

子力発電所事故の原因究明の検証結果を踏まえるとともに、絶えず国内

外の最新の知見を収集し、その都度、適切に規制基準に反映させること。 
また、断層調査・評価を含む新規制基準への適合性に係る審査及び運

転期間の延長に係る審査に当たっては、科学的知見に基づいた厳正な審

査を行うこと。 
さらに、政府の要請により停止している浜岡原子力発電所については、

政府が停止要請をした文書において実施するとしている事業者の対策

について、厳正な評価、確認を行い、その結果を文書により提示するこ

と。  
(2) 今後、高経年化等により見込まれる原子炉の廃止措置については、厳

格な審査の下、安全確保に万全を期すとともに、使用済燃料やその再処

理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物、原子炉の解体に伴い発生する

廃棄物の最終処分方法を早期に確立すること。 
(3) 原子力防災対策の基本となる原子力災害対策指針については、最新

の知見を踏まえ、今後も継続的に改定するとともに、地方公共団体等

の意見を適切に反映していくこと。なお、ＵＰＺ外の地方公共団体に

おいても必要に応じ緊急時に円滑な防護対策を可能とするため、国の

責任において環境放射能水準調査のモニタリングポストを増設するな

ど、事前の対策について改めて検討を行うこと。 
また、同指針において、最も基本的な防護措置としている屋内退避に

ついて、長期にわたる場合や大規模地震との複合災害時も含め、具体的

な実施方針をあらかじめ示すこと。 
(4) 広域避難計画の策定や避難ルート等の検討、モニタリングの実施な

どには放射性物質の拡散を予測する情報が重要と考えられるため、「拡

散計算も含めた情報提供の在り方」を検討する国の分科会において、

引き続き関係地方公共団体の意見を十分聴いた上で具体的な検討を進

め、必要な対策を講じること。 
   また、民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協力」

を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、引き続き具体的な検討を進

め、必要な対策を講じること。 

(5) 地方公共団体の行政区域を越える広域避難を円滑に実施するため、国

が積極的かつ主体的に、避難先、避難経路、避難手段の確保や、避難退

域時検査の体制整備、並びに避難に係る道路等のインフラの整備を行い、
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広域的な防災体制を整備すること。併せて、国が前面に立ち、事業者、

防災関係機関、関係地方公共団体等と連携した実践的な訓練を行い、広

域的な防災体制の検証を行うこと。 
(6) 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備に当たり、事前配布する住民の範

囲については、地方公共団体の判断を尊重し、ＰＡＺの内外にかかわら

ず必要な支援を行うこと。なお、配布体制の整備に当たっては、説明を

行う医師の確保・育成や説明資料の作成等について、国の責任において

十分な支援を行い、住民や地方公共団体の負担を軽減できる方法を早急

に示すこと。 
(7) 地方公共団体が防災対策に要する経費については、原子力災害対策重

点区域外での対策に要する経費や職員の人件費も含め、確実に財源措置

を行うこと。なお、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金については、

防災資機材の効率的な整備を行うため、都道府県から市町村に対する間

接交付を認めるなど、運用の改善を図ること。  

(8) 上記(1)～(7)の措置等を講じるに当たっては、国民に対し、その過程

も含めて徹底的に情報を開示するとともに、説明会やシンポジウムを開

催し、国民の理解を得るよう最大限の努力をすること。 
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13 交通インフラにおける広域的な雪害対策強化について 

 
 平成３０年２月豪雪では北陸自動車道の通行止めを発端として、国道８号

の石川・福井県境において数日にわたる大規模な滞留が発生し、交通網が麻

痺状態となった。これにより生活物資の不足などが相次ぎ経済活動全般に大

きな打撃を与えた。 
 中部地域は、東日本と西日本をつなぐ国土の要衝であり、道路や鉄道など

の交通インフラにおいて、国として豪雪などを想定した万全の対応を図る必

要がある。 
 大雪時においても国土軸として道路交通を確実に確保するためには、ハー

ド対策が最も信頼性が高く、広域的な道路ネットワークの整備、主要幹線道

路の４車線化、除雪機械の機動力増強などが極めて有効である。 
 また、石川・福井県境のような各地方整備局の管轄境界区間における道路

除雪については、国土交通本省が中心となって各機関の連携を強化し、広域

的な通行規制などを実施する必要がある。 
 加えて、大雪時においても公共交通機関としての使命を果たすよう、ＪＲ

への迅速な除雪対応に関する指導強化や、地域鉄道事業者の除雪体制強化に

対する支援も必要である。 
 ついては、除雪体制を抜本的に強化し、大雪に対し強靱な交通を確保する

ため、次の事項について格段の配慮をされるよう提言する。 
 
１ 中部地域における自動車交通網を複軸化する中部縦貫自動車道や能登

半島における自動車交通網を確保する能越自動車道について、早期全線整

備を実現し、北陸自動車道・東海北陸自動車道・長野自動車道をつなぐ広

域的な迂回ルートを形成すること。 

 

２ 大雪時においても物流ネットワークを確保するため、高速道路の通行止

めにより車両の流入が想定される直轄管理国道について、４車線化の整備

を進めること。 

 

３ 国・高速道路株式会社の連携強化による除雪機械の機動力増強や広域的

な事前応援体制を確立するとともに、大雪時において流入車両を抑制する

ための広域的な通行規制や迂回路の確保、自治体や道路利用者への速やか

な情報提供を行うこと。 
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４ ＪＲに対し、迅速な除雪対応や、区間運行など弾力的な運行の工夫、運

休理由や再開見通し等の適切な情報提供を指導すること。 

 

５ 豪雪地帯を運行する地域鉄道事業者の除雪体制を強化するため、鉄道軌

道安全輸送設備等整備事業の国庫補助率（１／３）のかさ上げを行うこと。 

 

６ 国の管理する空港において、今後の大雪に備えて除雪能力の向上を図る

など、適切な対応を実施すること。 
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14 希望がかなう少子化対策について 

 

現在、我が国の少子化はとどまる気配はなく、国の閉塞感につながる危機

的な状況に直面している。少子化対策は、人口減少に歯止めをかけ、東京一

極集中を是正する地方創生の取組を深化させるとともに、国民一人ひとりが

活躍できる社会づくりを進める上で重要である。政府は、低所得者向けの新

婚生活に対する経済的支援や、不妊治療の支援の拡充、子ども・子育て支援

の強化などに取り組んでいるが、「国民希望出生率１．８」の実現に向けて、

まずは、若い世代の結婚、妊娠、出産の希望をかなえ、安心して子育てがで

きる環境の整備が必要である。また、少子化対策として、２人目の子どもを

持つという視点が極めて重要となっていることから、第２子対策を含め、少

子化の克服に向け、中長期的に取り組んでいく必要がある。 

少子化社会対策大綱では、平成２７年度から５年間を「少子化対策集中取

組期間」と位置づけており、出生率を回復させた諸外国の例も参考に、未来

への投資として、これまでの延長線上にない規模の少子化対策を講じるため

の財源を確保するとともに、地方の創意工夫を生かす対策が実施される必要

がある。 

また、すべての子どもができるだけ家庭的な環境の下で養育されるよう、

社会的養護において、里親制度や養子縁組をはじめとする家庭養護の提供を

優先的に進める必要がある。 

少子化対策は待ったなしであり、早急に具体的な施策の立案やそれを実現

するため、次の事項について提言する。 

 

１ きめ細かな少子化対策を講じるための安定した財源の確保 

(1) 出生率を回復させた諸外国の例なども参考にしながら、未来への投資

として、これまでの延長線上にはない規模の少子化対策を講じるための財

源確保に努めるとともに、社会全体で支える持続可能性の高い制度の構築

に向けて検討を行うこと。 

(2) 「地域少子化対策重点推進交付金」について地域の実情に応じた結婚

支援等の取組を継続・強化して実施できるよう予算規模の拡充と運用の弾

力化に努めること。 

 

２ ライフプラン教育の推進 

小中高の児童生徒、大学生や企業の若手社員等が、妊娠・出産の適齢期

や不妊などに関する医学的な知識を持つとともに、家族の大切さなどにつ
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いて考えるきっかけとなるよう、ライフプラン教育・キャリア教育を全国

的に進めること。 

 

３ 不妊に悩む家族への支援 

(1) 特定不妊治療や人工授精に対する医療保険適用や、例えば第２子以降

の特定不妊治療など助成回数の増加等、経済的支援の拡充を図るととも

に、不育症に対する公的助成制度を創設すること。 

(2)  多様な治療方針に対応できるよう、特定不妊治療費助成の対象となる

治療の範囲を見直すこと。 

(3) 小児・思春期・若年がん患者の妊孕性（生殖機能）温存治療（精子・

卵子・卵巣の凍結）への経済的支援の制度を創設すること。 

(4) 仕事をしながら不妊治療が受けられるよう、不妊治療のための休暇を

取得しやすい環境を整備するため、治療に関する正しい知識の普及を通

じて周囲の理解を促し、企業における休暇制度の導入を働きかけること。 

 

４ 周産期医療体制の充実と在宅での療育・療養支援 

(1) 助産師の確保および養成に向けて、助産師出向システムの制度化の推

進と院内助産システム導入のための財政的支援、助産師の人員配置に関

する基準の明確化を行うこと。 

(2) ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療を促進するため、家族の要請に応じ

て重症児を一時的に受け入れるレスパイト病床の確保、運営等への財政

措置を拡充すること。 

 

５ 切れ目のない妊産婦・乳幼児ケアの充実 

(1)  市町村において、妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援体

制を構築するために、都道府県が市町村に対して行う情報提供や助言等

の取組に対して財政的な支援を充実すること。 

(2)  昨年度創設された「産婦健康診査事業」の財源の確保を図り、全ての

市町村を対象とした補助制度とすること。産婦健診に併せて新生児（２

週間・１か月）の健診費用についても実情に応じた費用助成を行うこと。 

 

６ 子ども医療費助成の制度化 

(1) 子育て家庭の医療費に係る経済的な負担軽減を図るため、子どもに対

する医療費助成を全国一律のものとして制度化すること。 

(2) 地方自治体が独自に実施している助成制度（医療機関の窓口での負担
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軽減（現物給付））に対する国民健康保険の国庫負担金の減額措置につい

ては、未就学児までだけでなく、すべて廃止すること。 

 

７ 幼児教育・保育の充実 

(1) 子ども・子育て支援新制度の推進に必要な財源の確保および、教育・

保育の無償化の適切な仕組みづくりを行うこと。 

教育・保育の無償化を進めるにあたっては、国の責任において、地方

負担分も含め安定財源をしっかりと確保すること。 

また、無償化により新たな教育・保育の需要が喚起されることが想定

されるため、さらなる施設整備の推進と、保育教諭のみなし経過措置の

延長など有為な人材を積極的に活用・確保できる仕組みづくりを積極的

に進めること。加えて、第2子以降の病児・病後児保育利用料の無料化

など、地方自治体が地域の実情に応じて取組を推進できるよう、十分な

財政措置を行うこと。 

(2) 平成２９年度に構築されたキャリアアップの仕組みによる保育士等の

処遇改善制度について、現場の状況に応じた柔軟な対応が可能となるよ

う見直すとともに、要件とされている研修受講を促進するため、十分な

代替職員の配置を可能とするなど受講しやすい環境づくりを支援するこ

と。 

また、新制度に移行していない私立幼稚園における人材確保のため、

処遇改善の統一した仕組みを国が明確に示すとともに、新制度に移行し

た私立幼稚園と同様、園に負担を求めない仕組みとなるよう制度改善を

図ること。 

(3) 年度途中入所が多い低年齢児保育を充実させるため、年度当初から 

保育士の加配が可能となるよう、施設型給付費などの公定価格を見直す

こと。 

(4) 発達障がいをはじめとする特別な支援や配慮を要する障がい児に対す

る適切な保育や支援を実施するため、障がい児保育を行う職員の指導に

あたる専門職の配置など、障がい児保育施策等の充実を図ること。 

(5) 私立幼稚園における特別支援教育の一層の充実を図ること。 

(6) 在宅育児家庭の３歳未満の子どもを対象とした通園による保育サービ

スの提供など、隙間のない子ども・子育て支援制度とすること。 

(7) アレルギー除去食などの対応が求められ、人員不足が課題となって 

いる調理員の保育所等への配置基準の見直しを行うこと。 

(8) 家庭環境に配慮を要する児童が多く入所する園に対して、保育士加配
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の支援を行う事業の充実を図ること。 

(9) 野外体験保育には子どもの豊かな育ちに一定の効果があると考えられ

ることから、自然体験を通じて子どもの「生き抜いていく力」を育むこ

とを主眼とした取組の普及啓発や人材育成を進めるとともに、取組を進

める団体に対する財政的支援を図ること。 

 

８ 放課後児童対策の推進 

(1) 放課後児童クラブを安定して運営するため、開設日数が２５０日未満

のクラブや１９人以下の小規模なクラブが安定的に運営できるよう、補

助制度の充実を図ること。 

(2) 放課後子ども総合プランに基づく子どもの居場所づくり推進のため、

充分な財源を確保すること。 

(3) ひとり親家庭や多子世帯に係る放課後児童クラブ利用料の負担を軽減

するための制度を創設すること。 

(4) 里親に係る措置費として、放課後児童クラブの利用料を支弁対象に含

めること。 

 

９ 男性の育児参画の推進 

(1) 希望する子どもの数の実現に向けて「第２子の壁」を克服するために

は男性の育児休暇や休業の取得促進が欠かせないことから、育児休業は

もとより、産前産後や時間単位等の育児休暇の取得促進に向け、積極的

な広報や取得しやすい取組を実践している企業の顕彰等を行うなど、気

運の醸成に努めること。 

(2) 従業員を対象とする育児休業給付金や企業に向けた両立支援等助成

金など、男性の育児休業を促進する制度の活用促進に向けて、従業員や

企業に諸制度を広く分かりやすく周知するとともに、両立支援等助成金

の要件を緩和すること。 

(3) 地域少子化対策重点推進交付金も活用した男性の育児休暇や育児休

業の取得を飛躍的に向上させる取組を、国の委託事業として、地方自治

体や経済団体等と連携してモデル的に実施すること。 

 

10 短時間勤務からの育児休業取得者に対する経済的支援の拡充 

第１子の育児休業から職場復帰後、短時間勤務を利用している期間（子

が３歳まで）に次の子を出産し、育児休業を取得した場合の育児休業給付

金は、短時間勤務の賃金による算定となり減額されることから、フルタイ
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ム勤務の賃金水準による給付額を支給し、育児休業中の支援策を拡充する

こと。 

 

11 企業における働き方改革の取組促進 

働き方改革に取り組むことは、仕事と家庭との両立を実現し、子育てが

できる職場づくりにつながるとともに、企業にとっても生産性の向上や従

業員の定着、優秀な人材確保につながることから、社会全体での「働き方

改革」の早期実現に向けて財政措置を講ずること。特に中小企業・小規模

企業の取組が一層促進されるよう支援を強化すること。 

 

12 母子保健施策を通じた虐待予防 

(1) 特定妊婦に対し、第１子妊娠時から母子生活支援施設入所が可能とす

る制度改正を行うこと。 

(2) 匿名による予期せぬ妊娠相談の場および内密出産制度の整備に向けた

検討を進めること。 

 

13 「新しい社会的養育ビジョン」の実現に向けた取組の推進 

(1) 実効ある都道府県計画の見直しに向けた条件整備 

   ① 新しい社会的養育ビジョン（以下、「新ビジョン」）に基づく都道府

県計画の見直しにあたっては、計画の推進を後押しする国の支援策を

明確に示すとともに、各都道府県が地域の実情を踏まえて策定する計

画の内容を尊重すること。 

   ②  国として新ビジョンの理念の浸透を図るための啓発活動を積極的

に展開するとともに、里親制度や特別養子縁組に対する理解を深める

対策を推進すること。 

(2) 子どもの権利擁護に向けた取組の推進 

児童相談所が子どもの心理的負担等に配慮して実施する、警察、検察

との協同面接に向けた環境整備や多機関対応の制度構築に向けた取組に

対する財政支援を行うとともに、子どもの権利擁護に配慮した処遇を行

うための人材（アドボケイト：代弁、擁護者）の育成に取り組むこと。 

(3) 児童相談所、一時保護の改革 

児童相談所が子どもの権利保障の拠点として、「新ビジョン」の実現 

に向けた取組を着実に推進できるよう、児童相談所における児童虐待の

法的対応力、介入型支援の強化や、子どもの権利が保障された一時保護

の実現、機能分化（調査・保護・アセスメント機能と支援マネージメン
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ト機能）および機能強化（相談支援・一時保護）を図るとともに、里親

委託の専門部門の設置を義務づけ、それらが実現可能な財政措置を講じ

ること。 

(4) 里親包括支援体制の構築に向けた支援の強化 

    ① 里親のリクルート、研修、支援などを里親とチームになって一貫し

て担うフォスタリング機関による包括的な支援体制を確立するため、

財政支援のあり方を見直すこと。 

    ② 里親が社会的養護の担い手として十分な活動ができるよう、ケアニ

ーズに応じて委託費を加算できるなど里親手当等の更なる充実を図る

こと。また、放課後児童クラブの利用料を支弁対象に含めること。 

(5)  児童相談に関するデータベース機能向上への支援と統計の充実 

児童相談対応のデータを今後の相談対応の充実・向上に生かすため、

都道府県が取り組む児童相談データベースの機能向上への財政支援を強

化するとともに、国が行う統計の充実を図ること。 

(6) 特別養子縁組の推進 

特別養子縁組をより広く要保護児童に活用できるようにするため、原

則６歳未満とされている現行の年齢制限の見直し、児童相談所への特別

養子縁組申立権の付与、子どもの意見表明と出自を知る権利の保障、養

子縁組成立前後の養親や子どもに対する支援などに関する検討を更に進

め、制度の改正に反映させること。 

(7) 市町村の子ども家庭支援体制の構築 

市町村が子育て世代包括支援センター等で実施する子育て支援事業、

母子保健事業に対する財政支援策を充実させるとともに、子ども家庭総

合支援拠点設置に向けた支援の強化を図り、市町村の在宅支援体制を強

化すること。また、市町村が県と連携して取り組む里親の普及啓発に対

する財政支援の仕組みを構築すること。 

(8) 児童福祉施設入所児童の養育環境の充実と自立支援 

① 施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模化、地域分散化を

促進するため、措置費の加算等の財政支援を充実すること。特に以下

の点について要望します。 

・ 新ビジョンが児童福祉施設に対応を求めている「ケアニーズの高い子

ども」の判断基準を明確に定めること。 

・ 家庭的ケアにおける児童の処遇向上と職員の勤務条件の緩和に向け

て、地域小規模児童養護施設及び委託一時保護専用ユニット（乳児を

含む）への職員配置を充実させ、１ユニットの定員減をはかること。 
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・ 乳児院における心理職員の配置を、心理療法対象人数による加算配置

から常時配置へ変更を行うこと。 

② 高校生の部活動に要する経費については、中学生の場合と同様に支

弁の対象とすること。施設における予防接種の対象範囲と対象者を広

げること。 

③ 児童養護施設退所後の円滑な自立を支援するため、入所中から退所

後まで一貫した支援を行う職員を児童養護施設に配置できるよう、措

置費の見直しを行うとともに、自立支援資金貸付金の返還免除の要件

となる就業継続期間（５年間）を短縮し、退所者等の負担軽減を図る

こと。また、児童養護施設等を退所し、進学する者に対する給付型奨

学金の充実を図ること。 

(9) ＣＤＲ（Child Death Review）の制度整備 

    全ての子どもの死亡を検証し、予防可能な子どもの死をなくすため、

ＣＤＲ（Child Death Review）に関する調査研究を進め、法整備を含め

た制度設計を行うこと。 

 

14 発達支援が必要な子どもへの対応 

保育所、認定こども園、幼稚園で発達障がい児等に対する適切な早期支

援を行うため、施設職員を支援する専門的な人材を市町村が養成し配置で

きるよう、地域生活支援事業に長期の研修派遣等の支援メニューを追加す

るとともに、予算総額の十分な確保に努めること。 

 

15 子どもの貧困対策 

(1) 「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、地域の実情に応じて地方

自治体が行う施策への十分な財政措置を行うこと。 

(2) 家庭の状況にかかわらず子どもたちが学習する機会を得て希望する進

学につなげることができるよう、自治体が実施する子どもの学習支援事

業に対する財政的な支援を強化すること。 

(3)  ひとり親家庭等の就労対策支援として実施している「高等職業訓練促

進給付金事業」の給付額を増額すること。 

(4) ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるための「児童扶養手当」

の支給額の増額を図ること。また、支給回数増に伴い必要となる費用に

ついて財政的な支援を行うこと。 

(5) ひとり親家庭や多子世帯に係る放課後児童クラブ利用料の負担を軽減

するための制度を創設すること。（再掲） 
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(6) スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家の配

置拡充に係る予算について、十分な額の確保を図ること。 

(7)  児童養護施設退所後の円滑な自立を支援するため、入所中から退所後

まで一貫した支援を行う職員を児童養護施設に配置できるよう、措置費

の見直しを行うとともに、自立支援資金貸付金の返還免除の要件となる

就業継続期間（５年間）を短縮し、退所者等の負担軽減を図ること。ま

た、児童養護施設等を退所し、進学する者に対する給付型奨学金の充実

を図ること。（再掲） 

(8) 子どもの貧困対策の観点から、高等学校等就学支援金及び高校生等奨

学給付金について制度の更なる充実を行うこと。 

 

16 旧優生保護法による優生手術への速やかな対応 

旧優生保護法に基づき行われた優生手術について、全国的な実態把握の

結果を踏まえ、救済措置等を検討すること。 
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15 環境保全型農業直接支払交付金について 

 

平成２７年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」

に基づき実施されている環境保全型農業直接支払交付金について、平成２８

年度から２年連続で全国の要望額が国の予算額を上回り、交付単価が減額調

整される事態となり、生産者・関係者は困惑し、制度に不信感を抱くに至っ

ている。 

当該交付金は、自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加コ

ストを支援するもので、取組ごとにコストに見合った単価を定め、生産者に

作付前に支援単価を示すことで、取組を促す仕組みとなっている。このため、

対象となる取組を計画し準備した後で、交付額が大幅に下がる可能性がある

という現行の仕組みでは、生産者が安心して、コスト増を伴う環境保全型農

業に取り組むことができず、環境保全型農業の推進に支障をきたす。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 平成３１年度からの制度見直しにあたっては、各地域の環境保全型農業

の取組が後退することがないよう配慮するとともに、生産者が安心して環

境保全型農業に取り組める安定的な制度運営を図ること。 

 

２  平成３１年度以降の環境保全型農業直接支払交付金および推進交付金

について、各都道府県からの要望量に見合う十分な予算確保を図ること。 
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16 認知症施策の推進について 

 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の急速な増加が見込まれる中で、若年

性認知症の人への支援も含めて、認知症施策の推進は、極めて重要な課題で

ある。 

地方公共団体では、平成２７年１月に国が策定した「認知症施策推進総合

戦略（新オレンジプラン）」に基づき、事業を進めているところであるが、特

に、運動や口腔に係る機能向上、社会交流等による認知症の発症予防や、か

かりつけ医による日頃の診察を通じた早期発見、早期対応など、認知症の人

や家族に対してきめ細かい支援を行う体制の構築が求められる。 

このため、認知症の専門医療の拠点である認知症疾患医療センターにより、

認知症予防に関する知識の普及を図るとともに、認知症の人の早期発見・早

期対応につなげるなど、地域の実情に応じた取組を一層推進する必要がある。 

また、かかりつけ医に対する支援や、認知症の専門医療提供体制の充実を

図るためには、認知症に関する専門医の確保が一層必要とされる。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられるよう提言する。 

 

１ 地域の実情に応じた、認知症の人を支える体制づくりへの支援の強化を

図ること。 
 
２ 認知症施策展開の拠点となる認知症疾患医療センターの取組に対する

支援の強化を図ること。 

 

３ 認知症医療の中心となる専門医の養成・確保や資質向上に係る環境整備

を推進すること。 

 

 


