平成31年度（2019年度）
国の予算編成等に対する提案
＜主要事項＞

平成30年７月
兵 庫 県

本年７月12日に兵庫県は設立から150年を迎えます。明治維新以降、欧米諸国に追い
つくべく中央集権体制で進めてきた近代化や産業の発展を背景に、人口が増加し続けた
時代は終わり、人口減少が前提となる時代となりました。
一方、世界に目を向けると、かつての日本と同じように、中国やインド、アフリカ勢
が著しく経済発展を成し遂げ、国際社会でその存在感が増しています。さらに、AIやIoT
等の発展、スマートフォンの急速な普及の前では、国境は溶けていき、空想していた未
来の暮らしが現実のものとなっています。
新しい時代は、これまでの延長線上にはありません。それだけに、将来あるべき姿を
描き、これまでにない発想で、大胆かつ積極的に取り組む必要があります。
人口減少や少子高齢化が進む中でも、地域の活力を維持することが、今を生きる私た
ちの責務です。限られた財源の中、地域の多様性を生かし懸命な取組を進める地方の実
情を理解いただき、積極的に対応いただくよう、平成31年度予算編成等に向けて以下を
提案します。
地域の元気が日本の明るい未来を切り拓く原動力です。国におかれては、対症療法で
はない、抜本的な施策を講じていただくようお願いします。
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Ⅰ 東京一極集中からの脱却
１ 人と企業の地方分散の促進
住民基本台帳人口移動報告によると、東京圏への人口集中は止まるどころか、増加
の傾向にある。まち・ひと・しごと創生基本方針2018で掲げられた、
「UIJターンによる
起業・就業者創出(6年間で6万人)」
「女性・高齢者等の活躍による新規就業者の掘り起こし(6年
間で24万人)」等を実現するため、大胆な施策を国の責務として立案、実行すること。
(1) 東京圏への立地の適正化 【内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、経済産業省】P1
・
「首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律」
（H14廃止）に規定があ
った大規模な工場や大学に加え、企画開発・研究部門や人事・研修部門などの本
社機能を有する事業所など人口増加の原因となる施設の東京圏への新規立地、事
業所の集約化を抑制する制度を創設すること
＜東京一極集中の進行＞
東京圏…東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
大阪圏…大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
名古屋圏…愛知県、岐阜県、三重県

高度成長期
東京圏
▽

３大都市圏
▽

工業（場）等制限法廃止
（2002年）

地方分散政策
大阪圏
▽

規制の緩和に転換
工業（場）等制限法成立
1959年、64年

バブル期

東京一極集中が加速
デフレ期

名古屋
▽

《
本県の転入超過数》

＜平成29年中の本県の社会移動の状況＞
本県の転出超過は依然高水準、10代・20代の転出超過が拡大、30代以降は縮小
［実数］▲6,657人 全国46位（47位福島県） ［増減率］全国19位（47位青森県）
（人）
H28
H29
H29-H28

（人）
H28
H29
H29-H28

▲ 6,760
▲ 6,657

東京圏
▲ 7,203
▲ 7,356

東京都
▲ 4,606
▲ 4,742

大阪府
▲ 2,069
▲ 1,791

103

▲ 153

▲ 136

278

転入超過数

0～19歳 20～29歳 30～39歳 40歳以上
430 ▲ 5,743
▲ 954
▲ 493
217 ▲ 5,991
▲ 694
▲ 189
▲ 213

▲ 248

260

304

＜工業等制限法（首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律）の概要＞
［目
的］既成市街地への産業・人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備・改善を図る。
［制限対象］①面積500㎡以上の製造業の用に供する工場の作業場の新増設
②面積1,500㎡以上の大学及び高等専門学校の教室の新増設
③面積800㎡以上の専修学校及び各種学校の教室の新増設
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(2) 地方大学の特色化を推進する施策の充実
【文部科学省】
①地方の国公私立大学の特色化
P1
新・再生医療や革新的創薬、予防医療などの先端医療関連、水素などの次世代エネル
ギー・環境分野、航空宇宙、ロボット、AI、IoTなどの情報技術分野等、地方の
強みを生かした研究拠点をつくるとともに、必要な研究費を重点配分すること
新・防災・減災や野生動物研究、ジオパーク、景観園芸など、国レベルの課題や新た
な研究分野に対応し、地域の強みや地域資源を活用した学科に対する運営費及び
研究費を支援すること
新・専門職大学を含む地方の国公私立大学について、社会人になってからも生涯にわ
たり教育機関で学び直すリカレント教育を図る拠点としての整備を支援すること
②大学COC＋事業の拡充
P2
・地域と大学が連携した地域創生を進めるため、COC＋（地（知）の拠点大学による
地方創生推進事業）について、事業期間（平成31年度末まで）を延長するととも
に、４、５年目の補助金額の逓減措置の廃止など国庫補助金を充実すること
【提案の背景】
・東京一極集中を解消し、地域を担う人材を育成するため、それぞれの地域の実情に応じた雇用
創出や学卒者の地元定着率向上に向けた取組を進める必要がある。
＜現行制度の概要＞
・補助期間
最大５年間（事業最終年度前年に当初予算額の2/3、最終年度に1/3に逓減）
・補助金基準額 年間6,800万円

(3) 地方拠点強化税制の充実
【内閣府、経済産業省、厚生労働省】
①控除率及び額の拡充
P2
・オフィス減税の税額控除の率及び雇用促進税制の税額控除額を倍増するなど大幅
に拡充すること
②オフィス減税と雇用促進税制の併用
P2
新・本社機能の移転・拡充に伴う雇用を促進するため、平成30年度から併用不可とな
ったオフィス減税と雇用促進税制の併用を可能とすること
【提案の背景】
・平成30年度からｵﾌｨｽ減税と雇用促進減税の併用が原則不可となった。(移転型の上乗せ措置のみ併用可)
・本県７社認定(H29まで)。いずれの企業も両優遇措置の併用を希望（うち1社は併用活用済み(H29.10現在)）
＜地方拠点強化税制」の概要＞
区 分
地方に所在す
る本社機能の
拡充
（拡充型）
東京23区から
地方へ本社機
能を移転
（移転型）

内 容
建物、附属設備（空調等）
、構築物（駐車場等）を取得した場合、
オフィス減税
取得価額に対し、特別償却15％または税額控除４％
※ 併用は不可
雇用促進税制 雇用増１名につき60万の税額控除（最大）
建物等（拡充型と同じ）の取得価額に対し、特別償却25％または税
オフィス減税
額控除７％
※ 併用は原則不可（上乗せ分30万円のみ併用可）
雇用促進税制 (雇用増1名につき60万円+上乗せ分30万円)×3年の税額控除(最大)

［想定される併用不可となった理由］
・支援対象地域の中部圏及び近畿圏への拡大や雇用要件の緩和など、制度を拡充したこと
・オフィス減税及び雇用促進税制はともに法人税から控除されるため、両制度の併用は過度な優
遇措置であること
※移転型の上乗せ分(30万円/人）は、東京一極集中を是正する観点から引き続き併用を可とした
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③施設整備計画の認定要件の適正化
P3
・本社機能の移転が経営合理化の面から実施されるが多いことを踏まえ、税制上の
優遇措置を受けるために必要な施設整備計画の従業者数に関する認定要件は、移
転先のみの増加数とすること
【現行の地方拠点強化税制の問題点】
・本社機能移転は、経営合理化の面から実施されることが多く、法人全体の従業者数の増加を要
件とすることは適切でない。
（現行の増加数の要件：大企業５人以上、中小企業２人以上）
＜地方拠点強化税制に関する平成30年度税制改正の主なもの＞
項

目

主な改正内容

整備計画の認定要件

移転・拡充先施設の従業者増加数：10人(中小5人)以上⇒5人(中小2人)以上

雇用促進税制の要件

雇用増加数：全事業所で5人(中小2人)以上 ⇒ 移転・拡充先施設で2人以上

支援対象施設

事務所、研究所、研修所

⇒ 工場内の研究開発施設を追加

支援対象外地域(移転型)

首都圏、中部圏、近畿圏

⇒ 中部圏、近畿圏を支援対象外地域から除外

(4) ＵＪＩターン・二地域居住の促進
①空き家活用の推進
【内閣府、農林水産省、国土交通省】P5～6
・空き家をリフォームして活用する際にも、耐震、バリアフリー改修時に認められ
ている固定資産税等の軽減措置を適用すること
＜固定資産税等の軽減措置の概要＞

27.1

・一定の耐震・バリアフリー改修を行った場合に、当該住宅
にかかる固定資産税額の1/2（長期優良住宅は2/3）に相当
する額を減額（適用は1～3年）
。

1000

25

18.4

800
600

200

利用可能（適用は1年間）
。

857

13.0

10

356

5

0

【本県の空き家数の推計】

20
15

540

400

・対象工事費の10%を所得税から税額控除する措置も併せて

30

0
2013

空き家数

2020

2030

空き家率

・UJIターンや二地域居住に当たり、遊休農地を活用し、農業体験民宿等を開設する
ために必要な農地の整備や、空き家の民宿改修を支援する制度を創設すること
【提案の背景】
・高齢化・人口減少が進む中山間地域においては、遊休農地や空き家の増加が問題となっている。
・ＵＪＩターンや二地域居住を希望する者の受け皿として、遊休農地を活用して体験農園や農業
体験民宿の整備を促進する制度が必要である。

②ＵＪＩターンを促す個人住民税の地域別課税制度の導入 【総務省、財務省】P3
・個人住民税の税率や課税方式について、全国一律ではなく、大都市ほど負担を重
く、農村部ほど軽くする地域別課税の制度の導入を検討すること
【提案の背景】
・平成16年度の個人住民税の見直しにより、人口に応じて税額が３段階あった市町村民税の均等
割の額が、人口50万人以上の市だけに適用されてきた3,000円に一本化された。
［個人住民税の均等割の見直し（H16）
］
H15まで
人口50万以上の市
3,000円
人口５万以上50万未満の市
2,500円
その他の市及び町村
2,000円

H16改正
3,000円
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③第二住民登録制度など関係人口を拡大する取組への支援
【総務省】P6
新・ＵＪＩターン、二地域居住を促進するため、本来の居住地とは別に住民として登
録する第二住民登録制度を創設するとともに、登録者に対して、住民税を分割で
きる制度を創設すること
(5) ふるさと就職の促進
【厚生労働省】P7
・勤務地を一定地域に限定する正社員の地方採用枠の設定など、柔軟な採用制度の
導入が普及するよう、経済団体への更なる働きかけや事業者への必要な支援を実
施すること
・地元企業に就職した若者を対象とする奨学金の返済支援について、返済制度を設
けた企業に対する支援スキームに見直すなど、制度を充実すること
【提案の背景】
・平成30年４月に厚生労働省から経済団体に対して、地域限定正社員制度の普及などを内容とす
る「多様な選考・採用機会の拡大に関する要請書」が提出された。
・無利子奨学金(地方創生枠)は、経済団体等に出捐を求める一方で、個別企業がメリットを享受
できる制度となっていない。
＜本県の「中小企業の奨学金返済負担軽減制度に対する補助」の概要＞
区 分
内 容
趣
旨
若年層の県内就職を促進し、中小企業の人材確保のため、若年従業員の奨学金の返
済負担軽減制度を設ける企業への補助を実施
補助対象
本社が県内にある中小企業
支援対象者
次の要件を全て満たす者
①社員、②日本学生支援機構の奨学金の返済義務がある
③当該企業就職後5年以内、④県内事業所に勤務、⑤30歳未満
支援期間
一人につき最大5年間（就職5年目であれば1年間）
補助額等
一人当たり年間返済額の1/3を補助（一人当たり補助上限年6万円）
H29実績
支援企業数60社、支援対象者数162名

(6) 若者、女性、ｼﾆｱ等多様な人材による創業・事業継承の促進【総務省、経済産業省】P11
・
「地域創造的起業補助金」の予算を増額確保すること
【国制度の問題点】
・若者、女性などの多様な人材による起業・創業支援策の国の予算額は減少傾向（H26:50.4億円
の内数→H30：6.3億円の内数）にあり、十分な支援ができない懸念がある。
＜国と本県の制度の概要＞
区分
国の取組
事業名

地域創造的起業補助金

対象経費

人件費、事務所開設費、備品費、広告宣伝費等
（補助事業期間内に１名以上の新規雇用が要件）

補 助
上限額

200万円
※外部資金調達の確約がない場合100万円

補助率
申請・採
択 件 数
備 考

本県の取組
若手・女性・ｼﾆｱ起業家支援事業
ふるさと起業・移転促進事業
事務所開設費、備品費、広告宣伝費等

100万円（若手・女性・ｼﾆｱ起業家支援事業）
200万円（ふるさと起業・移転促進事業）
※空き家を活用する場合別途100万円加算
1/2(H29年度から2/3→1/2に変更)
1/2
採択枠
申 請
採 択
採 択
（
）
内は本県
H27
70
215
73
H27
775（31）
の件数
H28
136（ 4）
H28
120
325
112
H29
109（ 4）
H29
130
319
102
※H30年度より若手起業家支援事業を新設
※H27年度までは補正予算措置あり
両制度の活用について、同一費目に対する重複利用は不可

- 5 -

(7) ＩＴ企業の進出支援
【経済産業省】P12
・ＩＴ企業の事業所の開設に当たり、一定期間、建物改修費、賃貸料、事務機器取
得費などを支援する助成制度を創設すること
【提案の背景】
・骨太の方針2018でも、第4次産業革命の技術革新により、これまでの地方の地理的制約等を解消
するとともに、地域が持つ魅力を最大減引き出し、自助の精神を持って取り組む地方を強力に
支援するとされており、その役割を担うIT企業の誘致を地方が行う場合への支援が必要である。

＜本県の「ＩＴ企業の進出支援」の概要＞
・ＩＴ関連の事業所を開設する事業者に対し以下のとおり助成
対象経費
賃借料（3年間）
通信回線使用料（3年間）
人件費（3年間）
建物改修費（1回）

補助率
1/2以内
定額

IT事業所
600千円/年

1,000千円/年人 2,000千円/年人 10,000千円/年人

1,500千円
1/2以内

事務機器取得費（1回）
助成総額（3年間）
助成総額（3年間）空き家加算有り

補助上限額
高度IT事業所 ITカリスマ誘致
900千円/年
600千円/年

（空き家活用が前提）

8,600千円

500千円
空き家加算有り +1,000千円
500千円
11,500千円
35,500千円
12,500千円
36,500千円

【谷上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】
・新神戸駅から一駅と
いう利点を生かし、
起業・創業を目指す
人が集う拠点「.me
（ﾄﾞｯﾄﾐｰ）
」を整備。
起業家の育成とｺﾐｭﾆ
ﾃｨ形成が進められて
いる。

２ 地方の創意が発揮できる地方創生推進交付金の運用等
【内閣府】
(1) 制度運用の抜本的な見直し
P13
・年度当初から実施しなければ効果が十分に得られない事業もあることから、追加
内示に当たっては、既に着手している事業についても対象とすること
・複数年度にわたる事業に活用できるよう、例えば、地方創生拠点整備交付金と同
様に、後年度事業分を基金造成することを認めること
・地方版総合戦略に位置付けられた事業であれば、改めて地域再生計画を作成しな
くても事業の認定が受けられるようなど手続きを簡素化すること
(2) 採択基準の明確化
P13
・
「先駆的な事業」の採択基準（自主性、官民協働、地域間連携、政策間連携の確保）
が曖昧で採択の可否が予見できないことから、採択基準の明確化、早期の段階で
の採択結果の提示、不採択理由の説明を徹底すること
・外部有識者による審査の対象となる事業については、申請団体が審査会で直接説
明できる機会を設けること
【国制度の問題点】
・申請事業の検討段階や交付決定後の執行段階において制約が多く使い勝手が悪い。
・対象分野や対象経費等の制約が多い。
・基金の造成や繰越が原則認められないことなど機動性がない。
・地方版総合戦略に位置付けた事業も改めて地域再生計画の事業認定を受けなければならない

- 6 -

(3) 交付金規模及び交付率の拡充
P13
・平成31年度当初予算では、１兆円を超える額を確保すること
・交付率（国1/2）を加速化交付金以前の水準（国10/10）に戻すか、実質的な地方
負担が生じないよう財政措置を講じること
＜本県のひょうご地域創生交付金の概要［H30県予算：事業費ベース40億円］＞
・少子高齢化の進展や本格的な人口減少の中にあっても、
政令・中核市
活力ある地域社会を実現するため、市町、地域団体等の
申請上限額 上記以外の市
取組を支援する新たな交付金を創設（国の交付金の申請
町
を優先した上で、国の交付金の対象外となる事業も対象）
※第一次分として、市町から申請があった地域独自の地方
創生に資する 171 事業（約 35 億）について交付決定

市町負担率

2.5億円
1.5億円
0.5億円

政令・中核市

2/3

上記以外

2/1

(4) ハード面で地域創生を推進するための交付金の充実等
P14
①地方創生拠点整備交付金の恒久化及び当初予算への計上
・平成29年度に補正予算で措置された地方創生拠点整備交付金を恒久的な制度とし、
当初予算に計上すること
②制度運用の見直し
・既存施設への新規設備の導入や既存設備の更新等も交付対象とするなど、使い勝
手の良い仕組みとすること
＜生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金の概要 H29国補正：600億円＞
区 分
内 容
申請上限額 １都道府県あたり 事業費30億円程度
負担割合 国1/2、都道府県1/2
ﾆｭｰｽﾊﾞﾙ放射光施設の理化学研究所と連携した建屋を含む入射器の整備のほか、農
本県活用例 業技術ｾﾝﾀｰや森林林業技術ｾﾝﾀｰへの研究拠点の整備等の機能強化に資する事業を
実施
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３ 交流基盤の整備
(1) 双眼型国土形成のための交通インフラ整備
【内閣府、国土交通省】P17
・国際競争力の強化につながる下記のインフラ整備については、東京圏に集中させ
るのではなく、多重性確保の観点からも地方に分散した整備を進めること
○関西都市圏及び日本海国土軸の高速道路網整備
○北陸新幹線の大阪までのフル規格での早期整備
○リニア中央新幹線の東京－大阪間の早期整備
(2) 関西都市圏のミッシングリンクの解消
【内閣府、国土交通省】P17
・大阪ベイエリアに集積する産業・物流拠点の連携強化による国際競争力の強化や、
国土のリダンダンシーの確保の観点から、関西都市圏の高速道路網のミッシング
リンクを解消すること
道 路 名
大阪湾岸道路西伸部
（六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ北～駒栄）
名神湾岸連絡線

播磨臨海地域道路

神戸西バイパス
中国横断自動車道姫路鳥取線
(播磨新宮IC～山崎JCT(仮称))
東播磨道(北工区)
東播丹波連絡道路
国道175号 西脇北バイパス
西脇市黒田庄町地区以北

要望内容
・早期整備に向けた国直轄道路事業の予算確保及び有料道路事業の積極的な活用
・「みなと神戸」にふさわしい景観の創出
・道路を活用した地域活性化に資する展望施設や休憩施設の整備
・速やかな都市計画・環境ｱｾｽ手続き着手に向けた詳細ルートや構造の検討促進
・早期の「計画段階評価完了」と「都市計画決定等に向けた検討促進」
（第２回近畿地方小委員会の早期開催）
・早期完成に向けた国と県の役割分担による高い規格での整備
（播但連絡道路から東側を国、西側を県で整備）
・早期完成に向けた有料道路事業の導入検討
・播但連絡道路接続部の早期整備に向けた検討
・有料道路事業による自動車専用道路部の早期完成
・専用道路部との同時供用に向けた一般道路部の着実な整備促進
・H32年度中の確実な供用
・事業推進のための予算確保
・早期供用に向けた事業促進
・早期事業着手に向けた調査促進

(3) 日本海国土軸のミッシングリンクの解消
【内閣府、国土交通省】P18
・山陰海岸ジオパークをはじめとする広域観光交流圏の形成による交流人口の拡
大、国土のリダンダンシーの確保の観点から、日本海国土軸の高速道路網のミッ
シングリンクを解消すること
道 路 名

要望内容

山陰近畿自動車道
浜坂道路Ⅱ期（居組IC～新温泉浜坂IC）

・事業推進のための予算確保

佐津IC～城崎温泉IC～県境

・北近畿豊岡自動車道との接続を含めたルート・構造の検討に対する
調査推進と技術的支援
・城崎温泉IC～県境については、直轄権限代行による事業化

北近畿豊岡自動車道
日高豊岡南道路（日高神鍋高原IC～豊岡南IC）

・早期供用に向けた事業促進

豊岡道路（豊岡南IC～豊岡IC）

・５年程度での供用に向けた事業促進

豊岡IC～豊岡北IC

・早期事業着手

豊岡北IC～城崎温泉IC

・山陰近畿自動車道との接続を含めた直轄による調査着手
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(4) 有料道路制度における建設債務の償還期限の延長
【国土交通省】P21
・有料道路制度を有効に活用するため、2050年9月30日までとされている建設債務の
償還期限を延長すること
【現行制度の問題点】
・有料道路制度は、必要な道路を早期に整備する上で有効な制度であるが、道路公団の民営化時
に建設債務の償還期限は2050年9月30日までとされており、今後、新設又は改築を行う高速道路
（想定箇所：名神湾岸連絡線、播磨臨海地域道路）では建設債務を償還する期限が短くなり、
制度を十分に活用できない。

(5) 国直轄事業で整備する特に重要な路線に対する地方財政措置の拡充【国土交通省、総務省】P21
新・大阪湾岸道路西伸部など、高規格幹線道路と同等の機能を発揮する重要な路線の
うち、国直轄事業で整備する路線の地方負担について、地方財政(交付税)措置を
直轄高規格幹線道路並に拡充(現行20％→45%)すること
＜高規格幹線道路及び地域高規格道路の概要＞
区 分
概 要
県内の事業中路線
高規格幹線道路 国土の骨格となる基幹的な高 北近畿豊岡自動車道、
(昭和62年～)
速陸上交通網を形成する道路 中国横断自動車道姫路鳥取線
(全国で約14,000km)
地域高規格道路 高規格幹線道路網を補完し、地 大阪湾岸道路西伸部、神戸西バイパス、
(平成６年～)
域相互の交流促進等の役割を 山陰近畿自動車道(浜坂道路Ⅱ期)、東播磨道(北工区)、
担う道路
東播丹波連絡道路(国道175号 西脇北バイパス)
※ 太字：国直轄事業または合併施行方式(国直轄事業＋有料道路事業)
【参考:高規格幹線道路と大阪湾岸道路西伸部】
・現行の高規格幹線道路網計画(昭和 62 年策定)は、全国約 14,000km で構成。
・うち､三大都市圏で高規格幹線道路がﾈｯﾄﾜｰｸしていないのは､名神高速道路の端末部のみ。
・大阪湾岸道路西伸部（平成６年に地域高規格道路に指定）は、高規格幹線道路である名神高速
道路と神戸淡路鳴門自動車道をﾈｯﾄﾜｰｸし、一体となって機能を発揮する重要な路線。
・本来、高規格幹線道路とすべき路線であるため、直轄高規格幹線道路並の地方財政措置が必要。

- 9 -

佐津ＩＣ～城崎温泉ＩＣ～県境

＜整備効果＞

浜坂道路Ⅱ期

北近畿豊岡自動車道
《 凡 例》
山陰近畿自動車道

178

山陰近畿自動車道

①観光入込客数の拡大など、地域経済
供用中
の更なる活性化
②ズワイガニをはじめとする日本海の
事業中
海産物の大阪への輸送時間短縮
計画中
③救急医療機関への速達性確保など、
救急医療サービスの向上

豊岡北ＩＣ～城崎温泉ＩＣ
豊岡ＩＣ～豊岡北ＩＣ
482

豊岡道路
426

日高豊岡南道路

9

中国横断自動車道姫路鳥取線
①SPring-８を核とした研究施設や
高度医療施設が集積する播磨科学
公園都市の発展
②近畿・中国地方における大規模
災害時のリダンダンシー確保

373

東播丹波連絡道路
①播磨地域と丹波地域の連携強化、中国自
動車道、北近畿豊岡自動車道、東播磨道
と一体となった広域交流の促進

429

播
但
連
絡
道
路

29

中
国
姫横
路断
鳥自
取動
線車
道

＜整備効果＞

北近
畿豊
岡自
動車
道

＜整備効果＞

中国

自動
車

東
播
丹
波
連
絡
道
路

312

道

舞
鶴
若
狭
自
動
車
道

427

播磨科学
公園都市

372

173

176

山陽
自動
車道

179

播磨

新名神高速道路

175

東播磨道

2

250

428

171

臨海

地域

＜整備効果＞

道路

477

国
道
２号
バ
イパ

播磨臨海地域道路
神戸西バイパス

神戸西バイパス

線
神戸
高速
阪神

名神高速道路

阪神高速湾岸線

ス

2
43

名神湾岸連絡線
大阪湾岸道路西伸部

①国道２号バイパス、第二神明道路などの渋滞緩和
②災害時のリダンダンシー確保
③播磨臨海地域・神戸西部地域の生活環境の改善等

＜整備効果＞

東播磨道
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道

凡例
供用中

28

①地域間の連携・交流を促進し、産業・
経済の活性化や医療連携を強化

＜整備効果＞

大阪湾岸道路西伸部
名神湾岸連絡線
①全国ワースト１位の阪神高速神戸線の渋滞
緩和、国道43号の沿道環境の改善
②災害時のリダンダンシー確保
③次世代産業の生産・研究開発拠点と国際
コンテナ戦略港湾阪神港の物流や関西３
空港との連携強化

事業中
計画中
※ ＩＣ名は仮称を含む
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(6) 関西３空港一体運用の効果を高める施策の推進

【国土交通省】

関西３空港がそれぞれの潜在能力を最大限発揮し、一層の活用がされるよう下記
の措置を講じること
①伊丹空港の運用制限の緩和
P22
新・全ての国際チャーター便の運航を認めること
・国内長距離便枠（１日35.5回）を更に拡大すること
②神戸空港の運用制限の緩和
新・全ての国際チャーター便の運航を認めること
・発着枠（１日60回)を更に拡大すること
・運用時間（7時～22時）を拡大すること

P23

【提案の背景】
・関西３空港の発着回数は、伊丹及び神戸が合意された上限に達するとともに、関空も上限値に
近づきつつある中、インバウンド等による拡大する航空需要を取り込み、関西経済を発展させ
ていくためには、各空港のポテンシャルを十分発揮するための規制の見直しが必要である。
＜関西３空港の発着回数の上限等＞
伊丹：370回/日、神戸：60回/日、関空：23万回/年→H29年度実績：18.8万回
＜国際チャーター便の種類＞
・伊丹空港、神戸空港は、チャーター便数の99%を占める包括旅行チャーターや、アフィニティチ
ャーターの運航が認められていない。
種類

包括旅行チャーター

概要

旅行会社がツアーのため、航空機を貸し切る形態

割合(H29)

99.3％

アフィニティチャーター 旅行会社以外の団体・法人等が、その構成員のために航空機を貸し切る形態

0.3％

オウンユースチャーター 法人や個人が自らの利用のために料金を全額負担し、航空機を貸し切る形態

0.4％

(7) コウノトリ但馬空港の利活用促進
【内閣府、国土交通省】P24
新・羽田発着枠に関する政策コンテストを継続するとともに、プロペラ機に特化した
枠を創設するなど、更なる拡充を図ること
新・プロペラ機枠の創設を前提に、航空会社へ但馬－羽田直行便の運航に向けた働き
かけを行うこと
【提案の背景】
・国の総合交通分析システム（NITAS）を用いた本県の分析では、但馬地域は本州134生活圏のう
ち、東京都庁から地方都市役場までの時間距離が最も遠い18地域の一つである。
・但馬地域の活性化のためには但馬－羽田の航空路線が不可欠であるが、発着枠は一杯の状況が
続いており、小型機しか就航できない但馬空港は、路線開設の可能性は政策枠しかない。
＜羽田発着枠政策コンテストの概要＞
区 分
内 容
選定空港 山形（H31.3まで）
、鳥取（H32.3まで）
、石見（H32.3まで）
期間延長 ・H26夏ダイヤからH27冬ダイヤまでの2年間の取組とされていたが、有識者懇談会
（H27.12）の評価を踏まえて延長(H28年夏ダイヤから山形3年、鳥取、石見2年)
・H29冬ダイヤで枠使用が終わる鳥取・石見について、取組効果の検証がH29.9に実
施され、H30夏ダイヤから2年間再延長決定(H29.10)
＜新型プロペラ機ATR42-600の運航開始＞
・SAAB340Bに替わり、静粛性、居住性に優れる新型機ATR42-600
が就航
・座席数36席→48席、通路幅の拡大、室内騒音レベルの低減等。
【ATR42-600】

- 11 -

Ⅱ 安心できる社会づくり
１ 子育て環境の充実
［平成29年出生数42,198人（前年比1,934人減）
］
・出生率が上がっても、母親となる年齢層の女性の減少により、出生数は減少
・働く女性の増加に対応し、仕事と出産・育児が普通に両立できる環境の整備が必要
合計特殊出生率
出生数
20代・30代女性数

2004年
1.24
49,789
772,848

2017年
対2004年比
1.47 ＋0.23ﾎﾟｲﾝﾄ
42,198
84.8%
586,957
75.9%

［本県の保育所等定員及び待機児童数の状況］
・平成 29 年度は保育所等定員を 4,096 人拡大したが、女性の就労意識の高まりにより、
待機児童数が前年比 437 人増の 2,009 人（暫定値）となった。
時点
入所希望者数 A
確保数 B
拡充数（年間）
待機児童数 A-B

H29 .4 .1
105,685
101,658 ⇒

H30 .4.1
108,793
105,754 ⇒

+4,096
1,572

H3 1 .4.1
―
110,754

＋5,000
2,0 09

―

※待機児童に計上しない私的理由待機等が
あるため、待機児童数は申込者と定員の差
とは一致しない
※H30.4.1 の待機児童数は暫定値

(1) 地方の実情に応じた保育所等の設置基準の見直し
【厚生労働省】P29
①設置基準の弾力的な設定
・保育所の乳児室・ほふく室・保育室・園庭の面積や家庭的保育事業の保育室の面
積等の設置基準を、地方自治体が地域の実情に応じて弾力的に設定できるよう見
直すこと
②給食の外部搬入規制の緩和
・０～２歳児で認められていない民間保育所での給食の外部搬入規制を地方の実情
に合わせて緩和すること
＜保育所の設置基準（全国一律）＞ ※は満２歳未満児の受入に必要な施設
・保育室（1.98㎡/以上）又は遊戯室
・乳児室※（1.65㎡/人以上）又はほふく室※（3.3㎡/人以上）
・便所、調理室、医務室※、屋外遊技場（満２歳以上児）
＜給食の外部搬入＞
・保育所及び認定こども園は、調理室の設置が必要
※公立保育所については、構造改革特区で認定されれば外部搬入可能
（兵庫県では市川町安心安全給食特区で実施）
※家庭的保育事業については平成30年度４月から外部搬入が可能

(2) 認定こども園に関する基準の弾力的な設定【内閣府、文部科学省、厚生労働省】P30
・保育教諭等の人員配置基準など、認定こども園の運営や設備に関する基準につい
て、地方自治体が地方の実情に応じて弾力的に設定できるよう見直すとともに、
必要となる財源を確保すること
【現行基準による支障の例】
・待機児童が増えるなか、幼稚園と認定こども園の配置基準が異なっており、
（例：３歳児だと、
幼稚園は児童35人に１人、認定こども園は児童20人に１人の保育教諭の配置が必要）認定こど
も園への移行を進めたくても、保育教諭等の確保が困難なため移行できない園等もある
＜認定こども園の配置基準＞
区

分

保育教諭1人当たり児童数

0歳児

1～2歳児

3歳児

4～5歳児

3人

6人

20人

30人
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※幼稚園は 1 学級（35 人）
ごとに少なくとも専任の
教諭１人必要

(3) 保育士の処遇改善
【内閣府、文部科学省、厚生労働省】P30
・保育士配置基準の更なる改善とこれに伴う財政措置を充実すること
・保育士の給与水準の向上につながるよう公定価格の引き上げを行うこと
【現行の配置基準による支障の例】
・必要保育士数は計算上、四捨五入で算出されるため、例えば、４～５歳児の場合、計算上は44
人まで1人(44/30≒1.47)となり、小学生（児童40人に教員1人）より負担が大きくなる。
＜保育士の配置基準＞
区 分
0歳児
1～2歳児
3歳児
4～5歳児 [参考]小学生
保育士1人当たり児童数
3人
6人
20人
30人
40人
※ ３歳児の場合、予算の加配措置により、15人に1人の配置が可能

＜本県の保育士の有効求人倍率（各年度11月時点 ※H29年度の数値のみ１月時点）＞
H26：1.26 倍 H27：1.46 倍 H28：2.01 倍 H29:2.81 倍

(4) 放課後児童対策の充実
【内閣府、文部科学省】P31
①放課後児童クラブの整備促進
・
「ニッポン一億総活躍プラン」及び「骨太の方針2018」で示された放課後児童クラ
ブの受け皿拡大（2015～2018年度＋30万人、2019年～2023年度＋30万人）を着実
に推進すること
＜経済財政運営と改革の基本方針2018 抜粋＞
・女性の就業率の上昇を踏まえ、2023年度末までに放課後児童クラブの約30万人分の更なる受け
皿拡大を図ることなどを内容とする新たなプランを今夏に策定する

②運営費の国負担割合の引上げ
・
「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」の国負担割合を引上げること
（現行国1/3→1/2へ）
③長時間開所加算（平日分）の対象拡大
・放課後児童クラブの長時間開所加算（平日分）の対象を拡大すること
（
「1日６時間を超え、かつ18時を超えた時間」から「1日５時間を超えた時間」へ）
【現行基準の課題】
・長時間開所加算の要件が厳しく、本県の5.7%(73/1,275箇所)のクラブしか活用できていない
8時

13時

現行

小学校授業

基本分(6h)

提案

小学校授業

基本分(5h)

18時 19時

この１時間が問題

延長分

・提案が実現すれば、５時間以上開設して
いるクラブが約９割あるため、開所時間
を延長するインセンティブとなる

延長分
加算対象

＜本県の放課後児童クラブ開所時間延長支援事業＞
［補助要件］
・新たに19時30分以降まで延長し、国の長時間開所加算（平日）を受けていること
・放課後児童クラブ支援員等に延長加算手当等を支給していること
［補助基準額］ 90千円（県1/2、市町1/2）

④全ての小規模クラブの補助対象化
・10人未満の小規模クラブについて、都市近郊の農村地域やｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ等でも、山
間地や漁業集落、へき地、離島で実施する場合と同様に、補助対象とすること
＜本県の例＞
・へき地等でない地域において、農村地域等で隣接校区のクラブと距離が離れていたり、確保施
設が狭小等の理由で小規模クラブを設置している場合がある。
（H29年度 53件）
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⑤放課後児童支援員等の処遇改善
・不足している放課後児童支援員等を確保するため、更なる処遇改善を図ること
【提案の背景】
・平成 30 年度放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業では、経験年数等により、１人当
たり年額 12.5 万円～37.7 万円を補助しているが、放課後児童クラブの拡充のためには、更な
る処遇改善が必要である。

(5) 幼児教育・保育の無償化の実現【内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省】P32
①幼児教育無償化の確実な実現
・幼児教育無償化について、消費税率引上げとあわせて、2019年10月から全面的に
無償化措置を全額国庫で実施すること
・制度設計に当たっては、事業者、県・市町、関係者等の意見を十分踏まえること
②０～２歳児保育の完全無償化の実現
・０歳～２歳児は、当面、非課税世帯を対象に無償化するとされているが、所得制
限の一層の緩和など、全ての子どもの無償化を全額国庫で実現すること
＜経済財政運営と改革の基本方針 2018 抜粋＞※2019 年 10 月から全面的に無償化措置を目指す
0～２歳

住民税非課税世帯を対象として無償化

幼稚園、保育所、
全ての子どもたちを無償化
認定こども園
３～５歳

上記以外の認可
外保育施設

保育の必要性があると認定された子ども
を対象に無償化（認可保育所における月
額保育料の全国平均額が上限）

＜本県の「多子世帯の保育料軽減措置」の概要＞
区分

第２子

年収

第３子以降

640万円相当未満

県 補 ３歳児以上 3,500円→4,500円

4,500円→5,500円

5,000円→6,000円

6,000円→7,000円

助
額 ３歳児未満

国

年収
保護者負担

360万円相当未満
１／２負担

無償

(6) 高校生に対する修学支援制度の充実
①高等学校等就学支援金等制度等の拡充
【文部科学省】P33
・私立高校生への授業料負担の軽減措置である高等学校等就学支援金について、
2020年度までに年収590万円未満世帯を対象とした無償化を全額国庫で確実に実
施すること
397,000円
379,000円

18,000円

＜国の就学支援金及び授業料軽減補助＞

51,400円
82,000円

13,000円
13,000円

2020～：国が全額負担

131,800円

297,000円
（ 2. 5倍 加 算 ）

82,000円
2019： 県加算

33,000円

237,600円
（２倍加算）

33,000円

2018： 県加算拡充分

21,000円

2017： 県加算拡充分

178,200円
( 1.5 倍 加 算 )

国就 学支援金

118,800円
(基礎額)

生保世帯

0

250

350

590
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年収（万円）

910

②給付型奨学金制度の充実
【文部科学省】P35
・授業料以外の教育費の負担を軽減する高校生等奨学給付金について、他の教育予
算を削減することなく、年収要件を拡充するとともに、全額国庫負担とすること
＜高校生等奨学給付金の概要＞
［補 助 率］ 国庫1/3
［補助対象］ 教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費等
［年収要件］ 生活保護受給世帯、非課税世帯

(7) 低所得世帯に対する高等教育の負担軽減策の充実
【文部科学省】P36
新・国公私立大学等の無償化及び、必要な生活費等を支援する給付型奨学金について、
全額国庫で確実に実施すること
新・給付型奨学金の対象経費のうち、実験実習費など授業料以外の学校納付金につい
ては、修学に必要な経費であることから、国公立大学生も支援対象とすること
＜高等教育の無償化の概要＞
[①授業料等の免除]
対 象：住民税非課税世帯
免除額：国立大学：授業料（53.6万円）
公立大学：国立大学の授業料を上限
私立大学：国立大学の授業料+（私立大学の平均授業料－国立大学の授業料）×1/2を
上限
入学金：国立大学：免除
公立大学：国立大学の入学金を上限
私立大学：私立大学の入学金の平均額を上限
[②給付型奨学金]
対

象：住民税非課税世帯

対象経費：①修学費、②課外活動費、③通学費、④食費（自宅外生に限って自宅生分を超える
額を措置）
、⑤住居・光熱費（自宅外生に限る）
、⑥保健衛生費、⑦通信費を含むそ
の他日常費、⑧授業料以外の学校納付金（私立大学生に限る）
、⑨受験料
※支援の谷間が生じないよう、授業料免除及び給付型奨学金について、年収300万円未満は2/3
の額、年収300万円から380万円未満の世帯は1/3の額を支援する
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２ 医療・介護等の充実
［介護需要の増大］
・2025 年には団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者に
・介護サービス利用者の増（＋4 万 9 千人）に対応するため利用定員を拡大が急務
［2025年までの本県の高齢者人口の推移］
区

分

65歳以上人口
65～74歳
75歳以上
介護ｻｰﾋﾞｽ利用者（要介護1～5）
介護ｻｰﾋﾞｽ利用定員

2017年
2025年
実績
見込
1,516千人 1,600千人
782千人
633千人
734千人
967千人
193千人
240千人
199千人
248千人

差引
＋ 84千人
▲ 149千人
＋ 233千人
＋ 47千人
＋ 49千人

［介護サービス利用定員49千人の内訳］
介護サービス内容

在宅

施設

訪問介護・通所介護等
看護/小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型ｻｰﾋﾞｽ
認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
特定施設（サ高住等）
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設等
計

利用定員（人）
2017年
2025年
124,000 148,800
6,600
9,600
900
6,000
6,800
9,400
18,000
22,900
26,000
32,000
16,700
19,300
199,000 248,000

差引
24,800
3,000
5,100
2,600
4,900
6,000
2,600
49,000

【在宅介護サービスの充実】
24 時間対応の「定期巡回・随時対応
サービス」参入事業者は
1,685 介護サービス事業所中
46 事業所（2.7％）
［H29］
《目標》2020 年度：150 事業所
2025 年度：300 事業所
《H30 の取組》
①介護支援専門員への普及啓発
②利用者への普及・利用促進
③事業者の参入促進（人件費助成）
④整備費の上乗せ等

(1) 介護基盤整備の推進
【厚生労働省】
①地域密着型特別養護老人ホームに併設するショートステイの補助対象化
P39
・地域密着型特別養護老人ホームに併設するショートステイを地域医療介護総合確
保基金事業の補助対象とすること
【提案の背景】
・定員が30人未満である地域密着型特別養護老人ホームは人件費の割合が高いことなどから収益
性が低く、ショートステイを併設する事業者が多い（本県 約７割、近畿府県平均 約６割）
・併設するショートについては補助対象外となっており、地域密着型特別養護老人ホームの整備
が進まない要因の一つとなっている。
＜全国の特別養護老人ホームの経営状況（H28） 出典：
（独法）福祉医療機構＞
赤字施設の割合：32.8％（定員29人以下の施設は41.9％）

②サービス付き高齢者向け住宅に対する財政支援の拡充
P39
・サービス付き高齢者向け住宅において介護サービスの対応が可能となるよう、特
定施設入居者生活介護の指定を受ける際に必要となる設備（特殊浴室、介護室等）
の整備を補助対象化すること
【提案の背景】
・サービス付き高齢者向け住宅が特定施設入居者生活介護の指定を受けると、要介護が進行して介
護サービスが必要となった場合の対応が可能となるほか、特養待機者の受け皿となり得ることか
ら、特養と同様に補助対象とすべきである。
＜特養とサ高住（特定）の設備基準の比較＞
特定養護老人ホーム
居室、共同生活室、食堂、
浴室、特浴室、
洗面設備、便所、汚物処理室
調理設備、面談室、洗濯室
静養室
機能訓練室
医務室 ←[特養のみの設置基準]

サービス付き高齢者向け住宅
サ高住としての必要な 特定施設の指定を受けるた
設備（国庫補助対象）
めに必要な設備（※）
居室、居間、食堂、
浴室、
（特浴室）
洗面所、便所、
調理設備、
（一時介護室）←[静養室
（機能訓練室） と同等]
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※本県のサービス付き高齢者向け
住宅の整備状況
・登録戸数 12,619戸（H30年3月末）
・入居者の状況 要支援以上95％
要介護３以上33％
平均年齢85.7歳
・特定施設入居者生活介護の指定住戸
は全体の10％

③定期巡回・随時対応サービスへの参入促進
P40
ア 事業者の参入を促進するための報酬の引上げ
・定期巡回・随時対応サービスの介護分・看護分双方の報酬について、事業者の参
入が促進される水準へなるようさらに引上げること
イ 訪問看護サービスとの報酬単価差の改善
・看護分の報酬の引上げに際しては、一般の訪問看護サービスとの報酬単価差を解
消あるいは縮小すること
＜H30年度介護報酬改定の概要＞
・定期巡回の訪問看護サービスは基本報酬と同様に平均0.14％増額改定されたが、一般の訪問看護
サービスは平均0.38％増額改定となり、格差が拡大
＜介護報酬比較（30分以上1時間未満の場合）＞
・訪問看護の訪問回数が4回以上(要介護5は5回以上)になると「定期巡回の訪問看護」の介護報酬が
「単独の訪問看護」の介護報酬を下回る
＜要介護１～４＞
訪問
定期巡回の
訪問看護
回数
３
４
５
６

29,350

一般の
訪問看護
24,480

差額
4,870

＜要介護５＞
訪問
定期巡回の
回数
訪問看護
３

32,640

△ 3,290

４

40,800

△11,450

５

48,960

△19,610

６

37,350

一般の
訪問看護
24,480

差額
12,870

32,640

4,710

40,800

△ 3,450

48,960

△11,610

＜本県の参入促進策の概要＞
［参入事業者（月利用者数20人以下）に対する人件費等助成の実施］
対象軽費：補助基準額：25万円／月（人件費1人分）
加算額：運営経費が過大になる利用者数5～9人の場合に10万円～2万円／月加算
※但し、補助基準額と加算額を合わせて1施設･1か月当たり収支黒字額が25万円を超えない範囲
[定期巡回サービス事業所整備等への支援（H30新規）]
・事業所開設における整備費又は事務所賃料の事業所負担の一部を支援
区
分
整備費補助
賃料補助（3年間）
補助上限額 総額3,780千円(7,560千円を超える整備費)
3,780千円
負担割合
県1/3、市町1/3、事業者1/3
県1/3、市町1/3、事業者1/3

④介護人材の確保・定着に向けた処遇の改善
P41
・他産業との給与水準の格差縮小に向けた処遇改善加算制度の拡充など、介護職員
の確保・定着に向けた処遇改善に継続して取り組むこと
＜介護職員の給与等の状況（一般労働者、男女計）出典：厚生労働省＞
平均年数 勤続年数
全産業
対人サービス業
看護師
介護職員

41.4
40.0
39.0
41.1

10.4
7.9
8.0
6.3

賞与込給与
（千円）
363.0
272.4
400.7
267.3
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介護職員は、他の産業と比べて、勤続年
数は短く、賞与込み給与も低い状況とな
っている。

(2) 医師の地域偏在を是正する仕組みの構築
【文部科学省、厚生労働省】P44
・
「地域枠」など医学部入学定員増員に関する緊急臨時的措置は平成31年度までとさ
れているが、現在、「地域枠」で養成した医師は23人しかおらず、医師の地域偏
在を解消できていないため、当該措置を恒久化すること
＜人口 10 万当たり医師数（兵庫県内地域別：H28.12）＞
350
300

・本県の人口10万当たりの医師数は253.2人で、
全国平均251.7人を上回っているが、地域別に
みると神戸と阪神南以外の８地域では平均を
下回っている。
・人口当たりの医師数では、地域によって２倍
の開きがあり、へき地における医師不足の解
消や地域の医療体制確保を図る必要がある。
※全国平均を下回っている地域を全国平均並
み（人口10万人当たり251.7人）にするため
には、1,291人の医師が必要となる

全国平均251.7人

250
200
150
100
50
0

(3) 国を保険者とする各種医療保険制度の一本化等
【厚生労働省】
①医療保険制度の一本化
P47
・分立している医療保険制度を一本化し、制度設計と財源確保の責任、権限を有す
る国を保険者とすること
＜分立する医療保険制度＞
区分

加入者

75 歳 未 満の
市町村
職 域 保 険に
国保
属さない人
中 小 企 業の
協会
従 業 員 とそ
けんぽ
の被扶養者
大 企 業 の従
健保
業 員 と その
組合
被扶養者
公 務 員 など
共済
と そ の 被扶
組合
養者

加入者数
（万人）

加入者一人当たり
平均年齢
(歳)

平均所得
(万円)①

平均保険料
(万円)②

負担率(%)
②/①

公費負担

3,182

51.9

84

8.4

10.0

3,716

36.9

145

10.9

7.6

給付費等の16.4%

2,914

34.6

211

12.2

5.8

後期高齢者支援金等
の負担が重い保険者
等へ補助

877

33.1

235

14.0

5.9

給付費等の50%

※加入者の年齢構成、医療費水準、所得水準が制度間で異なることから、保険料負担に差がある

②国民健康保険の都道府県単位化への対応
ア 持続可能な運営を確保するための役割分担の検討
P47
・将来的な役割分担の検討に当たっては、新制度施行後の実施状況を十分検証した
上で、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、国、都道府県、市町
村が果たすべき役割を明確にすることを基本に検討すること
イ 公費拡充分の確実な実施と財政基盤確立のための財政措置
P48
・毎年3,400億円の公費拡充を確実に実施するとともに、将来の医療費の増加に対応
できる財政基盤の確立を図るための財政措置を講じること
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ウ 激変緩和措置に必要な財源の確保
P48
・被保険者の保険料負担が急激に上昇することのないよう、激変緩和措置に必要な
財源を全額国費で十分確保すること
＜国の3,400億円の財政支援の概要＞
都道府県は、毎年3,400億円の公費拡充を前提条件として国保改革に合意
○H27から実施（毎年約1,700億円）
・低所得者対策の強化
○H30から実施（毎年約1,700億円） ※H27分に加えて実施⇒合わせて3,400億円
・財政調整機能の強化（財政調整交付金の実質的増額）※うち激変緩和用の財源（暫定措置）：300億円（H30）
・自治体の責めによらない要因による医療費増・負担への対応
・保険者努力支援制度（医療費の適正化に向けた取組等に対する支援）
・財政リスクの分散・軽減方策（財政安定化基金の創設・高額医療費への対応等）等
※激変緩和措置の財源について、国による31年度以降の支援規模や年限が明らかでない

エ 保険料の県内統一化に向けた取組への支援
新・将来的な保険料水準の統一を目指し、医療費水準や収納率の市町間格差の改善を
図るため、県が市町にインセンティブを付与するための以下の支援策に対し、財
政措置を講じること
○がん検診・歯科健診の受診率向上等による保健事業水準の平準化等への支援策
○口座振替制度の推進等による収納率向上支援策
新・市町毎に異なる給付水準の平準化を図るため、海外療養費やコルセット等の補装
具の給付に係る基準を明示すること
(4) 医療費の自己負担に対する国費助成制度の創設
【厚生労働省】P49
①国による助成制度の創設
・全ての都道府県が単独で実施している障害者（児）
、乳幼児、ひとり親家庭、高齢
者等の医療費の自己負担に対する助成制度を国において早期に制度化すること
②国民健康保険の国庫負担金減額調整措置の廃止
・医療費の自己負担に対する助成制度が医療費増大の一因と捉え実施している、国
民健康保険の国庫負担金の減額調整措置を廃止すること
【提案の背景】
・障害者(児）
、乳幼児、ひとり親家庭、高齢者等の医療費の公費負担制度は、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとして必
要であるにもかかわらず、地方が単独で実施しているため、サービス水準に格差が生じている。
・H30年度から未就学児に対する助成への国庫負担金減額調整措置が見直されたが、未就学児以外
の者についても減額調整措置を廃止するべきである。
＜本県の減額額＞
平成28年度 約22億5千万円（未就学児に対する減額分を除く。
）

(5) 医療行為により免疫を失った者に対する再接種の制度化
【厚生労働省】P53
新・20歳未満（定期接種の対象者）の者が、定期接種を受けた後に、白血病や悪性リ
ンパ腫等のがん、再生不良性貧血等の疾患の治療等において造血細胞移植や免疫
抑制治療などの医療行為により免疫を失った場合の再接種について、予防接種法
に基づく救済措置の対象とすること
【提案の背景】
・定期接種を受けた後に医療行為により免疫を失った場合、感染症のまん延防止と個人の感染予
防の観点から再接種が必要であるが、予防接種法に再接種に関する規定がないため、全額自費
負担となっている。
・本県におけるH28の造血細胞移植対象者数236名（日本造血細胞移植データセンター）のうち対
象者は約42名（H27国勢調査における19歳以下の人口の割合を乗じて算出）となる。
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３ ユニバーサル社会実現に向けた施策の推進
(1) 駅舎のバリアフリー化の推進
【国土交通省】P56
・１日当たりの乗降客数が３千人以上の駅舎のバリアフリー化の予算を確保すること
新・バリアフリールートの最短化・複数化の要件の明確化及び予算を確保すること
【現行制度の問題点】
・本年３月30日付けでバリアフリー法に基づく省令が改正され、10月から駅などにおける移動等
円滑化経路（バリアフリールート）の最短化・複数化が義務づけられたが、最短ルートの具体
的な捉え方などが現時点では不明である。
＜本県の駅舎のバリアフリー化の状況（県内の１日当たりの乗降客数が３千人以上）＞
［2019年度以降の整備・導入予定］
・ＪＲ福崎駅、阪急花隈駅、阪急園田駅、阪神西元町駅、山電大塩駅、神鉄長田駅、他８駅

(2) 駅ホームからの転落防止対策の推進
【国土交通省】P56
・国、鉄道事業者及び地方公共団体が一体となってホームドアの設置を促進するた
めの予算を確保すること
・車両の扉位置が異なる駅でも設置が可能な新たなタイプのホームドアの技術開発
を推進すること
・視覚障害者への声かけなどの総合的な転落防止対策を早急に実施すること
＜2019年度以降の兵庫県内のホームドア整備予定駅＞
・ＪＲ三ノ宮駅、ＪＲ明石駅、ＪＲ西明石駅、阪急神戸三宮駅、他３駅
＜本県の「視覚障害者の転落事故防止対策（ソフト対策）
」の概要＞
・転落死亡事故を受け、県による広報のほか、市町、鉄道事業者へ
啓発・広報等を要請
・みんなの声かけ運動(※)の関係者・団体等に駅ホームでの声かけや
【JR 六甲道駅ホームドア】
誘導の実施を依頼 等
※困っている障害者や高齢者等に助け合いの声かけを行う県民運動(推進員約4,752名、団体168箇所)

(3) 国際義肢装具協会（ISPO）世界大会2019の日本（神戸）開催への支援
【厚生労働省、経済産業省、スポーツ庁】P63
・国際義肢装具協会（ISPO）世界大会2019の開催に向けて、地方公共団体や関係団
体が行う関連イベントや広報活動など、本大会の機運醸成の取組を支援すること
＜「国際義肢装具協会（ISPO）世界大会2019」の概要＞
・世界的な義肢装具サービスの向上と教育の普及・標準化を目指すことを目的として隔年で開催
・1989年日本で初めて神戸で開催され、30年ぶりに再び神戸で開催
[開催時期] 2019年10月４日（金）～８日（火）
[開催場所] 神戸コンベンションセンター、神戸ポートピアホテル
[参加予定任数] 70カ国5,000人（海外3,000人、国内2,000人）
※義肢装具・リハビリ工学における日本の技術力を世界に発信する絶好の機会であり、本大会の
機運醸成及び成功に向け、地元自治体の併催イベントへの国による協力・支援が必要
＜国際義肢装具協会(ISPO)世界大会2019兵庫・神戸特別企画推進委員会＞
・設立趣旨

国際義肢装具協会(ISPO)世界大会2019の実施を地元自治体等として支援

・構成団体

兵庫県、県立福祉のまちづくり研究所、神戸市

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 厚生労働省、経済産業省、スポーツ庁
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Ⅲ 次代を担う人づくり
１ 教職員の加配定数の改善
【財務省、文部科学省】P77
(1) 加配定数の一層の充実
・児童生徒数や学級規模だけでなく、いじめ･不登校、教育格差に関する支援等の
特別な事情を加配定数に適切に反映させ、より一層の充実を図ること
・高等学校においても生徒指導体制の充実及び、特別な支援を要する生徒の増加に
対応する加配定数についてより一層の充実を図ること
(2) 個別事情に応じた加配定数の維持
・いじめ問題など個別事情に応じて政策的に措置すべき加配定数については、児童
生徒数の減少に連動して一律に削減されないよう基礎定数化は行わないこと
＜加配定数の増加＞ 全国1,210人（うち兵庫32人）
＜本県の「児童生徒支援加配」の効果の例＞
・県内のある小学校で加配教員を配置し、不登校児童のための連携体制を整備
・１日平均７件程度の家庭訪問を続けることができ、平成28年度には前年度と比較して、長期欠
席者35名から23名、不登校児童も19名から12名と減少

２ 教員の負担軽減策の充実
(1) 教職員の働き方改革の着実な推進
【文部科学省】P83
新・スクール・サポート・スタッフの配置について高等学校及び特別支援学校を含め
すべての公立学校に配置できるよう、より一層の充実を図ること
＜スクール・サポート・スタッフの概要（国補助率 1/3）＞
［業務内容］
・授業準備（学習プリント印刷、配布物印刷・学級ごとに仕分等）
・外部対応（欠席連絡、電話取次、来訪者取次等）
・会議準備（資料印刷・セッティング） 等
［本県の状況（H30）
］市町立：全市町へ各１名配置（計 40 名）
、県立：６校へ各１名配置(計６名)

(2) 部活動指導員の配置に対する支援制度の充実
【文部科学省】P81
・部活動指導員の配置に対する補助事業の補助率を拡充すること
・養成等に対する支援制度を充実すること
＜部活動の指導を負担に感じている教員の割合（H28教職員の勤務時間実態調査）＞
区 分
割 合
・経験のない部活動の技術指導や長い練習時間や休日における大
中 学 校
40.1％
会への引率等のため、負担を感じている教員が多数いる。
高等学校
31.8％
＜中学校における部活動指導員の配置
H30当初：5億円（新規）＞
区 分
内 容
概
要 適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を進めている教育委員会を
対象に、部活動指導員の配置を支援 ［4,500人分］
実施主体 学校設置者（主に市町村）
補 助 率 国１／３

- 21 -

(3) 小学校英語の教科化に向けた加配措置の拡大
【文部科学省】P78
・小学校への専科教員の加配措置を拡大すること
・現場の実態を踏まえ、英語に関する資格要件の緩和（英検2級程度）など、活用し
やすい加配要件に緩和すること
＜加配教員の英語力に関する要件＞
・中学校又は高等学校英語の免許状を有する者
・CEFR B2 相当以上の英語力（英検準1級～1級）を有する者(小学校又は中学校、高等学校英語の
免許状のいずれも有しない者にあっては特別免許状を授与することが必要) 等
※要件が厳しいので緩和が必要
＜本県の取組 「地域人材を活用した小学校英語支援充実事業」の概要＞
区 分
内 容
概
要 小学校外国語活動及び英語科の早期化に伴い（平成32年度全面実施）
、地域人材を活
用した校内指導体制強化を支援
実施内容 地域人材を活用した英語授業の実施
事業期間 平成29～31年度（３年間予定）

３ いじめ等の問題行動への対応強化
【いじめ認知件数（平成 28 年度）
】
・いじめを積極的に認知したことから、前年度と比較して増加
・引き続き、積極的な認知に努め、未然防止や早期発見・対応が必要
兵庫県

全国
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

認知件数
234,333
68,291
10,017
1,614

千人当たり（件）

36.8
21.7
4.3
12.3

前年度比 認知件数
1.57倍
5,815
1.2倍
3,148
1.03倍
379
1.3倍
73

千人当たり（件）

20.1
22.4
3.4
13.8

前年度比
1.54倍
1.39倍
1.16倍
1.55倍

出典：H28年度 兵庫県下の公立学校児童生徒の問題行動・不登校等の状況について

(1) スクールカウンセラー等の配置義務の明確化
【文部科学省】P82
・スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの配置を義務化し、その増
員を行うとともに、財政措置制度を確立すること
＜本県の配置状況＞
（スクールカウンセラー）目標：全公立小学校配置
・配置公立小学校数 130校 ／ 県内全585公立小学校数
・全259公立中学校に配置済
（スクールソーシャルワーカー）目標：全公立中学校区に配置
・96公立中学校区 ／ 全173公立中学校区

(2) ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口に対する支援の実施【文部科学省】P82
・スマートフォン等の普及により、インターネットを介した誹謗中傷やいやがらせ
等のトラブルが増加していることを踏まえ、インターネット上のトラブルの相談
窓口も支援対象とすること
【現行制度の問題点】
・いじめ対策・不登校支援等総合推進事業において、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上でいじめ等のトラブルを発見し、
対応するための学校ネットパトロール等への支援（補助率1/3）はあるが、児童生徒等を対象と
した相談窓口の設置は対象となっていない。
＜本県の取組］ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口の概要＞
パソコンや携帯電話等を使ったインターネット上の誹謗中傷やいやがらせなどの
概 要
トラブル等が生じたときに、早期の解決に向けた具体的な手立てをアドバイス
体 制 相談員２名配置
① 電話相談 月～土 14:00～19:00（日、祝日、12/28～1/3を除く）
方 法
② FAX相談 ③ 電子メールでの相談 ④ webサイトからの相談 ②～④は随時受付
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４ 専門職大学の創設に関する適切な制度設計
(1) 設置基準の柔軟な運用
【文部科学省】P84
・専門職大学を地方が積極的に設置できるよう、以下のような設置基準の柔軟な運
用を行うこと
○校地面積や校舎面積、体育館等必要施設の設置に関する柔軟な対応
○教員派遣・教育課程の共通化など既存大学と連携したカリキュラムの構成
(2) 設置運営に対する財政支援
【総務省・文部科学省】P84
・専門職大学が、①高度かつ専門的な職業教育が求められること、②企業等におけ
る臨地実務実習を行う必要があること等を踏まえ、設置運営に関して十分な財政
支援措置を講じること
新・公立の専門職大学の地方交付税措置に当たっては、専門職大学と同様に専門性が
高く、実習等が卒業要件となっている保健系公立大学並の単位費用（1,885千円/
人）とすること
＜学校教育法の改正による「専門職大学」の制度化《2019年4月施行》＞
［目
的］専門職を担うための実践的かつ応用的な能力を育成・展開
［特
徴］①実習等の強化（卒業単位の概ね３～４割以上。長期の企業内実習等）
②実務家教員の積極的任用（必要専任教員数の概ね４割以上）
③産業界と連携した教育課程の開発・編成・実施、認証評価
④社会人が学びやすい仕組みを導入(前期・後期の課程区分、修業年限の通算等)
＜専門職大学の主な設置基準＞
校地面積
体育館等
校舎面積

大学・短大設置基準の水準（10㎡/学生1人）を踏まえつつ、一定の要件
の下で弾力的な取扱が可能
原則、体育館その他のスポーツ施設を整備するとともに、なるべく運動
場を設置 ※大学外の運動施設の利用による代替措置が可能
大学・短大設置基準の水準を踏まえつつ、小規模の学部・学科を想定し
た基準を新設 ※一定の要件の下、必要面積を減ずることが可能

＜本県で検討中の専門職大学構想＞
［但
馬］文化・観光分野で創造力を発揮する人材を育成
→ホテル・旅館、観光DMO、劇場等文化施設、観光施設、テーマパークなど
［淡

路］シェフの技能を持った「食」産業のプロを育成 ※モデル：CIA（米国の料理大学）
→外食企業、飲食業（海外の日本食レストランを含む）
、ホテル・旅館など
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Ⅳ 元気な地域づくり
１ 交流人口の拡大
(1) ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西への支援【総務省、文部科学省、スポーツ庁、観光庁】P93
①国家的なプロジェクトへの位置付け及び準備段階も含めた財政支援
・ワールドマスターズゲームズ2021関西（WMG2021）を生涯スポーツの振興を図る国
家的なプロジェクトと位置づけるとともに、準備段階も含め財政支援を行うこと
○ｽﾎﾟｰﾂ振興くじ助成の大会開催年度の上限額(2億円)及び補助率(2/5)の引上げ
○全国自治宝くじの収益金を活用した支援（20億円） 等
②2020年東京オリンピック・パラリンピック（TOKYO2020）等との一体的な取組
・ラグビーワールドカップ2019TM(RWC2019)、TOKYO2020に共通する取組について一
体的な支援を行うこと
○国内外の広報活動の展開
○大会運営のノウハウを共有するための人的交流
○表彰台、競技用ボートなどの競技用具、システムの有効活用
○ボランティアの育成 等
③海外からの訪日観光旅行に関する査証発給要件の更なる緩和
P88
・TOKYO2020、RWC2019やWMG2021等の国際的イベント開催期間中の観光査証発給条件
を緩和すること
【提案の背景】
・ＷＭＧは、スポーツ庁が策定した「スポーツ基本計画」に
記載されたが、国家的なプロジェクトとして、未だ明確
には位置づけられていない。
・国際的スポーツイベント等の開催を契機として、世界各国
から訪日観光客を確実に取り込むためには、期間中の査証
発給要件の更なる緩和を行う必要がある。
＜日本で開催される大規模国際的スポーツ大会の比較＞
ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019TM
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
組織委員会
独立組織
独立組織
名誉会長
御手洗冨士夫・経団連名誉会長
内閣総理大臣
名誉顧問
衆議院議長
(最 高顧 問)
参議院議長
2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
顧
問
大会推進議員連盟
(公社)日本青年会議所会頭など
会

長

御手洗冨士夫・経団連名誉会長 森喜朗・日本ｽﾎﾟｰﾂ協会名誉会長

事務総長

嶋津昭・元総務事務次官

武藤敏郎・元大蔵事務次官

その他役員

日本ﾗｸﾞﾋﾞｰ協会
開催地副首長
経済団体 など

国会議員
ｽﾎﾟｰﾂ庁長官
ＪＯＣ
東京都副知事 など

参加選手数

620人

参加国・地域数

20
※予選参加国90

競 技 数

1

開 催 地

12都道府県12市町

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 11,000人
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 4,300人
※前回大会実績
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 205
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 159
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 33
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 22
9都道県26市区町
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ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西
独立組織
森喜朗・日本ｽﾎﾟｰﾂ協会名誉会長
文部科学大臣
ｽﾎﾟｰﾂ庁長官 など
府県市関係国会議員
ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟国会議員 など
井戸敏三・関西広域連合長、兵庫県知事
松本正義・関西経済連合会会長
木下博夫・元国土事務次官
開催地知事・政令市長
市長会長・町村会長
関西経済団体
文部科学省局長
日本体育協会・各県体育協会など
50,000人
（うち海外20,000人）
※障害者を含む
100
※前回大会実績
34
※障害者が参加可能な競技種目を含む
8府県47市町

(2) 外国人旅行客等の受入環境の整備
①無料公衆無線LANなど外国人旅行者受入基盤の整備
【総務省、観光庁】P88
・外国人旅行客の急増を踏まえ、無料公衆無線LANの整備を促進すること
・観光地の案内看板の多言語化など受入基盤整備に対して更なる支援を行うこと
【提案の背景】
・外国人旅行者の受入環境の整備を進めているが、SNSや口コミ等により、映画のロケ地やアニメ
でモデルや舞台となった施設や風景など、これまで外国人があまり訪れることがなかった場所
にも来ていることから、さらなる支援が必要である。

②訪日外国人消費動向調査の調査地点等の拡充
【観光庁】P89
新・訪日外国人消費動向調査について、訪日外国人旅行客が急増するなか、調査地点
や調査母数が少なく、適切に実態を把握できていないことから、調査地点や調査
母数を拡充すること
＜訪日外国人消費動向調査の概要＞
調査地点：全国17の空海港
調査人数及び方法：四半期毎に約８千人から聞き取り調査

(3) 国際観光旅客税の地方への配分
【観光庁】P90
・国際観光旅客税について、①国が運営する空港のみならず地方が運営する空港に
おいても出国者から徴収される税であること、②これまでも地方は観光資源の魅
力向上等について様々な取組を行っていることの２点を踏まえ、税収の一定割合
を交付金等により地方団体に配分すること
(4) ホテル・旅館における外国人材の受け入れ 【法務省、厚生労働省、外務省、観光庁】P89
①外国人技能実習制度の実習期間の延長
・ホテル・旅館で技能実習を受ける外国人の実習期間について、平成27年11月から
介護等の職種の実習期間が３年上限となっていることなどを踏まえ、最長３～５
年まで延長すること
【現行制度の課題】
・
「外国人の技能実習制度」によりホテル・旅館が外国人を受け入れる実習期間は１年であるが、
ホテル・旅館の業務は多岐にわたり、１年以内の実習では十分習熟できない。

②家事支援外国人受入制度に準じた宿泊業務支援人材制度の創設
新・国家戦略特区事業を活用した家事支援サービスに従事する外国人の雇用制度
(最長３年間)に準じ、
宿泊業務に従事する人材についても同様の制度を創設する
こと
＜家事支援外国人受入事業（国家戦略特区を活用した入管法特例）＞
就労等期間 ３年まで
・県協議会が受入機関（民間事業者等）を認定
内
容
・受入機関が外国人を雇用し家庭に派遣
満18歳以上／実務経験１年以上／家事支援活動の知識・技能（送
受入要件
り出し国における一定の研修の修了）／必要最低限の日本語
送り出し国 フィリピン
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(5) 統合型リゾート（ＩＲ）推進に伴うカジノ対策
【内閣官房】P91
・カジノ施設の立地が住民生活に悪影響を及ぼさないよう以下について、実効性の
ある対策を講じること
○ギャンブル依存症対策、青少年等の入場規制、マネーロンダリング対策
＜特定複合観光施設区域整備法案 概要＞
・区 域：上限３ ※認定申請に当たっては都道府県議会の議決及び立地市町村の同意が必要
・事業者：カジノ管理委員会の免許制
・入 場：日本人は７日間で３回、連続する 28 日間で 10 回に制限
・入場料：６千円（国３千円、認定都道府県３千円）/回（24 時間毎）
＜ギャンブル等依存症対策基本法案 概要＞
○本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの導入
○都道府県、政令市における専門医療機関、治療拠点、相談拠点の整備
○中・高・大学生向けの啓発
○貸金業、銀行業における貸付自粛制度の整備 等

新・カジノ事業者が行う特定金融業務について、①貸付限度額が事業者の決定に委ね
られていること、②無利子かつ返済期限が２ヶ月先となっていることから、過剰
な貸付けとなり、ギャンブルへの依存を助長する恐れがあるため見直すこと
＜特定複合観光施設区域整備法案における特定金融業務の概要＞
貸付け対象者：日本に住居を有しない外国人、一定の金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する
口座に預け入れている者
貸付限度額：事業者が返済能力に関する調査に基づき顧客毎に決定（貸金業法の適用外であり、個
人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される総量規制がかからない）
返済期間：カジノ事業者は返済期間が２か月を超える特定貸付契約を締結してはならない
利
息：利息を付することを内容とする特定資金貸付契約の締結、利息の受領、支払いの要求
はしてはならない
延 滞 金：年14.6％

(6) 都市再生緊急整備地域における再整備への積極的支援
【国土交通省】P161
兵庫・神戸の玄関口である三宮周辺地区を国際競争力の高い魅力的な都市空間、
交通結節拠点として再整備するため、特に以下について支援すること。
・新たなバスターミナルの整備及び市街地再開発事業に対する財政支援
【提案の背景】
・三宮駅周辺は、震災以降、機能更新が進んでおらず、民間施設の老朽化が進行しており、また
乗り換え動線が分かりにくいという課題を抱えている。
＜再整備の効果＞
効 果
整備目的
集客力向上
商業・業務機能の更新や文化・芸術機能、宿泊機能など新たな都市機能の
導入による賑わいの創出
交通結節機能の向上 中・長距離バス乗降場の集約による利便性向上
＜事業の概要＞雲井通５丁目地区市街地再開発事業（Ⅰ期 約1.2㏊）
・中長距離バスターミナルを再開発ビルと併せて整備
財政支援
調査設計計画費・土地整備費・共同施設整備費
H30.5 雲井通５丁目再開発株式会社設立
都市計画決定／事業認可
スケジュール（予定） H31
H33
建築工事着手
【地区のブロック分けのイメージ】

【再開発ビルの構成イメージ】
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新・都市再生緊急整備地域における税制特例の適用期限（平成31年３月31日）の延長
＜都市再生緊急整備地域の税制支援＞
項目
内容
所得税・法人税
５年間３割増償却
登録免許税
0.4％ → 0.35％
不動産取得税
1/5控除 ※都道府県の条例で定めた場合は1/10以上3/10以下の範囲内において控除
固定資産税・都市計画税 課税標準の3/5を参酌して1/2以上7/10以下の範囲内において市町村の条例で定めた割合

(7) 瀬戸内海国立公園六甲地域のブランド力向上による活性化
瀬戸内海国立公園六甲地域について、遊休施設の活用を図り
つつ、豊かな自然や魅力的な夜景など高いポテンシャルを活かし
てブランド力を高め、魅力的な国立公園として再活性化を図る
ため、以下の措置を講じること

【環境省】P87

①特別地域内の行為の許可基準の緩和
【閉鎖された六甲ｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ】
・一般利用を前提に土地利用目的に応じた特別地域内の行為の許可基準を特例で緩
和すること
○工作物の高さ基準（13ｍ以下）の緩和を周辺の景観に影響を及ぼさない範囲で
区域を限って更に緩和
○大規模開発を排除する建築面積（2,000㎡以下）の緩和
○建築面積が制約される主要道路からの壁面後退距離（20ｍ以上）をそれ以外の
道路の基準（5ｍ以上）まで緩和
②企業保養所等の公園事業（宿舎）への位置付け
・六甲山については、企業保養所等により発展してきた経緯を踏まえ、企業保養所
等を公園事業(宿舎)と同等に位置付けること（利用資格、利用料金、予約時期等）
＜六甲山における企業保養所等の現況（平成27年 本県調べ）＞
営業中（※1）
閉鎖
転用（※2）
撤去済
計
70件
81件
71件
11件
233件
（30.0％）
（34.8％）
（30.5％）
（4.7％）
（※1）営業施設数の推移 平成６年：226件 → 平成15年：135件 → 平成27年：70件
（※2）
「転用」のうち72％が個人宅への転用、その他は事務所、宿泊施設等への転用
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２ 兵庫の強みを生かした産業力の強化
【文部科学省】P95
(1) 「京」からポスト「京」への円滑な移行
・｢京｣の後継機となるｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ポスト｢京｣)の開発整備を着実に進めること
・｢京」からポスト｢京｣への移行期にあっても、電気料金を含む維持管理費を確保
し、｢京｣及びポスト｢京｣の安定運用を図ること
・ポスト「京」に産業利用者が円滑に移行できるよう、ユーザーにとって使いやす
いソフトウェアの開発を同時に進めること
【提案の背景】
・計算科学分野の振興や産業経済の発展を図るため、
「京」の後継機となるポスト「京」において
も引き続き計算科学研究教育拠点の形成が不可欠である。
・ポスト「京」の運用開始とともに産業界の利用者が円滑に利用するためには、システムの開発
段階から利用環境を整備することが必要である。

(2) 「FOCUSスパコン」増強に対する財政支援
・ポスト「京」の開発にあわせて、計算科学振興財団が行う｢FOCUSｽﾊﾟｺﾝ｣の性能向
上・能力拡大に対する財政支援を行うこと
【提案の背景】
・ポスト「京」の産業利用の成果を最大化するためには、産業界のスパコン利用者が高度な機能
を持つポスト「京」を十分に利用できるよう、
「FOCUSスパコン」を増強し、ポスト「京」への
ステップアップ支援を行う必要がある。

３ 農林水産業の基幹産業化
(1) 農業の法人化に対する支援の強化
【内閣府、農林水産省】P102
・農業経営法人化支援事業について、複数経営体による法人化だけでなく、認定農
業者や認定新規就農者が個別に法人化する場合についても対象とすること
・経営体育成支援事業に法人化促進メニューを創設するなど、法人化に取り組む経
営体への機械・施設等の導入に対する支援を行うこと
【提案の背景】
・農業経営体の経営力向上、雇用の確保を進め、地域に根ざした持続性の高い農業を進めるため
には、法人経営体を中心とした農業構造の確立が必要である。
・そのためには、集落営農組織や複数の経営体が法人化する場合だけでなく、地域農業の核とな
る認定農業者等の法人化をより一層促進する必要がある。

(2) 農業施設の施設貸与制度の創設
【農林水産省】P103
・市町や組合が施設・設備を購入・保有し、利用者に貸与する制度を創設すること
【提案の背景】
・新規就農者や参入企業にとって生産性向上のためには農業施設や機械など初期投資が必要とな
るが、金融機関等からの融資は農業経営にとって大きなリスクとなる。

県

事業費
補助

市町・農協等

＜本県の「農業施設貸与事業」の概要＞
区 分
内 容
対象施設 園芸用ハウス及び附帯設備
助成内容 対象施設の整備を県が補助することで新規就農者等が支払うﾘｰｽ料・使用料を軽減
※利用者は貸与の方法としてリース方式とレンタル方式を選択可
補 助 率 新規就農者向け1/2、農業法人向け1/3 （高度な環境制御栽培施設は15/100）
＜イメージ図＞
施設貸与
リース料/使用料
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新規就農者・
農業法人 等

(3) 施設園芸の大規模化への支援
【農林水産省】P104
①強い農業づくり交付金等の予算の確保
・都市近郊の立地を活かした野菜や果樹等の生産拡大に必要な以下の取組を推進す
るため、強い農業づくり交付金等の予算を確保すること
○大規模な耐候性ハウスの整備
○温度、湿度、二酸化炭素等をｺﾝﾄﾛｰﾙできる環境制御型の施設園芸の推進
【提案の背景】
・農業所得の向上や地域雇用の促進を図るためには、耐候性ハウスや環境制御による園芸施設な
ど、天候に左右されず安定的な作物生産が可能となる施設の整備と、施設を利用できる技術を
有した農業者の育成が必要である。
＜加西市の次世代施設園芸団地の概要＞
区 分
内 容
整備･所有 公益社団法人 兵庫みどり公社
運営主体 株式会社 兵庫ネクストファーム
(構成員）ＪＡ兵庫みらい、(株)東馬場農園、
(株)サラダボウル、(株)ハルディン
運営体制 正社員13名、パート約110名（H29.6）
所 在 地 加西市鶉野町・野条町（敷地面積 約8ha）
施 設 の 概 要 連棟温室 3.6ha、集出荷施設0.4ha、
CO2発生及び暖房用ボイラー等
栽培概要 (1) 品 目：トマト（栽培面積3.6ha）
(2) 生産量（H27.9～)：大玉536t、ミニ 310t 計 846t
※目標 約1,000ｔ（平成32年度）

【次世代施設園芸団地（加西市）
】

②交付金の下限面積要件の緩和
・交付金の下限面積要件（３ha）について、１haまで緩和すること
【提案の背景】
・兵庫県における１戸・経営体あたりの平均経営耕地面積は1.08ha（全国2.54ha、北海道26.51ha）
であり、3.0ha以上の経営耕地規模を持つ農家は全体の2.8％のため、県内の中山間地域では当該
要件を満たす団地を確保することが困難である。※出典：2015農林業ｾﾝｻｽ

(4) 不耕作農地の有効活用の促進
【農林水産省】P109
・地域での話し合いによる農地利用図の作成から、生産から消費まで一貫して担う
ＪＡ等の子会社の活動支援と機械導入、人材確保まで総合的に支援する制度を創
設すること
【現行制度の問題点】
・農業就業人口の減少や高齢化により不耕作農地が増加しているが、農地中間管理事業では、農
業者等は優良農地のまとまった農地を希望し、農地所有者は、一区画が小さく、段々の田畑な
どを提供することを望んでおり、大きなギャップが生じている。
＜本県の「地域農地管理事業」の概要＞
・優良な不耕作農地の活用促進と､中山間地等の農地の有効活用を図るため、ＪＡ等の子会社に
より生産から消費まで一貫して担う事業を促進する。
事業内容
補助単価（補助率）
①農地利用図の作成支援〔ＪＡ、市町等〕

850千円/地域

②農業機械の導入支援〔JA等(支援対象:集落営農法人等)〕
③人材確保への支援〔ＪＡ出資法人、集落営農法人等〕
④農地集積・活用支援〔ＪＡ出資法人、集落営農法人等〕

１/３以内 等
１年目：2,400千円/人 ２年目：1,200千円/人
20千円/10ａ 等
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(5) 地域材の利用拡大と製材工場等の安定経営に向けた支援
①CLT工法による建築物の整備促進
【農林水産省】P116
・CLT工法による建築物の施工例をある程度確保できるまでの間、補助率の嵩上げ
(現行50％)など事業実施主体に対する負担軽減策を講じること
【提案の背景】
・都市部の中高層建築物や防火地域においてCLT工法による建築物の整備を促進
することで価格の低減や施行実績の増につながるよう、当面の間、事業主体
の負担軽減を図ることが必要である。
＜建築基準法改正案（木造建築物の整備の推進）＞
・耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し
【CLTを活用した木造建築物】
（高さ13ｍ・軒高9m超→高さ16ｍ・階数４以上）
・構造部材であるCLT等の木材をそのまま見せる（あらわし等）を可能とする
・外壁や窓の防火性能を高めることにより建築物内部の柱等に木材利用を可能とする
＜本県におけるCLT工法を活用したモデル建築物＞
・CLT工法の活用ﾓﾃﾞﾙとして兵庫県林業会館(神戸市中央区)の建替(５階建)を支援
・防火地域におけるCLT工法の建設、床(耐火)へのCLT活用は全国初

②公共建築物や民間施設での地域材利用を促進する補助制度の創設【農林水産省】P116
・25年度補正予算で措置された「林業成長産業化総合対策」と同等の補助制度を創
設すること
【提案の背景】
・
「森林整備加速化・林業再生基金事業」は県の裁量で予算配分が可能であったため、平成25年度
に措置された「林業成長産業化総合対策」を活用し、計画的に公共建築物や民間施設での地域
材利用を促進することが可能であったが、平成28年末をもって基金が廃止された。
＜平成25年度補正予算における本県の整備内容＞
・製材工場乾燥施設や燃料用チップ製造施設等の整備を支援し、県産木材の加工流通体制の強化
を図ったほか、児童福祉施設や体験交流施設など公共施設等の木造・木質化などを実施

③原木安定供給のための林内路網整備等への支援強化
【農林水産省】P118
・県代行制度の林道等整備要件の緩和に伴う要望額の増加などに対応できるよう林
業専用道整備費補助の予算を確保すること
【提案の背景】
・木質バイオマス発電施設や木材加工流通施設へ原木を安定的に供給するためには、林業専用道
路整備が不可欠である。
・平成28年度に林業専用道整備事業において、県代行制度の林道等整備の要件が緩和されたこと
から、今後要望額の増加が見込まれる。
＜森林環境保全整備事業の概要 H30国予算：374億円（H29：371億円）＞
事業名
内 容
森林環境保全直接支援事業
計画的な間伐等の森林施業、森林作業道の開設等を支援
環境林整備事業
針広混交林への転換、風水害を受けた森林の復旧のための造林等を支援
林業専用道整備事業
森林施業のために恒久的施設となる林業専用道の整備等を支援
※ H28に県代行の要件が緩和（林道利用区域面積要件200ha→50ha）
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(6) 適切な水産資源管理等による水産業の振興

【農林水産省】P120

①日本海の増殖場の整備推進
・現行のズワイガニ等の増殖場整備を前倒しして進めること
・前倒しに必要となる予算を増額すること
【提案の背景】
＜日本海のズワイガニの漁獲量の推移 ＞
・日本海西部におけるズワイガニ等の漁獲量は
2,500
近年減少傾向にあることから、水産資源の維持
2,000
増大や、沖合底びき網漁業の生産性向上と経営
安定のため、計画的な増殖場の整備が必要である。 1,500
1,000
500

14(H26)

11(H23)

08(H20)

05(H17)

02(H14)

96(H8)

99(H11)

93(H5)

90(H2)

87(S62)

84(S59)

81(S56)

78(S53)

75(S50)

0

【ズワイガニの水揚げの様子】

②瀬戸内海の増殖場等の整備推進
・家島周辺海域での第２の鹿ノ瀬構想の推進に関する予算措置を継続すること
・淡路島を巨大な天然礁と捉え、天然漁場や沿岸の既設増殖場、魚礁を補完する増
殖場等整備のための予算を確実に措置すること
【提案の背景】
・漁業者からの要望の強いマコガレイ、メバル・カサゴ等の水産資源の維持増大のため、家島周
辺の生産性の乏しい砂泥海域に大規模な石材礁を整備することにより、天然の好漁場である
鹿ノ瀬等に匹敵する大規模な漁場整備を図る必要がある。
＜第２の鹿ノ瀬構想構＞
（概ね 20 年間実施、全体事業費約 100 億円）
[第1期事業]加島周辺海域（H25年度完成）
[第2期事業]三ツ頭島周辺海域
※H30年度から加島南地区での測量試験を開始

(7) 外国漁船による違法越境操業の排除
【農林水産省】P122
①取締の強化
・韓国漁船や北朝鮮スルメイカ漁船等による我が国排他的経済水域での違法操業を
排除すること
②外国漁船の操業による影響を受けている漁業者への支援
・補正予算で措置されている「韓国・中国等外国漁船操業対策事業」について、当
初予算で計上するなど安定的に実施すること
【提案の背景】
・平成29年６月から12月にかけ、我が国排他的経済水域に位置する大和碓において数百隻規模の
北朝鮮籍のスルメイカ漁船による違法操業があり、漁場を追われた本県漁業者は北海道沖での
操業を余儀なくされるなど、安全操業を脅かす事態が生じている。
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４ 鳥獣被害対策の推進
(1) シカ、イノシシ捕獲の予算の確保
【総務省、農林水産省】P128
・シカ、イノシシによる農林業被害を減少させるため、本県の捕獲目標(ｼｶ46,000
頭/年、ｲﾉｼｼ20,000頭/年)が達成できる予算を確保すること
＜本県の捕獲目標数＞
シカ㉙4.5→㉚4.6万頭、イノシシ㉙1.5→㉚２万頭
＜本県の取組＞
・県捕獲専門家チームの派遣（警察OB等） ※目標：シカ1,000頭、イノシシ500頭
・狩猟期中のｼｶ・ｲﾉｼｼ捕獲報償金の拡充（＋２千円/頭）
・ICT活用大型捕獲オリの活用
シカ捕獲数の推移

頭
50,000

45,461

45,000
40,000

36,774

35,000

45,569

20,000

31,835

19,744

11,957

11,922

10,214

10,000

8,671

6,733

10,000

17,186
15,039

20,106

16,241

19,061 19,648

18,287

15,000

25,000

15,000

25,000

38,992
34,884

30,000

20,000

イノシシ捕獲数の推移

頭

43,682

5,000

5,000
0

0

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

有害捕獲

6,915

8,807

8,711

16,824

12,893

12,398

16,163

18,357

20,318

18,710

有害捕獲

2,957

4,959

4,149

8,004

5,596

5,395

7,744

9,214

10,382

11,652

狩

9,326

10,937

11,395

19,950

21,991

19,437

22,829

27,104

25,251

24,972

狩

3,776

6,963

4,522

10,283

6,361

4,819

7,295

7,972

8,679

7,996

猟

猟

(2) 処理加工施設や減容化・焼却施設整備の予算の拡充
【農林水産省】P128
・シカの有効活用を促進するための処理加工施設や、廃棄処分するための減容化・
焼却施設の整備の予算を拡充すること
【提案の背景】
・処理加工施設等の整備に対する鳥獣被害防止総合対策交付金の交付額は要求額を大幅に下回っている。

(3) カワウ被害対策に関する補助事業の拡充
【農林水産省】
P128
・アユ等の食害のある河川等以外において、内水面漁業協同組合以外の者が実施す
るカワウの捕獲に対する報償金を拡充（200円/羽→水産庁の補助事業並3,000円/
羽）すること
【国制度の問題点】
・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業におけるカワウの捕獲報償金は
200円/羽と単価が低い。一方、水産庁の補助事業（約3,000円／羽）は、
アユなどの水産資源を管理する内水面漁業協同組合が補助対象者であり、
ため池等での捕獲は同組合の管轄外であるため、広域的に行動するカワ
【鮎を食べるカワウ】
ウの被害対策が進んでいない。
写真提供：全国内水面漁業協同組合連合会

(4) GISｼｽﾃﾑを活用した獣害対策の強化のための予算の拡充
【農林水産省】P129
新・獣害対策に関するﾃﾞｰﾀを一元管理するｼｽﾃﾑの運用のための予算を拡充すること
【国制度の問題点】
・広域的に移動する野生動物の痕跡や被害状況、捕獲や防護柵等の対策情報等を地図上に可視化
し、被害対策の立案や効果検証に活用するには、GISシステム(地理情報システム)が有用である。
・県域を対象にGISシステムを導入するには初期経費で5,000万円程度、運用経費で500万円程度が
必要となり、既存の鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（限度額2,300万円）では対応できない。

(5) 射撃場の整備支援制度の予算の拡充
【農林水産省、環境省】P130
・狩猟者の技能向上を図るための捕獲技術高度化施設（射撃場）の整備支援制度の
予算を拡充すること
【国制度の問題点】
・農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金において射撃場等の整備事業は交付対象とされて
いるが、交付額は要求額を大幅に下回っている。
・環境省では、狩猟者育成のためのハード整備は事業化されていない。
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Ⅴ 自立の基盤づくり
１ 防災・減災対策の強化
(1) 大阪府北部を震源とする地震への対応 【内閣府、国土交通省】P90、134、136、137
４名の尊い命を奪うとともに多くの負傷者や、住家のほか、道路等の都市インフ
ラの損壊を生むなど、甚大な被害をもたらした大阪府北部を震源とする地震で明ら
かになった以下の課題について、早急な対応を求める
①都市インフラの災害復旧やブロック塀等の撤去・改修への支援
新・道路、水道管等の都市インフラの復旧や、安全確保のためのブロック塀等の撤去・
改修について、技術的・財政的な支援を行うこと
＜本県における補強コンクリートブロック造等の堀の緊急点検の結果概要＞

緊急点検対象施設 点検済施設数
（県立公共施設等）
（A)
12,310
11,559

法に抵触する疑いのある施設数※
（B)
1,106

（B/A）
0

箇所数
2,218

※今後の詳細な確認により数値が変動することがある
※①高さ（220㎝以下）
、②壁の厚さ（15㎝以上、高さ2ｍ以下の塀は10㎝以上）
、③控壁の有無、④
控壁の感覚（340㎝以内）
、⑤控壁の突出長さ（高さの1/5以上）のいずれかの項目が建築基準法
施行令の基準を満たさない施設

②災害救助法の救助範囲の拡大
・災害救助法で「救助」として規定されている被災住宅の応急修理、生活必需品や
応急仮設住宅の供与等に不可欠である、家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業
務に要する経費を災害救助費の対象とすること
③被災者生活再建支援法の見直し
・同一の災害により被害を受けたすべての地域が支援対象となるよう見直すこと
・半壊、さらには一部損壊のうち、障害者手帳所持者を含む世帯、ひとり親世帯又
は市町村民税非課税世帯といった特に配慮を要する世帯も対象とすること
④帰宅困難者対策の充実
新・帰宅困難者等が避難する一時滞在施設の確保や備蓄に対し、財政支援を行うこと
新・地震発生時の鉄道運行再開等に関する迅速な情報発信のあり方について、国にお
いても検討すること
⑤ライフラインの強靱化による災害に強いまちづくりの推進
新・管路や施設の耐震化などによるガス・電気等ライフラインの更なる強靱化を推進
するよう、ライフライン事業者を指導・監督すること
⑥大規模災害対策の総合的推進
新・南海トラフ地震をはじめ今後発生が懸念されている大規模災害に備え、防潮堤や
避難路の整備などの防災・減災対策事業に対する財政支援を充実すること
新・訪日外国人旅行者の安全を確保するため、適切な情報提供を行うこと
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(2) 首都機能をバックアップする防災体制の整備
【内閣官房、内閣府】
①防災庁の創設
P132
・過去の教訓を踏まえた調査研究や事前の防災対策のシナリオ化等、一連の災害対
策を担い、専門性を有した双眼的組織となる防災庁を創設すること
・防災庁の拠点は複数設置するものとし、西日本の拠点については関西、その中で
も特に関係機関が集積する神戸周辺に設置すること
＜防災庁の必要性＞ 出典：
「我が国の防災・減災体制のあり方に係る検討報告書」(H29.7）
① 国民の防災意識を高めるため（防災・減災の推進役）
② 強い調整力で事前対策から復興までを総合的に進めるため（防災の主流化と創造的復興）
③ 災害情報の一元化を図るため（防災情報発信の司令塔）
④ 全自治体の確実な防災対応力の向上のため（防災体制水準の確保）
⑤ 自治体等との緊密なネットワークを確保するため（顔が見える関係の構築）
⑥ 災害ノウハウや調査研究成果の活用のため（経験や知見の高度化）
⑦ リダンダンシーを確保するため（首都機能のバックアップ）
※本県には、人と防災未来センター、WHO神戸センター、アジア防災センター等の国際的な防災教
育・研究機関が集積しているほか、これまで阪神・淡路大震災の経験と教訓を生かし国内外の
被災地の復旧復興に貢献しており、防災庁の拠点の設置場所として相応しい素地がある。

②防災教育・研究機関の集積促進
P133
・人と防災未来センター、WHO神戸センター、アジア防災センター等が集積する兵
庫県を国際的な防災教育・研究の拠点地域と位置づけ、関係機関の更なる集積を
図ること
・特に消防大学校、消防研究センター等の首都圏に立地する防災教育・研究機関の
兵庫県への移転を進めること
③人と防災未来センターの体制強化
P133
・
「人と防災未来センター」を国の防災教育・研究の拠点機関と位置づけること
・研究機能の充実など機能・体制の強化に対して支援すること
・運営支援を継続すること
【提案の背景】
・国内外で災害が多発していることを踏まえ、国内外の大学、研究機関等との連携・交流を引き
続き展開し、研究機能の充実を目指し、関係機関の更なる集積や体制強化を図る必要がある。
＜「人と防災未来センター」の役割＞
・阪神・淡路大震災の経験と教訓の国内外へ発信するとともに、
専門研修による災害対策の実務を担う中核的な人材の養成や、
大規模災害被災地の支援などに取り組んでおり、我が国の災害
対応力の向上に貢献している。
【人と防災未来センター】
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(3) 地震・津波対策の更なる推進【内閣府、総務省、財務省、農林水産省、国土交通省】
南海トラフ地震が発生すれば広範囲に甚大な被害が発生すると予想されること
から、同地震をはじめとする地震・津波対策として、以下の措置の実施を求める。
①南海トラフ地震等に備えた地震・津波対策の推進
ア 予算の確保
P144
・本県が策定した「南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム」
、
「津波防災
インフラ整備計画」及び「（仮称）日本海津波防災インフラ整備計画＜平成30年
度策定予定＞」に基づく対策に必要となる予算を確保すること
＜南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム（H27.6）＞ 計画期間：H26～35年度

ハード・ソフト両面からの防災・減災対策
死者 約29,100人
全壊 約36,800棟

死者 約400人
全壊 約12,000棟

①県土空間の耐震と耐津波の推進
②県民と行政の災害対応力の向上
③被災生活支援と復旧復興の体制整備

➣ 具体の対策 橋梁耐震対策、道路の法面対策、下水道施設の耐震化
＜津波防災インフラ整備計画＞ 計画期間：H26～35年度
（億円）
事業内容
概算事業費 うち緊急対策
レベル1津波対策（津波の越流を防ぐ）
津波防御対策
2 57
147
防潮堤等の高さの確保
122
96
防潮堤等の健全性の保持
115
44
陸閘等の迅速・確実な閉鎖
20
7
避難支援対策
3
0
レベル2津波対策（浸水被害を軽減する）
既存施設強化対策
3 37
171
防潮堤等の越流・引波対策
67
35
防潮堤等の沈下対策
240
136
防潮水門の耐震対策
30
0
津波被害軽減対策
25
6
防潮水門の下流への移設
25
6
排水機場の耐水化
合計
約620
320

（重点整備地区の設定）
津波到達時間の早い淡路島（4 地区）と人
口・資産が集中する大阪湾沿岸（3 地区）
を「重点整備地区」に設定。すべての津
波対策を概ね 10 年間で完了予定。

重点整備地区
福良港
阿万港
淡路地域
沼島漁港
洲本地区
尼崎西宮芦屋港（尼崎地区）
同（鳴尾地区）
同（西宮･今津地区）

イ 新たな財政支援制度の創設
P144
・地震・津波対策を短期間に集中して実施できるよう、新たに「大規模地震・津波
緊急対策事業（仮称）
」を創設すること
・実施の際には多額の地方負担が見込まれることから、地方財政措置を講じること
＜「大規模地震・津波緊急対策事業（仮称）
」のイメージ （事業年度：H30～35年度）＞
・国庫補助及び地方負担分への緊急防災・減災事業債並の地方財政措置
・本県は、太平洋に面する南あわじ市の湾口防波堤の整備等、短期間に集中して実施する事業へ
の活用を想定

補助率の嵩上げ(2/3)

※河川・海岸事業等に係る
交付金の国費率は 1/2

国費
地方債

起債充当率 100%
交付税算入率 70%
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②防災安全交付金の対象の拡充
ア 防災安全交付金（地震・高潮対策河川事業）の対象事業の拡大
P145
新・日本海側の地震に備えた地震・津波対策を防災安全交付金（地震・高潮対策河川
事業）の交付対象事業とすること
【国制度の問題点】

・防災安全交付金（地震・高潮対策河川事業）の要件は、東京湾等三大湾のゼロメートル地
帯や国の法定計画等に係る地震・高潮等の対策に資する事業が対象であり、日本海側の地
震・津波対策は交付対象となっていない。

イ 緊急防災・減災事業債の対象拡大
P135
・頻発する風水害や津波等に対応するため、以下のような事業にも活用できるよ
う、対象事業の範囲を更に拡大すること
○地震・津波対策を推進するための防潮堤等の整備事業
○砂防・治山・河川・海岸等の整備事業
○道路封鎖のおそれのある危険建築物の除去事業
○耐震化に資する公共施設の建替え事業
○大規模災害時に拠点となる庁舎や災害発生時の初期段階における集団警察力
を確保するための警察待機宿舎の整備事業
(4) 大規模多数利用建築物等及び防災拠点建築物の耐震化
【内閣府、総務、財務、文科、スポーツ、厚労、国交】P147
・耐震診断が法律で義務付けられている大規模多数利用建築物等や、防災拠点建築
物の耐震化に対する補助事業の予算を確保すること
・補助率（現行：改修1/3等）の更なる嵩上げを行うこと
・平成30年度末となっている耐震対策緊急促進事業の期限を延長すること
【国制度の問題点】

・不特定多数又は避難に配慮を必要とする者が利用する大規模多数利用建築物等や災害時に
避難所等として利用される防災拠点建築物について、耐震性がない建築物の耐震改修工事
が順次実施されているが、国の補助事業においては、内示率が
○大規模多数利用建築物に対する補助金：62%
○中・小規模多数利用建築物に対する交付金（他の事業も含む）
：68% となっている。
＜大規模避難施設の耐震化に対する補助スキーム案＞ ※ 診断・設計と同等まで嵩上げ
現行スキーム
本県提案
国
1/3

県
1/6

市町
1/6

事業者
4/15

国 1/15(耐震対策緊急促進事業による上乗せ)

国
1/3

県
1/6

市町 事業者
1/6
1/6

国 1/6(耐震対策緊急促進事業による上乗せ)

＜兵庫県耐震改修促進計画（平成28年3月改定）＞
多数利用建築物 H27：86.6％（耐震性なし3,466棟）→ H37：97％（耐震性なし900棟）
（用途）学校、体育館、病院、劇場、ホテル、旅館、物販店、飲食店、福祉施設等
（規模）一部の用途を除き階数３以上かつ床面積の合計1,000㎡以上
※ うち床面積の合計5,000㎡以上=大規模、2,000㎡以上=中規模、1,000㎡以上=小規模と区分している。
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(5) 山地防災・土砂災害対策の推進
【農林水産省、国土交通省】P155
・本県の「第３次山地防災・土砂災害対策計画」に基づく、治山事業、砂防関係事
業が着実に推進できる予算を確保すること
・治山ダムや砂防堰堤等の既存施設の老朽化対策、機能強化対策を着実に推進でき
る予算を確保すること
・砂防や治山、河川の整備事業について、緊急防災・減災事業債の対象とすること
【提案の背景】
・本県は、山地が県土の７割を占めており、第３次山地防災・土砂災害対策計画において県が対
策すべき箇所のうち、未対策箇所は約８千箇所と多い。
・昨今、土砂災害が激甚化傾向にあるため、重点計画箇所のほか、地元要望が多い中山間地域で
の対策も推進していく必要がある。
＜第３次山地防災・土砂災害対策計画（H30～35）＞
整備目標（着手箇所数）
区
分
砂防事業 治山事業 緊急防災林 合 計
①人家等保全
390
438
－
828
②流木・土砂流出防止
－
240
－
240
③災害に強い森づくり
－
－
38
38
合
計
390
678
38 1,106
＜重点計画箇所＞
・要配慮者利用施設、防災拠点等を保全する箇所。具体的には、保全対象として社会福祉施設、
医療施設、学校、避難所、官公署、人家50戸以上ある箇所が該当。

【谷筋の崩壊による流木及び土石流発生状
況と治山ダムによる復旧状況（丹波市）
】

(6) 災害に強いため池改修等の推進
【農林水産省】P159
①事業予算の安定的な確保
・全国一のため池数を有する本県が、災害に強いため池への改修を計画的に進めら
れる必要な予算を安定的に確保すること
②ため池の適正な管理と多面的機能の発揮に要する財政措置の拡充
・農村地域防災減災事業（調査計画事業）について、平成30年度までとされている
定額助成事業を継続すること
・整備に着手するまでの間の要改修ため池等の適正な管理に要する経費を支援対象
とすること
【国制度の問題点】
・本県では、改修が必要なため池数が約1,100箇所と膨大であり、特に
緊急性の高い380箇所のため池について、｢ため池整備5箇年計画｣
(H27～31)に基づき、整備を推進しているが、すべてを改修するには
必要な予算が不足している。
（当初予算による充当率 58％）
＜本県のため池整備 5 箇年計画（H27～31）の推進状況＞
項 目
着手数（箇所）
事業費（億円）

全体計画(H27～31)
380
308

実績（H30.4まで） H31（予定） 【ため池整備の実施(洲本市太郎池)】
270
110
207
101

・全ての要改修ため池の整備に着手するまでの間、本県は、
「兵庫ため池保全ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ」を設置
し、ため池管理者による適正管理を支援しているが、調査計画事業ではこうした保全活動に対
する支援がない。
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(7) 社会資本の老朽化対策の推進
【総務省、国土交通省、警察庁】
①老朽化対策に必要な予算確保
P149
・橋梁、排水機場、下水道施設等、大量の社会基盤施設が築50年を越え、更新が必
要となることから、将来にわたり安全に使用するため、老朽化対策の推進に必要
な予算を確保すること
＜ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画＞ 計画期間：H26～35年度
施設

実施箇所数

①橋梁
②舗装
③トンネル

⑤横断歩道橋

⑦道路法面施設

92億円

1,700km

198億円

⑬防潮堤

13.5km

94億円

⑭岸壁等係留施設

21施設

81億円

126施設

58億円

36箇所

⑥道路付属物(照明灯・標識(大型)等)

38億円

⑮防波堤等外郭施設

10箇所

3億円

⑯砂防設備

99箇所

14億円

96箇所

9億円

⑰地すべり防止施設

34箇所

2億円

3.0km

5億円

⑱急傾斜地崩壊防止施設

96箇所

8億円

1,794箇所

9億円

⑲下水道

8処理場

724億円

0.72km

10億円

14公園

57億円

384箇所

20億円

⑧排水機場

46箇所

350億円

⑳公園施設

⑨水門・堰

51箇所

143億円

㉑滑走路

341箇所

24億円

13.0km

48億円

⑩樋門・陸閘
⑪矢板護岸

事業費

18箇所

設備

組立歩道

実施箇所数

⑫ダム施設

66箇所

横断歩道橋

施設

304億円

覆工

④アンダーパス

事業費

324橋

下水道施設
管渠

㉒その他施設
計

②下水道施設の国庫補助制度の堅持及び予算枠の更なる拡大
・老朽化対策の国庫補助制度を堅持すること
・予算枠を更に拡大すること

16,600m2

1億円

１式

142億円
約2,430億円

P150

【提案の背景】
・下水道施設は、耐用年数の短い機械、電気設備が多く、今後、更新時期が集中し、機能停止に
陥る恐れがある。
・下水道は汚水処理だけでなく公共用水域の水質保全や浸水の防除を受け持つ極めて公共性の高
い社会資本であるため、国庫補助制度の堅持が必要である。

③公共施設等適正管理推進事業債の対象拡大
P150
・個別施設計画を策定し長寿命化に取り組む庁舎・警察施設等の公用施設や公園施
設・空港施設等の社会基盤施設を対象とすること
新・対象となっている市町村本庁舎に加え、県本庁舎の建替事業を対象とすること
・平成33年度までとされる制度の恒久化を図ること
【国制度の問題点】
・平成30年度から対象となった河川管理施設、港湾施設等と同様に必要な社会基盤である警察施
設等の公用施設や公園施設、空港施設等は対象外となっている。
＜公共施設等適正管理推進事業債の概要＞
対象事業
充当率
交付税措置率
【長寿命化事業】
[公共用施設]
施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
財政力に応じて
[社会基盤施設]
30～50%
所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
90%
道路、農業水利施設、河川管理施設、砂防関係施設、海岸
保全施設、治山施設、港湾施設、漁港施設、農道
【市町村役場機能緊急保全事業】
新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村
本庁舎の建替え等
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交付税措置対象
分（75%)の30%

(8) 災害援護資金貸付金制度の改善
【内閣府、財務省】P138
①平成27年4月通知に基づく免除処理の速やかな実施
新・債権管理法及び平成27年4月通知により債権を免除できる要件を速やかに提示す
ること
【提案の背景】
・平成 27 年４月の内閣府通知以降、内閣府と阪神・淡路大震災の災害援護資金の債権管理、特に
無資力要件による債権免除について調整を行っているが、無資力の考え方（所得水準や所得・
資産把握方法等）について協議が整わない状況となっている。
・債務者の高齢化などを考えるとこれ以上の先送りは困難な状況であることから、免除処理を速
やかに実施することが必要である。

②現行法の枠組みで解決できない問題の対応
新・行方不明等により回収が困難なケースや保証債権の放棄など、債権管理法の枠組
みで解決できない問題に対する新たな枠組みを創設すること
・ただちに免除対象とすることが困難な場合は、市から県、県から国への償還期限
を更に延長すること
【現行の債権管理法の問題】
・行方不明者や外国籍の者などの徴収困難者について、免除の規定がない
・保証契約を解除できる規定がなく、債権の放棄ができない

③貸付原資償還について返還があった場合のみに変更
・県及び政令市から国への貸付原資の償還は現実に返還があった場合のみ行うよう
制度を変更すること
【災害援護資金貸付制度の償還における問題】
・他の貸付金（例：介護福祉士修学資金貸付金や生活福祉資金）制度においては、実際に償還が
あった額に対する国庫補助負担割合分を国へと償還することとなっている。実際には返還され
ていない貸付金についても、市や県が借受人に代わって国に償還しなければならない災害援護
資金貸付制度は自治体に対して重い負担を求めている。

④起債に関する金利負担分に対する特別地方交付税措置
・起債に関する金利負担分に対する特別地方交付税措置を行うこと
【本県の現状】
・阪神・淡路大震災では、大混乱の状況下で早期の被災者の救済が求められたが、当時は中低所
得の被災者の生活再建には災害援護資金以外の選択肢がなく、貸付から20 年が経過している現
在においても、多くの労力と費用を費やして償還業務にあたっている。
＜災害援護資金貸付金の償還状況（H29.3末時点）＞
貸付額約1,309億円（うち神戸市分約777億円）のうち、償還額約1,106億円、
償還免除額約145億円、未償還額約58億円（うち神戸市分約32億円）

(9) 所有者不明土地に対する抜本的な対策の検討
【法務省】P28
新・相続登記等がされておらず直ちに土地所有者情報の把握が困難な場合があること
から、相続登記を義務化するとともに、登記簿と戸籍などの情報を一元化するな
ど土地所有者情報を円滑に把握できる仕組みを検討すること
新・土地を手放すことができる仕組みの検討に当たっては、土地所有権の帰属先と管
理の在り方について県・市町等の意見を十分踏まえること
＜所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針＞
・H30.6.1 関係閣僚会議において、以下の内容を盛り込んだ基本方針を決定。
○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の円滑な施行
○登記制度・土地所有権等の在り方、相続登記の促進 など
＜県内の状況
調査筆数 A
58,535

H29年度地籍調査実施状況（平成29年度地籍調査実施面積等調書より）＞
不明筆数 B
率 B/A
備考
12,829
21.9% 不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地
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(10) 水道事業への財政支援の拡充等
①水道事業の広域化及び広域連携への財政支援【総務省、財務省、厚生労働省】P153
新・県等が市町に対して実施する広域化のための施設整備や、災害復旧等専門的な技
術を要する人材派遣、人材育成の経費に対する支援を行うこと
新・交付金、補助金及び地方交付税について、事業統合等の広域化事業に加え、施設
の共同利用など広域連携を含めた事業を対象とすること
新・市町合併等により行われたものも含め、統廃合(集約化)に伴う施設整備や水道施
設の取り壊しに係る財政支援や、水道施設の廃止等における国庫補助金等の返還
免除を行うこと
②経営維持に必要となる補助事業の予算確保及び制度拡充
【厚生労働省】P152
・生活基盤施設耐震化等交付金、水道施設整備費国庫補助金について、必要な予算
枠を確保し、補助率を引き上げること（1/4～1/2→一律1/2）
【国制度の問題点】
・公営企業の施設の用途廃止に伴う繰上償還金に対して、公営企業施設等整理債の発行が認めら
れているが、償還年限が10年以内となっており、水道施設の法定耐用年数（例：浄水設備60年）
と比較して短い。
＜水道施設及び職員の状況＞

区分
老朽化率
職員数

兵庫県
15.5
▲6.0

【水道施設に関する国補助金等の推移】
4,000

全国
13.6
▲6.0

交付金

3,500

上水道

3,000

※１ 老朽化率は、法定耐用年数(40年)を
超過した水道管の割合
※２ 職員数は、水道事業に従事する職員
数の H24→H28の増減率

簡易水道

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

③AIやIoTなど新技術活用への財政支援
【総務省、厚生労働省】P153
新・AIやIoTを活用した施設の自動化や遠隔操作等の先端技術の導入を支援する国の
モデル事業の成果を踏まえ、早期に本格実施すること
・広域化が困難な地域においても同様の事業が実施できるよう採択要件を設定する
こと
【国の制度の問題点】
・モデル事業では、地域条件により広域化が困難な事業体は先端技術を活用した設備の導入のみ
が対象となり、設備とあわせて整備する取水・導水施設等の施設は補助対象とならない。
＜国の補助制度の対象＞
○広域的な水道施設の整備と合わせて実施するIOT 技術を活用した業務の効率化や、付加価値の
高い水道サービスの実現を図る事業
（対象施設）
・先端技術を活用した設備
・先端技術を活用した設備と合わせて整備する施設（取水・導水・浄水・送水・配水施設）
○IOT 技術を活用した業務の効率化や、付加価値の高い水道サービスの実現を図る事業
（対象施設）
・先端技術を活用した設備
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④過疎・辺地対策事業債の対象事業の拡充
【総務省、財務省】P152
・旧簡易水道区域を含む上水道を過疎・辺地対策事業債の対象事業に追加すること
【国制度の問題点】
・旧簡易水道区域を含む不採算な条件のもとでの経営を余儀なくされる上水道が増加しているこ
とから、上水道に統合された旧簡易水道に対しても財政措置が必要である。

(11) 陸上自衛隊姫路駐屯地の体制維持
【防衛省】P142
新・陸上自衛隊姫路駐屯地が本県の災害対応拠点として、さらには大規模・広域災害
時のベースキャンプとしての機能を発揮できるよう、輸送や後方支援など新たな
機能付与も含めて、現行の体制を維持すること
【部隊の再編・見直し】
・防衛計画の大綱に基づく中期防衛力整備計画において、北海道以外に所在する作戦基本部隊が
装備する火砲について、新編する各方面隊の特科部隊への集約に向けた事業を着実に進めると
され、姫路駐屯地第３特科隊をはじめとする県内部隊の再編・見直しが進められている。
＜姫路駐屯地の災害対応＞
○兵庫県の地域防災計画では、姫路駐屯地第３特科隊を
災害派遣要請部隊に位置付け（県内15市10町を担当）
、
発災時には県本部へ連絡要員を派遣
○平成７年以降の第３特科隊の災害派遣状況（計19回）

青野原駐屯地

・林野火災…12 回
・風 水 害…４回［H11 新湊川浸水,H16 台風第 23 号,
H21 台風第 9 号,H26 阪神丹波豪雨］
・船舶事故…２回［H９ ﾛｼｱﾀﾝｶｰ重油流出事故(2)］
・地

震…１回［H７ 阪神淡路大震災］

○鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ発生時には、殺処分要員を即座に派遣

伊丹駐屯地
姫路駐屯地

○熊本地震では、東日本の各駐屯地から派遣される部隊
の集結地として、その地理的位置や駐屯機能から隊員
の宿泊・入浴、車両整備、給油支援などの中核的な役
割を発揮
担当部隊

第 3 特科隊
［姫路駐屯地］
第８

［

第 36
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神戸､東播磨、中播磨
西播磨､但馬、淡路
１５市１０町
］ 北播磨、丹波［７市１町］

［伊丹］ 阪神［７市１町］
合

【H26 阪神丹波豪雨における災害派遣】
出典：防衛省 HP より引用

担当区域

計

４１市町［29 市 12 町］

２ エネルギー・環境対策の充実
(1) 水素ステーションの整備促進
【経済産業省、環境省】P173
・水素エネルギーの利用を拡大するため、水素ステーションの整備・運営に対する
補助率及び補助金限度額を拡充すること
新・安全を確保した上で、以下の規制の見直しを早急に進めること
○事業者が新規参入できるよう、保安監督者に関する経験要件（水素製造に関す
る６箇月の実務経験）を見直すこと
○点検による休業期間（約30日間）の短縮や点検費用の低減を図るため、一般高
圧ガス保安規則に定める保安検査の方法及び項目（115項目）について、安全
性を検証した上で見直すこと
・整備コストを下げるための研究開発を着実に推進すること
【国制度の問題点】
・現在、国において水素ステーションの整備に対して2/3又は1/2の補助制度があるが、約４～５
億円の高額な整備費用が負担となり、水素ステーションの整備が進まない状況にある。
・整備費用をガソリンスタンドの整備費（約１億円）程度に緩和することが必要である。
＜国の水素ステーションのコストダウン目標＞
区 分
2014年
2020年（目標：半減）
2020年代半ば
整備費
４～５億円
2.3億円
欧米と同等のコスト※
運営費
４～５千万円／年
2,300万円
※整備費２億円程度、運営費1,500万円程度という調査結果も存在
ただし、ｽﾀﾝﾄﾞの立地条件・環境によりｺｽﾄが大きく左右
＜国の規制見直しの状況＞
・平成29年６月に規制改革実施計画へ37項目の規制見直しを盛り込み検討中
［主な規制の状況（国において見直し検討中の項目）
］
・高圧ガス保安法（以下法）により、水素スタンドでは、事業所ごとに高圧ガス製造責任者免状
と一定の経験(圧縮水素又は液化水素の製造に関する６箇月以上の経験)を持つ者を保安監督者
として一人選任することとされている。
・法に基づく検査は、毎年2,000万円と高額な費用を要しているほか、蓄圧器の開放検査を伴う法
定検査20日間、定期自主検査10日間の計30日間を要しており、運営の支障となっている。
※これまでの見直しで、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞとの併設、公道と充填装置間の距離の短縮は可能となった。
＜兵庫県内の水素ステーションの設置状況＞
開設者
開設時期
岩谷産業(株)
平成26年７月
日本エア・リキード(株)
平成29年３月
※岩谷産業(株)が伊丹空港内で開設予定

対象
商用
商用

場所
尼崎市
神戸市兵庫区
【水素ｽﾃｰｼｮﾝ（尼崎）】

(2) 水素エネルギー活用社会に向けた技術開発等の推進 【経済産業省、環境省】P174
・水素社会の実現に向け、関連産業が集積する兵庫県内への液化水素の受入基地や
水素発電所の整備を推進する支援制度を創設すること
＜水素サプライチェーン構築実証事業＞
［概 要］褐炭から水素を製造する「褐炭ガス化技術」
、
「液化水素の長距離大量輸送技術」
、
「液化水素荷役技術」
の開発を実施
［主 体］技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構
（川崎重工業㈱、岩谷産業㈱、シェルジャパン㈱、電源開発㈱）
【受入基地（ｲﾒｰｼﾞ）】
＜水素CGS活用スマートコミュニティ技術開発事業＞
［概 要］ポートアイランドにおいて、水素と天然ガスを燃料とした水素発電システムにより、
周辺施設へ電気と熱を供給
［主 体］㈱大林組、川崎重工業㈱
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(2) 洋上風力発電施設等の設置に関する海域利用への対応【内閣府、国土交通省、経済産業省】P172
新・海上再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する法律（案）に
ついて、促進区域の状況調査に先立つ経済産業大臣及び国土交通大臣と都道府県
知事との事前協議の実施及び都道府県知事の意見を尊重する旨を明示すること
新・設置された海洋再生可能エネルギー発電設備について、管理及び撤去、処分が適
切に行われる仕組みを構築すること
＜海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する法律案（H30.3.9 閣議決定＞
・経産大臣及び国交大臣が促進区域を指定し、事業者から提出された公募占用計画を認定
※指定しようとする区域の状況調査に当たり、都道府県との事前協議は明記されていない
・事業者は認定公募占用計画に基づき、最大 30 年間の占用許可を申請可能
※事業の中止等による設備の撤去、処分等の確実性が明記されていない

(3) 太陽光発電施設の設置に関するFIT法手続きの厳格化
【経済産業省】P172
・太陽光発電施設の設置の際、事業者に安全性の確認や地域住民への事前説明の義
務付けなど、FIT法に基づく事業計画認定手続きを厳格化する法整備を行うこと
【国制度の問題点】
・大規模太陽光発電施設の設置に際して、防災上の懸念や居住環境への影響等をめぐる地域住民
とのトラブルが多発している。
・上記トラブル解消のためには、FIT法において設置地盤等の安全性確認や近隣への説明などの開
発調整機能を規定することが求められる。
＜太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の概要（H29.7施行）＞
区 分
内 容
手 続 き ・事前に近隣関係者へ説明の上、工事着手の60日前までに事業計画の届出を義務付け
・工事完了時、廃止時等にも届け出ることを義務付け
届出対象 ・事業区域の面積が原則5,000㎡以上の太陽光発電施設の設置工事等
施設基準 ・景観との調和、防災上の措置、安全性の確保、廃止後の措置等について基準化
平成29年度事業計画の届出件数実績：55件
※FIT法：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

(4) 瀬戸内海の豊かで美しい里海としての再生
【国土交通省、環境省】P126
①海域の窒素及びりんに関する環境基準の下限値の設定
・海の生態系を支える植物プランクトンの栄養である窒素、りん濃度の環境基準の
下限値を早急に設定すること
②良好な生態系の維持に向けた窒素及びりんの削減から管理への転換
・窒素及びりんの削減から管理への転換を目的として、水質総量規制制度の抜本的
見直しや、放流水の水質の基準のあり方など下水処理場の排水に関する規制制度
の見直しを行うこと
【提案の背景】
・昭和55年以降、８次にわたり総量削減計画（第５次から窒素・りんも対象）を策定し、COD、
窒素及びりんに係る負荷量が削減され、水質は大幅に改善したが、栄養塩の不足により、生物
多様性・生物生産性の低下が指摘されている。
・H5.6中央公害対策審議会答申では「窒素及び燐は一次生産者である植物プランクトンの栄養と
して海域の生態系の維持に必要であり、極端に濃度を低くする必要はない」とされている。
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＜兵庫県(瀬戸内海)の漁獲消費基礎生産と全窒素濃度の推移＞
400

漁獲消費基礎生産(10万t):左目盛

350

全窒素(mg/L):右目盛

0.7
0.6

300

0.5

250

0.4

200
0.3

150

0.2

100

「広域総合水質調査」
（環境省）
「漁業・養殖業生産統計」
（農林水産省）
※漁獲消費基礎生産は、
「プランクトン食性
魚介類」及び「魚食性魚類」が、それぞれ
１ｔ当り植物プランクトンを 100ｔ及び
1,000ｔ捕食するとみなし、対象魚種の漁
獲量にこれらの値を乗じて算出
※全窒素は、大阪湾北部、大阪湾南部、播磨
灘北部、播磨灘南部の 24 地点の平均値

0.1

50
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S61

S59

0
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0

（暦年）

３ 地域自立の推進
(1) 地方分権改革の推進
【内閣府、総務省】P176
日本国憲法における地方自治に関する規定について、以下の通り改正すること
①地方自治の本旨の明確化
・国民である住民から直接負託されている地方自治体固有の権能が明確になるよう
地方自治の基本である住民自治と団体自治を憲法に規定すること
【現行憲法の問題点】
・現行の憲法第92条では、
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づ
いて、法律でこれを定める」と規定されているだけで、抽象的で分かりにくいため、地方自治
の基本である住民自治と団体自治を憲法に明記することが不可欠である。

②国の事務を限定する規定の追加
新・抜本的な地方分権を実現するため、国の役割を外交、防衛等に限定し、その他の
事務は地方が幅広く担うことを規定すること
・地方の統治機構のあり方等については、地方制度調査会を活用して検討すること
＜中央集権制限法（Ｈ５ 兵庫県提唱）概要＞
・国が処理すべき事務を19項目に限定（外交、防衛、皇室、司法・行刑、海上保安等）
・地方が処理する事務に対し、国は原則関与しない
・地方の実施する事務に要する経費は税財源の再配分、地方交付税の充実等による全額一般財源として措置

③地方自治の根幹に関わる規定の追加
・地方公共団体の定義及び役割を明確化し、条例制定権、自主財政権、自主課税権
等の具体的な権限に関する規定の追加を検討すること
【現行憲法の問題点】
・国による地方自治の侵害を防ぐため、法律に違反しない限り地方が独自に立法権、財政権、課
税権を有することを記載すべきである。
・地方公共団体の種類については、憲法上規定がないことから、地方公共団体の種類（基礎自治
体としての市町村、広域自治体としての都道府県）を明記する必要がある。
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(2) 地方税財政の充実強化
①地方一般財源総額の充実・確保等
ア 常態化している地方の財源不足への対応
【総務省、財務省】P179
・常態化している巨額の財源不足を解消し、臨時財政対策債に頼らない財政運営を
可能にするため、地方税体系の抜本的な見直しと併せ、法定率の引上げ等による
地方交付税の充実を図ること
＜地方財政収支の財源不足額の推移＞

＜平成30年度地方の財源不足額の内訳＞
出典：総務省
金 額
7,900億円

財源対策債の発行
平成28年度国税決算清算繰延べ
一般会計加算

2,245億円
5,367億円

交付税特別会計剰余金の活用
地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用

750億円
4,000億円

臨時財政対策債(既往債[H13～]の元利償還金分等)
小 計

3兆8,210億円
5兆8,472億円

折半対象財源不足額

3,311億円
合 計

6兆1,783億円

※平成 30 年度の財源不足額は 6.2 兆。今後も巨額の財源不足が続く見通し

イ 地方一般財源総額の確保
【総務省、財務省】P179
・骨太の方針2018において、地方の一般財源総額は、2019年度から2021年度まで2018
年度と実質水準を確保するとされたが、今後とも増加する社会保障関係費はもと
より、地域の経済雇用対策、防災・減災対策の推進等の課題に対応できるよう、
地方の財政需要に見合った地方一般財源総額を確保すること
【提案の背景】
・今後、国の財政健全化を実現するために、地方の実情を無視した地方財政計画の歳出削減圧力
が強まることが予想される。
＜経済財政運営と改革の基本方針2018（地方の歳出水準）＞
・国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要と
なる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的水準を確
保する
＜地方の一般行政経費＞
区 分

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

一般行政経費
うち補助分
うち社会保障関係費
うち社会保障関係費以外
うち地方単独分
うち社会保障関係費※
うち社会保障関係費以外
【参考】投資的経費
うち地方単独分

26.1
12.3
11.6
0.7
13.8
6.2
7.6
14.1
8

28.2
14.4
13.7
0.7
13.8
6.2
7.6
11.9
6.9

29.6
15.7
15.1
0.6
13.9
6.2
7.7
11.3
5.4

29.7
15.9
15.2
0.7
13.8
6.2
7.6
10.9
5.2

30.4
16.4
15.6
0.8
14.0
6.3
7.7
10.7
5.0

31.4
17.4
16.5
0.9
14.0
6.3
7.7
11.0
5.2

32.5
18.5
17.4
1.1
14.0
6.3
7.7
11.0
5.3

33.0
19.0
17.5
1.5
14.0
6.3
7.7
11.2
5.4

（単位：兆円）
H30H29
H30
H21
33.8 34.3
8.2
19.8 20.2
8.9
18.3 18.7
7.1
1.5
1.5
0.8
14.0 14.1
0.3
6.3
6.3
0.1
7.7
7.8
0.2
11.4 11.6 ▲2.5
5.6
5.8 ▲2.3

※各年度の「地方単独分のうち社会保障関係費」は、H22年度を基準とした地方単独分の伸び率を、H22年度の地方
単独分のうち社会保障関係費に乗じて推計
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ウ 地方が保有する基金の残高の適正な評価
【総務省、財務省】P180
・財政制度等審議会において、地方が保有する基金残高の増加をもって地方財政に
余裕があり、地方財政計画の歳出を見直すべきとの議論があるが、基金の増加理
由は各自治体によって異なることから、地方全体の基金が増加していることをも
って、一律に地方財政に余裕があると判断するのは不適切である。安定的な財政
運営を行うことができる適切な地方財政計画の規模を確保すること
【財制審の議論の問題点】
・地方の財政調整基金を含めた基金残高の増加は、国の制度の枠内でしか赤字国債の発行が認め
られない中、災害はもとより、今後増加する公共施設等の老朽化対策等の将来への備えととも
に、合併算定替終了後への対応など、歳出抑制努力等の地方の適切な財政運営の結果として評
価すべきである。
＜地方税収等の決算と地財計画との乖離額及び基金残高等の推移＞
区 分
H18
地方税収等の決算と地財
0.9
計画との乖離額

H22

H23

H24

（単位：兆円）

H19

H20

H21

H25

H26

△0.8

△1.6

△2.4

1.3

0.1

0.2

0.9

1.2

H27

H28

0.8 △0.3

H28-H18
△1.2

基金残高合計

13.6

13.9

15.3

17.2

17.9

17.7

18.0

19.5

19.8

21.0

21.5

＋7.9

兵庫県(億円)

200

208

454

1,211

1,142

997

838

834

549

464

434

＋234

財政調整基金残高

4.1

4.2

4.4

4.5

5.2

5.6

6.0

6.7

7.1

7.5

7.5

＋3.4

0

0

0

0

1

3

6

9

12

16

20

＋20

兵庫県(億円)

※出典：総務省「地方公共団体の基金の積立状況等に関する調査」 基金残高には、減債基金（満期一括償還分）を含まない

②社会保障、教育費負担軽減に必要な地方財源の確保
【内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省】P181
・幼児教育・保育の無償化や待機児童対策等、社会保障を全世代型のものとする新
たな政策パッケージの実施に当たっては、社会保障の現場は地方が担っているこ
とを踏まえ、地方の意見を十分反映すること。
・国の責任において地方負担分も含め必要な財源を確保すること
③地方の投資的経費の確保
【総務省、財務省】P182
・今後30年以内の発生確率が70％と予測されている南海トラフ地震や近年多発する
豪雨災害等の大規模災害に備えるため、地域における津波防災インフラ整備等の
防災・減災対策の推進や地域創生を支えるインフラ整備等が急務となっているこ
とから、必要な投資的経費を確保すること
【提案の背景】
・この十数年間で大きく削減されている。
（単位：兆円）
区分
H21 H22 H23 H24 H25
H26
H27
H28
H29
H30
H30-H21
投資的経費
14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 11.4 11.6
△2.5
うち直轄・補助
6.0 5.0 5.9 5.7 5.7
5.8
5.7 5.8
5.7 5.8
△0.2
うち単独
8.1 6.9 5.4 5.2 5.0
5.2
5.3 5.4
5.6 5.8
△2.3
※表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある
（出典：総務省）

④地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の確保
【総務省、財務省】P182
・地方交付税の算定に当たっては、財源保障機能の観点から標準的な行政サービス
を遂行するために必要な経費を基本とすべきであり、個々の団体の地方税の徴収
努力や歳出削減努力をもって、地方全体の地方交付税の削減を行うトップランナ
ー方式を見直すこと。また、その拡大は厳に慎むこと
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(3) 地方税の偏在是正に向けた税制の抜本的な改革の実施
【総務省、財務省】P183
・特に偏在が大きくなっている地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じ
ることにより、偏在性が小さい地方税体系を構築すること
・中長期的には、地方法人課税と偏在性の比較的小さい消費税との国地方間での税
源交換を行うなど、税制の抜本改革を進めること
【提案の背景】

・消費税率10％への引上げに併せて、地方法人特別税・譲与税が廃止される一方、法人住民
税法人税割の交付税原資化の拡充が行われるが、地方税の偏在是正には不十分である。
＜予定されている法人住民税法人割の交付税原資化の拡充＞
現行：4.4％ → 平成31年10月1日予定：10.3％（＋5.9％）
＜人口一人当たりの税収額の状況（平成28年度決算）＞ 出典：総務省

東京都／沖縄県＝2.4 倍

(4) 地方税体系の充実強化

東京都／奈良県＝6.1 倍

東京都／沖縄県＝1.8 倍

【内閣官房、内閣府、総務省、財務省】

①事業活動の実態を反映した法人事業税分割基準の抜本的見直し
P185
・生産設備の現在高である償却資産基準の導入や本社管理部門の従業員数の割落と
しなど、法人事業税の分割基準を抜本的に見直すこと
【国制度の問題点】
・製造業では従業員のみを分割基準としており、資本金１億円以上の法人では工場の従業者数を
1.5倍に換算しているが、ﾛﾎﾞｯﾄ化やIT化の進展による工場労働者の減少、付加価値を生まない
本社管理部門の東京への集中など、事業活動の実態を適切に反映したものになっていない。

②環境性能割の創設等に伴う適切な財源措置
P186
・自動車税及び軽自動車税の環境性能割の創設に併せて行う燃費基準の見直しに伴
う減収分を確実に補てんできるよう財源措置を行うこと
・賦課徴収システムの改修に対しては適切な財源措置を行うこと
【提案の背景】
・現行の自動車取得税は偏在性が少なく、税額の約７割が自動車取得税交付金として市町村に交
付されており、貴重な財源となっている。
・自動車取得税の廃止に伴う自動車税及び軽自動車税への環境性能割の導入により、全国ベース
で約180億円の減収が見込まれる（施行は平成31年10月）
。

③ゴルフ場利用税の堅持及び非課税措置の見直し
P186
・ゴルフ場利用税は、ゴルフ場特有の行政需要に対応するため、利用者に一定の負
担を求めるものであり、その廃止又は縮小は多くのゴルフ場が所在する本県及び
市町の財政運営に重大な影響を及ぼすことから、ゴルフ場利用税を堅持すること
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・70歳以上に対する非課税措置を担税力の観点から廃止し、将来にわたりゴルフ人
口を増加させる対策として、30歳以下を対象とした非課税措置を創設すること
【提案の背景】
・ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する人に課税する都道府県税で、収入額のうち10分の７は、
ゴルフ場が所在する市町村に交付しており、重要な財源である。
・文部科学省やゴルフ業界団体は、消費税との二重課税の解消、オリンピックの正式競技となっ
たゴルフに対する課税の解消、生涯スポーツ社会の実現に寄与するため、廃止を要望している。
＜世帯主の年齢階級別の所得・貯蓄の状況＞
世帯主の年齢
1世帯あたり所得
29歳以下
343.5万円
70歳以上
405.3万円

1世帯あたり貯蓄
154.8万円
1,263.5万円

（厚生労働省「国民生活基本調査」
）
＜本県におけるゴルフ場に関連する予算額＞
H30予算額
一財
災害対策 地滑り対策、洪水対策等
1,472 1,204
環境対策 水質調査、安全指導等
53
7
消防・救急 ドクターヘリ運営等
18
18
道路
アクセス道路維持管理等
2,832 2,736
ｽﾎﾟｰﾂ振興 団体・競技者支援等
3
3
地域振興 観光利用促進等
10
10
合計 4,388 3,978
参考：本県のゴルフ場利用税収（H28) 3,678
項目

主な事業

＜兵庫県における交付額上位団体＞
県内
市町名
順位
1
2
3
4
5

三木市
神戸市
加東市
宝塚市
西宮市

ゴルフ場利用税
交付金
（単位：千円）
565,698
395,456
330,900
181,689
135,431
（平成 28 年度決算額）

④消費税率の確実な引上げに向けた景気の底上げ
P189
・個人消費のてこ入れや、中小企業の競争力強化、規制緩和による成長戦略の推進、
観光産業や農林水産業の振興等、景気の底上げにつながる対策を継続的に実施す
ること
(5) 森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設に向けた対応
【内閣官房、内閣府、総務省、財務省、農林水産省】
①都道府県の役割に応じた必要な経費の措置
P190
・市町村に対する指導や助言など都道府県が担う役割を果たすため行う業務に必要
な経費は国において全額措置すること
【提案の背景】
・市町が森林環境譲与税(仮称)を活用した取組の検討や実施を行うにあたり、県が市町に対して
行う指導・助言に要する人件費について、県に配分される森林環境譲与税の活用の可否が明確
にされていない。

②導入に向けた国民への十分な説明
P191
・森林環境税（仮称）の導入に当たっては、以下の点等について国民に丁寧に説明
し十分な理解を得ること
○地方の基幹的税目である個人住民税に国税を附加すること
○森林整備により防災や地球温暖化防止等という森林の公益的機能を回復させ、
その効果は、地方部はもとより都市部にも及ぶことから、幅広く負担を求める
制度であること
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③森林環境譲与税（仮称）の先行実施に必要な財源の確保
P191
新・平成31年度から先行実施される森林環境譲与税（仮称）の財源については、地方
財政全体に影響がないように確保すること
【提案の背景】
・平成36年度から課税される森林環境税（仮称）に先行し、森林環境譲与税（仮称）が平成31年
度から実施されるが、財源は国の譲与税特別会計からの借入れで対応されることとなっており、
他の譲与税の財源等への影響が懸念される。

④森林環境税（仮称）の導入に伴う適切な財源措置
P191
新・平成36年度から導入される森林環境税（仮称）について、市町村の賦課徴収費用
等に対し国が適切な財源措置を行うこと
【提案の背景】
・森林環境税(仮称)は、市町村が賦課徴収し、都道府県を経由して国へ払い込むとされているこ
とから、市町村の賦課徴収費用、市町村及び都道府県のシステム改修費用等については、森林
環境税（仮称）の使途に追加する等、国が適切な財源措置をすべきである。

(6) ふるさと納税における適切な制度設計
【内閣府、総務省】
①過度な返礼品に関する対応の検討
P191
・制度の適正な運用に向けて、返礼品の廃止あるいは一般的に受け入れられる水準
として寄附額の１割を上限とするなど、さらなる検討を行うこと
【国制度の問題点】
・以下の２点を踏まえて適正に運用すべきである
①寄附金は経済的利益の無償の供与であること
②ふるさと納税は通常の寄附金控除に上乗せした特例控除が適用されること
・総務省からは、返礼品の価格の上限を寄付額の３割とする等の運用が示されているが、上限を
大きく逸脱した返礼品を送付し、その結果多額の寄付を集めるような団体がなお散見される。

②ふるさと納税ワンストップ特例制度の廃止
P191
・ふるさと納税ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例制度では、所得税控除分相当額も含めて個人住民税から
控除され、本来地方の財源となるべき税収が損なわれているため、廃止すること
【国制度の問題点】
・ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分については、原則として所得税及び個人住民税から
全額が控除されるが、ワンストップ特例制度では、全額が住民税から控除されることになって
おり、国が負担すべき所得税控除分相当額まで地方の負担となっている。
＜兵庫県へのふるさと納税における控除額の内訳（平成28年度）＞
区 分
個人住民税（県民税・市町村民税）控除額
うち ワンストップ特例制度分控除額
うち 所得税控除分相当額
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控除額
94.2億円
23.6億円
4.4億円

③個人住民税からの控除の見直し
新・個人住民税の特例控除額の限度額（所得割額の２割）を見直すこと

P192

【国制度の問題点】
・平成27年度に個人住民税の特例控除額が所得税割の１割から２割に拡大され、更に高額所得者
が優遇される制度となった。
＜ふるさと納税における控除の概要＞
控 除 額 28,000円(B+C+D)

←控除外→
所得税の控除額(B)
適用
下限額(A)
2,000円

（ふるさと納税額-2,000円）
×所得税率
(30,000円-A)×20%
=5,600円

住民税の控除額
（基本分）（C)

住民税の控除額（特例分）(D)

（ふるさと納税額-2,000円）×
住民税率（10％)
(30,000円-A)×10%
=2,800円

※所得割額の２割を限度
（30,000円-A）-（B+C）
=19,600円

※年収700万円の給与所得者（夫婦子なしの場合）が30,000円のふるさと納税をした場合のもの

④「企業版ふるさと納税制度」の運用改善
P192
ア 申請要件の見直し
・申請時における寄附企業の確保要件を廃止すること
・地方版総合戦略に位置付けられた事業であれば改めて地域再生計画を作成しなく
ても事業の認定が受けられるようにするなど、弾力的に活用できるよう制度を簡
素化すること
【国制度の問題点】
・地方版総合戦略は、有識者の意見聴取やパブリックコメントを実施し、議会の議決を経て策定
されており、地方再生計画の認定基準を満たしているものである。
・それにもかかわらず、企業版ふるさと納税制度の申請に当たり、地域再生計画の作成が義務付
けられており、地方にとっては二度手間となっている。

イ 本社所在の地方自治体への寄附の対象化
・本社が所在する地方自治体への寄附を可能とすること
【提案の趣旨】
・寄附を通じて地方創生の取組に貢献するという事業目的を踏まえれば、寄附制度を活用する起
業の裾野を広げるために、本社が所在する地方自治体への寄附を可能とすべきである。
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