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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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（人） 転入超過数 東京圏 東京都 大阪府
H28 ▲ 6,760 ▲ 7,203 ▲ 4,606 ▲ 2,069
H29 ▲ 6,657 ▲ 7,356 ▲ 4,742 ▲ 1,791

H29-H28 103 ▲ 153 ▲ 136 278

（人） 0～19歳 20～29歳 30～39歳 40歳以上
H28 430 ▲ 5,743 ▲ 954 ▲ 493
H29 217 ▲ 5,991 ▲ 694 ▲ 189

H29-H28 ▲ 213 ▲ 248 260 304

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 
 
主(1) 地方に人や資本を環流させる抜本的な対策の実施【内閣官房、総務、財務、文科、経産】 

・「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、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を抑制する制度を創設すること 
【提案の背景】 

・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)」等を実現するための大胆な施策の実施が必要である。 

・東京一極集中が日本全体の活力低下をもたらすとの認識のもと、東京圏への人口流入を抑制し、
地方に人や資本を環流させるため、大胆な政策を国の責務として立案、実行する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［過去の法令］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 

区  分 内  容 
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 

 

 

主(2) 地方の大学の特色化を推進する施策の充実              【文科】 

① 地方の国公私立大学の特色化                              

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 

 

《本
県
の
転
入
超
過
数
》 
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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 

新・特色化を図るために若手研究者が海外で研修を受ける場合の派遣経費を支援する制度

を創設すること 

［本県の例］兵庫県立大学の研究者の派遣の例 

・兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科准教授の海外派遣 

[ルイジアナ州立大学 ランドスケープデザイン教育研修プログラム] 

新・地方の国公立大学において、海外から企業経営者や大学・研究機関の卓越した研究実

績を有する者等を自大学の教員として招致する場合の研究費や家族の居住・生活環境

を整備するための費用等に対して助成する制度を創設すること 
 

② 大学COC＋事業の拡充                               

・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) 人と企業の地方移転を促進する税制の充実・強化  【内閣官房、内閣府、総務、財務、経産、厚労、国交】 

① 地方拠点強化税制の充実                            

［参考］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 

    ※ オフィス減税と雇用促進税制の併用は原則不可（移転型の上乗せ措置のみ併用可） 
 
ア 税制の拡充及び併用 

主ⅰ)控除率及び額の拡充 

・税額控除の率及び額を倍増するなど大幅に拡充すること 
 
主ⅱ）オフィス減税と雇用促進税制の併用 

新・オフィス減税と雇用促進税制の併用ができるようにすること 
 
ⅲ）社宅、社員寮の対象化 

・本社機能移転に伴う社宅、社員寮の取得・整備についても支援の対象とすること 

【国制度の問題点】 

・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)） 
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［国の制度］「地方拠点強化税制」の概要    

区 分 内 容 

地方に所在する本

社機能の拡充 

（拡充型） 

オフィス減税 
建物、附属設備（空調等）、構築物（駐車場等）を取得した場合、

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） 

東京23区から地方

へ本社機能を移転 

（移転型） 

オフィス減税 
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90万円(30万円分が上乗せ)×3年の税額控除(最大) 

 （想定される併用不可となった理由） 

  ・支援対象外地域の除外や雇用要件の緩和など、制度の拡充がなされたことから、同じ税目であ

る、法人税から重ねて控除する両優遇措置の併用は過度な優遇として不可となった。 

・一方、東京一極集中を是正する観点から、移転型の上乗せ部分は併用可として残った。 
 
主イ 施設整備計画の認定における従業者数に関する要件の適正化 

・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 
【国制度の問題点】  

・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） 
 

ウ 雇用促進税制の適用における従業員数に関する要件の緩和 

・雇用促進税制の適用要件は、法人全体の本社機能に従事する従業者の増加数を引き下

げるなど要件を見直すこと(中小企業２人以上→１人以上） 
【国制度の問題点】 

・企業規模が異なる大企業と中小企業の要件に差を設け、中小企業に配慮した要件とし、中小企業

が当該税制を活用しやすくする必要がある。（現行：大企業、中小企業とも２人以上） 
 

② 地域別の法人税率の設定                             

・地方拠点強化税制に加えて、法人税について東京圏、その他の都市圏、多自然地域で

異なる税率を適用する地域別税率制度を導入すること 
【提案の背景】 

・人口減少をはじめとした諸課題に対応し、地域創生を進めるため、東京一極集中を是正し、人や

企業が地方を志向する仕組みを構築することが必要である。 

［ﾃﾞｰﾀ1］大企業本社の所在地シェア（2014年） 

（資本金50億円以上） 

 

 

［ﾃﾞｰﾀ2］法人県民税・事業税の税率比較（超過税率含む） 
区 分 兵庫県 東京都 

法人県(都)民税 4.0％ 4.2％ 
法人事業税 標準税率の1.05倍 標準税率の1.05倍 

 

 

主③ ＵＪＩターンを促す個人住民税の地域別課税制度の導入               

・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。 

［制度見直し］個人住民税の均等割見直し（H16） 
H15まで H16改正 

人口50万以上の市 3,000円 
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 
 

 

東京都（56.0％） 大阪府（10.2％） 兵庫県（2.8％） その他（31.0％）
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④ 企業誘致のため地方税の減額課税等を実施した場合の減収補填措置の創設       

・人と企業の地方移転を促進するため独自に地方税の税率引下げや免除を行った場合に、

その減収相当分について、財政力に応じ補填を行う仕組みを導入すること 

【提案の背景】 

・地方が独自に実施する地方税の減額課税等は、東京一極集中を是正する地方創生の取組である 
ことを踏まえ、減収相当分については地方財政に影響が出ないよう一定の支援が必要である。 

 
［本県の取組］本県の産業立地促進制度における税軽減の概要 

区 分 内 容 

法人事業税 
促進地域 1/2軽減 

一般地域 1/3～1/4軽減（いずれも5年間） 

不動産取得税 1/2軽減（2億円限度） ※一般地域は本社機能立地に限る。 

 ※促進地域：但馬、丹波、淡路各地域、西脇市、多可町、神河町、赤穂市、たつの市(旧新宮町の区域に限る)、宍粟市、上郡町、佐用町 
 
(4) 企業誘致等を促進する農地制度の見直し              【農水】 

① 農用地区域内にある水路に関する農振除外要件の緩和               

・農用地区域からの除外要件について、ほ場整備事業が事業完了後８年を経過していれ

ば、用排水路整備事業が完了後８年を経過していなくても、除外可能とすること 

【国制度の問題点】 

・農用地区域からの除外要件は、「土地改良事業完了後８年を経過していること」とされている。 

・受益農地が事業完了後８年経過しているにもかかわらず、用排水路整備事業が完了後８年経過し

ていないため、農用地区域からの除外に支障がある事例が生じた。 
 
② 4haを超える農地転用許可手続きの簡素化                    

新・市町が参画して産業用地を創出する場合に限り、4haを超える農地転用許可について、

国との協議を不要又は報告とすること 

【国制度の問題点】 

・4haを超える農地転用を許可する場合、農林水産大臣への協議が必要となる。 

・市町が参画する産業用地開発事業の場合、一定の確実性・計画性等が確保されるとともに、農振

除外・農地転用に当たって、県の関与もあることから、虫食い的・無秩序な開発の懸念は小さい。   
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２ 地域への定住促進策の充実 
 

(1) ＵＪＩターン・二地域居住を促進する住宅環境等の整備強化  【内閣府、農水、国交】 

① 空き家活用の促進                                

人口減少が進む多自然地域やオールドニュータウン等の空き家を移住、起業、子育て支

援、宿泊等の受皿として活用できるよう、以下の措置を講じること 

[法律]空家等対策の推進に関する特別措置法（H26法律第127号）の概要 

・市町村が特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕等の助言、指導、勧告等を行うことが可能に 

・国及び地方公共団体による空家等対策に対する財政上の措置、税制上の措置を実施 

区 分 内 容 

財政上の措置 
補助事業 空き家再生等推進事業、空き家対策総合支援事業を創設 

特別交付税 県は補助事業分、市町は補助事業分・単独事業分を措置 

税制上の措置 空家除却後の敷地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除3,000万円 
  
[本県の取組]本県が実施している主な空き家活用促進策 

事業名 内 容 

空き家活用支援事業 

○若年・子育て世帯住宅改修費補助 
→市街化区域外1/2上限150万円、市街化区域1/3上限100万円 

○住宅への改修費補助 
→市街化区域外1/3上限100万円、市街化区域1/4上限75万円 

○事業所への改修費補助 
→市街化区域外1/3上限150万円、市街化区域1/4上限112.5万円 

田舎暮らし農園施設整備
支援事業 

○空き家等の住宅、民宿等への改修費補助 
→1/3（上限100万円）※遊休農地の活用が必須 

多自然地域におけるIT関
連企業の振興支援事業 

○空き家等の事業所への改修費補助 
→1/2（上限150万円）、賃借料補助1/2（上限月5万円） 

  
ア 空き家再生等推進事業の拡充 

・補助率を拡充（1/3→2/5）すること 

【国制度の問題点】 

・補助率1/3では不十分であり、空き家の活用をさらに促進するためには除却タイプ並の2/5まで引

き上げる必要がある。 

[国の制度]空き家再生等推進事業の概要 

・空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する滞在体験施設、交

流施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得(用地費を除く。)、増築、改築等にかかる費用を助成。 
 
主イ 固定資産税の軽減制度の創設 

・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 

【国制度の問題点】 

・人口減少が進む多自然地域やオールドニュータウン等の空き家を移住、起業、子育て支援、宿泊

等の受皿として活用できるよう、ストックの有効活用の観点から、耐震化やバリアフリー改修時

に認められているものと同様の税の軽減措置が必要である。 
 [税制]固定資産税等の軽減措置の概要 

・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）。 

・同様の場合に、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利用可能（適用は1年間） 
 
ウ 空き家を活用したお試し居住に対する旅館業法の適用除外 

新・当該市町に移住する目的で、市町の空き家バンクに登録済みの空き家でお試し居住す

る場合は、旅館業法の適用除外とすること 

【国制度の問題点】 

・移住希望者が特定の空き家を取得又は賃貸する前提で、当該空き家に短期居住する場合は旅館業

法の適用除外となる。 
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・移住希望者が空き家を取得又は賃貸するためではなく、移住希望地域での生活を体験する間に空

き家で宿泊する場合は、旅館業法の営業許可が必要となることから、これに伴う消防設備等の改

修に費用負担が生じることとなり、市町が実施する生活体験住宅提供事業の支障となっている。 
 
主② 遊休農地を活用した農園整備への支援の拡充                   

・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 

【国制度の問題点】 

・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。 
 

［県の取組］ 

・県では、事業主体に個人も含めたうえで、下記①②の一部を助成 

① 遊休農地の復旧工事、農地活用に必要な農機具庫や休憩所整備などにかかる経費 

② 空き家を二地域居住の拠点や居住地、農業体験民宿などとして活用する場合の改修費等 

※ 29年度には朝来市において農業体験民宿を開設する目的で、個人がこの助成金を活用 
 
主③ 第二住民登録制度の創設                            

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 
 
(2) 若者の就職支援対策                       【厚労】 

① エントリシート方式の見直し                           

・個々の学生等との直接面接、対話を重視する採用のあり方を企業に広く啓発すること 

【提案の背景】 

・多くの企業が新卒採用に関して導入しているｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じたｴﾝﾄﾘｰ方式は、学生にとって応募機

会が増える一方、大企業ばかりに応募が集中するとともにﾐｽﾏｯﾁが生じるという弊害もある。 
 
② 地域若者サポートステーションの委託契約期間の見直し              

・総合的な支援拠点である地域若者サポートステーションとの委託契約について、単年

度ではなく複数年度とすること 

【提案の背景】 

・地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝは、長期無業者も含めた就職困難者など継続的かつきめ細かな支援を必要

とする利用者を抱えているため、複数年度事業とすることにより、継続的な支援が可能となる。 
 

［本県の取組］本県と地域若者サポートステーションとが連携した取組 

実施項目 備 考 

ﾆｰﾄ就労支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 
地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝのほか、学識経験者、労使団体、労働局、
関係市、県関係機関が参画し、情報交換や課題検討を実施 

地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ等支援員を
対象とするｾﾐﾅｰ 

県実施 

自立就職支援ｾﾐﾅｰ 本人、家族を対象とした親子のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰの習得 等 

民間企業での職場体験やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
体験等による就労支援 

 

［県内設置市町］神戸市、姫路市、西宮市、宝塚市、三田市、明石市（加古川市）、豊岡市 

（各圏域１箇所、スタッフ3～8名。厚生労働省がNPOや一般社団法人等に委託して実施） 
 
(3) ふるさと就職の促進                      【厚労】 

① 地方版ハローワークにおけるオンライン検索の利便性の向上               

・国から地方版ハローワークに提供される求職者情報の項目に住所地を追加すること 
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・地方自治体への情報提供を可とする求職者を増やす取組を行うこと 

【国制度の問題点】 

・現在、地方自治体への情報提供を可とした全国の求職者（H29年10月時点で約2千名）について、

個人が特定できる情報（氏名、生年月日、性別、年齢、住所等）を除く23項目（①希望する仕事、

②希望勤務時間、③希望就業形態 等）の情報が地方版ハローワークに提供されている。 

・本県が東京に設置した地方版ハローワークからＵＪＩターンを希望する首都圏在住の求職者に対

して重点的に本県の求人情報、住宅情報等を発信したいが、求職者の住所地がわからないため、

対象者を首都圏在住者に絞り込んだ情報発信を行えない。 

 

② 県内外の大学における就職支援の強化                       

ア 卒業者の地域間移動の詳細な調査の実施 

・大学等を対象とした学校基本調査の項目に卒業後の就職に伴う居住地の移転先を追加

するなど、国において大学卒業者の地域間移動を把握する調査を実施すること 

【国制度の問題点】 

・県内大学卒業者の県内就職の促進に向けて施策対象とすべき地域の絞り込みを行うためには、大

学卒業者の地域間移動を把握する必要があるが、現在、そのような調査が行われていない。 
 

イ 地方公共団体が大学等と連係して取り組む就職支援策への支援の充実 

・地方公共団体が大学等と連携して取り組む就職支援策に対する支援を充実すること 

【提案の背景】 

・東京圏大学の定員抑制や地方と東京圏の大学生交流、産学官連携による産業振興等だけでなく、

地方公共団体が大学等と連携して取り組む就職支援策に対する支援の充実が必要である。 
 

［県の取組］「県内外大学と連携した就職支援」の概要 

県内外大学と就職支援協定等を締結し、若年者の県内就職促進に向け大学と連携して就職を支援  

※ 協定締結大学：県内全37大学及び東洋大学、東京農業大学、中央大学 
事業名 内 容 

大学への県内就職支援
補助事業 

大学が行う学内での企業説明会や中小企業への訪問見学会等の実施を
支援 

大学と連携した県内企
業見学会等実施事業 

県内大学と連携し県内企業見学会、企業研究会・セミナーを実施 

大学生「兵庫就活」促
進事業 

大学生が県内企業への理解を深めるための情報提供(ガイドブックの配
付)、研究活動の支援を実施 

 

 
主③ 地元就職を促す制度の充実                            

ア 地方採用枠の設定など経済団体等への地元就職促進制度導入の要請 

・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 
 

イ 地元就職に関する奨学金返済支援の充実 

・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 

【国制度の問題点】 

・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。 

［国の制度］無利子奨学金（地方創生枠）の概要 

・地方公共団体や企業などの出捐による基金を造成。推薦人数は1都道府県あたり各年度上限100名 

・日本学生支援機構の無利子奨学金事業において、地方大学等に進学する学生や特定分野(都道府

県と地元産業界の合意により設定)の学位を取得しようとする学生に対して地方創生枠を創設。 
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［県の取組］「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） 

  
(4) 女性の就業支援対策                       【厚労】 

① 出産・育児後の就業継続を支援する施策の充実                        

・出産や育児等で一時的に職場を離れる職員の代替要員等の賃金補助制度の創設など支

援策を充実すること 

【提案の背景】 

・女性が結婚、出産などのﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞの変化を乗り越え、その意欲と能力に応じて就業することは、

活力ある社会を実現するために不可欠であるが、約6割の女性が第1子出産を機に退職している。 

・一方、出産後も継続就業した女性の6割以上が、短時間勤務などの育児との両立支援制度がある

ことを就業継続に必要な条件に挙げている。 

・育児休業等による代替要員の賃金補助など、経営者側の負担軽減策の充実は、経営者の両立支援

への理解と育児休業・短時間勤務制度の利用を促進する効果が期待できる。 
 

［本県の取組］「中小企業育児・介護代替要員の確保事業」の概要 
区 分 内 容 
事業概要 代替要員の雇用に要する賃金の一部を助成 

対  象 
従業員総数 300人以下の企業 
事業所規模 株式会社等 100人以下の事業所、左記以外 20人以下の事業所 

対象労働者 同一企業等に引き続き１年以上勤務していた者 等 
支 給 額 代替要員の賃金の1/2（短時間勤務コースは短縮時間分のみ） 

支給上限額 
休業コース 月額10万円、総額100万円 
短時間勤務コース （育児理由）月額2万5千円、養育する子が小学校３年生まで 
      （介護理由）月額10万円、総額100万円 

支給実績 H29実績 休業コース93人、短時間勤務コース3人 計96人（85事業所） 
  

② 再就職を支援する施策の充実                          

・地方公共団体が行う女性の起業や再就職に向けたスキルアップ研修などの事業を支援

する助成制度を創設すること 
・求職者支援制度について、短時間就労を希望する者を対象とするなど、女性の再就職

に向けた支援策を充実すること 
【提案の背景】 

・約5割の女性が結婚・出産を機に退職している一方で、就業を希望している女性の非労働力人口

は、262万人にのぼる。特に本県では女性の就業率が45.2％と低く(全国48.3％、45位)、本県の

取組を拡充することにより、女性の再就職等を支援する。 

・育児、介護等で離職した女性が再就職するために、必要な知識・スキルを得るための国の支援制

度としては、「求職者支援制度」等があるが、女性に特化されたものではなく、短時間就労を希

望する者が対象にならないなど、女性が利用しづらい部分がある。 
 

［本県の取組］「ひょうご女性再就業応援プログラム」の主な実施事業 
事業名 内 容 

女性就業いきいき応
援事業 

出産・育児などの理由で離職した女性の多様な働き方を支援するため、
再就業・起業のためのカリキュラムを提供 

育児・介護等離職者再
就職準備支援事業 

育児、介護等を理由とする離職者が、再就職に必要な知識・スキルを得
るため受講した教育訓練経費の一部を助成 

 

③ 男女の均等な雇用機会・待遇の確保に向けての施策拡充               

・男女の均等な雇用機会・待遇の確保の支障となる事情を改善するための措置に関する

要件を緩和すること 
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【提案の背景】 

・（要件）過去の女性労働者に対する取扱い等が原因で男女間に格差が生じている場合にのみ、女

性を有利に取り扱う措置（ポジティブアクション）を講じることができる。 

・拡充したポジティブアクションにより女性向けの企業説明会や就職面接会を開催し、企業の積極

的な女性の採用活動が可能となることで、女性の活躍の場の拡大を図る。 
 
(5) 高齢者の就業支援対策                      【厚労】 

① 再就職支援施策の充実及び定年延長に向けた検討                 

・高齢者の継続雇用施策、資格取得への支援など再就職支援施策を充実すること 

・定年延長に向けた検討を進めること 

【提案の背景】 

・現在仕事をしている高齢者の約４割が「働けるうちはいつまでも」働きたいという意欲を持って

いる一方で、70歳まで働ける県内企業は20.9％（全国22.6％）に留まる。 

・高年齢者雇用安定法では、65歳までの安定した雇用が義務づけられているが、少子高齢化の流れ

の中で就労を希望する高齢者の増加が見込まれることから、年齢にかかわりなく働き続けること

ができる企業を増加させる必要がある。 
 

［本県の取組］「高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業」の概要 
区 分 内 容 

趣  旨 
コミュニティ・ビジネスの立ち上げに要する経費を補助することにより、高齢者の
就業機会の創出を図る。 

補助対象 
ア 県内に活動拠点を置き、新たに高齢者コミュニティ・ビジネスを始めるグループ、団体 
イ 構成員が３人以上、うち55歳以上の者が２人以上であること（代表者は55歳以上に限る） 

補 助 率 補助対象経費の1/2以内（上限100万円） 
  

② シルバー人材センターへの財政支援の拡充                    

・シルバー人材センターなどへの財政支援を拡充すること 

【提案の背景】 

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰは高齢者への就業機会確保・社会参加促進等の観点から非常に重要な機関である。 

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ関連予算は、事業仕分け前の金額に回復したが、少子高齢化の流れの中で、ｼﾙﾊﾞｰ

人材ｾﾝﾀｰへの入会者の増加も見込まれることから、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの機能を強化することで、高

齢者の生きがいにあふれた多様な就労の場の拡大を図る。 
 
(6) 障害者の就労支援対策                     【厚労】 

① 精神障害者の就労定着支援システムの導入に対する支援制度の創設                  

・精神障害者の就労定着支援システムを導入する企業等を支援する制度を創設すること 

【提案の背景】 

・ＳＰＩＳ等の就労定着支援システムを利用し就労定着の向上を図ることにより、一般就労による

障害者の社会参画を推進する必要がある。 

［精神障害者の就労定着支援システムの例(SPIS(Supporting People to Improve Stability)) ］ 

・本人が体調や精神状態を日々入力し、Web上で企業の担当者や外部の支援者（臨床心理士等）

が情報共有、連携して、的確な支援につなげる雇用管理システム 
 
② 事業主が行う取組への支援の充実                        

ア 中小企業への支援の拡充 

・｢特定就職困難者雇用開発助成金｣について、減額された支給総額を復元、増額すること 

【提案の背景】 

・本県の民間企業3,157社の法定雇用率達成企業割合は52.7％(1,663社)、中小企業(2,677社)に限

ると52.0％(1,391社)にとどまっている。 

・未達成企業の61.2％(915社)が障害者を雇用しておらず、障害者の雇用実績がない915社のうち、

914社が中小企業となっている。 
［国の制度］「特定就職困難者雇用開発助成金」の概要 
・障害者等の就職困難者を継続雇用する事業主を支援 
・H27制度変更：中小企業について、期間1年6ヶ月→2年、支給総額135万円→120万円 
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イ グループ適用外の複数企業による特例子会社制度の創設 

・出資割合に応じて障害者雇用数を按分できる、グループ適用外の複数企業（企業規模

を問わない）による特例子会社制度を創設すること 
【提案の背景】 

・現行の特例子会社制度においても複数の企業が雇用率を算定できる仕組みはあるが、親会社と関
係会社が親子関係にあることなど一定の要件が必要となっている。 

・新たな仕組みを創設により、障害者雇用の促進に有効な特例子会社の設立を推進することで、障
害者の機会を増やすとともに、障害者が働きやすい職場の拡大を図る。 

 
ウ 障害者雇用納付金制度における報奨金支給制度の対象の拡大 

・障害者雇用納付金制度において、障害福祉サービス事業所に仕事を発注する事業主（企

業）を対象とすること 
【国制度の問題点】 

・現行の障害者雇用納付金制度における報奨金は、対象が在宅就業障害者又は在宅就業障害者支援
団体への発注事業主に限定されており、障害福祉サービス事業者は対象外となっている。 

・新たな報奨金支給制度の創設により、障害福祉サービス事業所への発注拡大による障害者の就労
機会の拡大を図る。 

 
③ 小規模作業所等への運営支援の強化                                   

・人員確保などが課題で障害者総合支援法上のｻｰﾋﾞｽ(個別給付)への移行が困難な小規模

作業所や地域活動支援ｾﾝﾀｰの安定運営のための市町に対する支援措置を充実すること 
 
④ 工賃向上への支援の充実                                       

・事業所が作成する工賃向上計画を着実に推進するための支援措置を拡充すること 
【提案の背景】 

・国からの支援により事業を推進しているが、依然として障害者が受け取る工賃水準は月15,300円
(H28)、兵庫県でも月14,007円と低く、工賃向上を推進する必要があるため。 

 
⑤ 在宅ワークの促進                                          

・障害者の在宅ワークにおける受発注・納品等を容易にするＩＣＴネットワークの構築

に必要な財源を措置するとともに、適切な助言を行うこと 
【提案の背景】 

・本県の在宅ワーク推進事業は平成29年度から国からの支援を受け支援システム構築を開始した
が、運用推進に向けた改良を継続する必要がある。 

 
(7) 働き方改革の推進                          【厚労】 
 

［参考］働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要 
・国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定める（雇用対策法）。 
・労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法） 
 時間外労働の上限（原則月45時間、年360時間）法定化/高度プロフェッショナル制度の創設/労働
時間の把握方法の省令への規定 等 

・勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法） 
・不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法） 

有期雇用労働者の均等待遇規定の整備/派遣労働者の待遇確保の義務化 等 
 
① 長時間労働是正に向けての施策の強化                             

・長時間労働の是正に向けて、以下のような働き方改革の施策を強化すること 

○ 時間外労働の上限規制の円滑な導入 
○ 勤務間インターバル制度の義務化 
○ 違法な長時間労働防止のための労働基準監督署による監督指導の徹底 
○ 長時間労働是正に対する助成の拡充 

【提案の背景】 
・長時間労働の慣行は、女性、高齢者、育児・介護者など、時間的制約がある人材の労働参加を阻
害する要因であるとともに、心身の不調をもたらす原因ともなっている。 

・多くの事業所において違法な長時間労働の実態があることから、是正対策が必要である。 
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② 多様な働き方の導入促進                               

・勤務地限定正社員、短時間勤務、在宅勤務（テレワーク）など、多様な働き方の普及

を促進する施策を強化すること 

【提案の背景】 

 ・企業が活力を維持していくためには人材の確保が不可欠である。 

・現在の少子高齢、人口減少社会においては、労働者が、勤務地限定正社員、短時間勤務、在宅勤

務等それぞれのライフステージに応じた働き方を選択できる環境づくりを促進する必要がある。 
 

［本県の取組］「ワーク・ライフ・バランス推進事業」の概要 

区 分 内 容 

趣 旨 「ひょうご仕事と生活センター」を拠点として県内企業の取組を支援 

取 組 

①普及啓発・情報発信：情報誌の発行、フェスタの開催、「宣言→認定→表彰」の枠
組みによる取組企業の量的拡大・質的向上、表彰企業の事例集発行等 

②相談・研修：ワンストップ相談、経営者等向け健康管理相談、企業の実状にあわせ
た相談員派遣・研修等 

③実践に対する支援：中小企業育児・介護代替要員確保助成、仕事と生活の調和推進
環境整備助成、中小企業育児・介護等離職者雇用助成 

企業数 宣言企業 1,669社、認定企業 146社、表彰企業 86社 （H30.3.31現在） 
 

 
③ 非正規雇用労働者の処遇改善対策の充実                      

・職務内容が同じ場合の単位時間当たり賃金を統一し、同一労働同一賃金を実現すること 

・キャリアアップ助成金など各種施策の活用を推進すること 

【提案の背景】 

・労働者が正規・非正規の区別なく、職務に応じた共通の待遇を受けることができるよう、各種手

当や福利厚生の均等待遇の確保など、同一労働同一賃金の早期実現が必要である。 

・不安定な就労条件を解消し、労働者が希望する働き方の実現、また、非正規雇用労働者の処遇改

善のためには、均等待遇の確保に関する関連法令の改正などの取組強化が必要である。 
 

(8) 地域間格差を是正する最低賃金額の決定               【厚労】 

① 地域別最低賃金の目安額に基づく決定方法の見直し                

・地域間格差を是正し、各都道府県の状況に応じた最低賃金額を実現すること 

【国制度の問題点】 

・中央最低賃金審議会が都道府県を４つの「ランク（Ａ～Ｄ）」（本県Ｂ）に分け、ランクごとの引

上げ額（目安）のみを決定する方法となっている。 

・東京都、神奈川県、大阪府、愛知県等はＡランクであるが、同じ大都市圏を有する兵庫県(ほか

京都府も)はＢランクであり、隣接する大阪府との差が拡大する仕組みとなっている。 
 
② 最低賃金制度の普及啓発の拡充                         

・地域別最低賃金、特定の産業に設定されている特定最低賃金について、普及啓発を充

実強化すること 

【提案の背景】 

・県は、全戸配布の広報誌やＨＰなどでＰＲ、周知を行っているが、最低賃金制度の意義・役割の

一層の周知には、県と兵庫労働局が連携して、広く県民に浸透するよう取り組む必要がある。 

・国は全国共通ポスター等によるＰＲを行っているが、さらに十分な広報予算を確保し、様々な媒

体の活用や、本省だけでなく各都道府県労働局でも積極的な広報活動を展開する必要がある。 
 

(9) 起業・創業、新事業展開への支援の充実           【総務、経産】 

主① 創業・事業継承の促進                              

・「地域創造的起業補助金」の予算を増額確保すること 

【提案の背景】 

・若者、女性やシニアなど多様な人材による起業・創業は、新たな需要や雇用を創出し、地域経済

を活性化する原動力となるため、創業希望者への支援施策を継続的に実施する必要がある。 
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＜国と本県の制度の概要＞ 

区分 国の取組 本県の取組 

事業名 地域創造的起業補助金 
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 

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） 

事務所開設費、備品費、広告宣伝費等 

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  

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 

補助率 1/2(H29年度から2/3→1/2に変更) 1/2 

申請・採
択 件 数 

 
（ ）内は本県  
の件数 

  
 

※H27年度までは補正予算措置あり 

 採 択 

H27   775（31） 

H28 136（ 4） 

H29 109（ 4） 

※H30年度より若手起業家支援事業を新設 

 採択枠 申 請 採 択 

H27 70 215 73 

H28 120 325 112 

H29 130 319 102 

備 考 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 
 

 

主② ＩＴ企業の進出支援                                        

・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】 

・IT企業は、情報インフラさえあれば場所を選ばないことから、事業所開設を支援することにより、

新たな産業振興や若年者等のUJIターンなどを通じて地域の活性化につながる。 

・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。 

・新神戸駅から一駅という利点を生かし、IT分野などで起業・創業を目指す人が集う拠点を整備す

る「谷上プロジェクト」が始動している。 
 

［本県の取組］「ＩＴ企業への進出支援」の概要 

対象経費 補助率 
補助上限額 

IT事業所 高度IT事業所 ITｶﾘｽﾏ誘致 
賃借料(3年間) 

1/2以内 
600千円/年 900千円/年 

通信回線使用料(3年間) 600千円/年 
人件費(3年間) 定 額 1,000千円/年人 2,000千円/年人 10,000千人/年人 

建物改修費(1回) 
1/2以内 

1,500千円 
(空き家活用が前提) 

500千円 
空き家加算あり+1,000千円 

事務機器取得費(1回) 500千円 

助成総額(3年間) 
8,600千円 

11,500千円 35,500千円 

助成総額(3年間)空き家加算あり 12,500千円 36,500千円 
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3 地方の創意が発揮できる財政支援の充実 
 

主(1) 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                            

・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                                
・「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。 

・地域再生計画に基づく「先駆的な事業」では、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、採択されるかどうか予見できず、戦略の計画的・効率的な推進に支障が生じている。 

［例示］使い勝手が悪い例 

・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 

［国の制度］地方創生推進交付金の事業タイプ 
区 分 内 容 

先駆ﾀｲﾌﾟ ①官民協働、②地域間連携、③政策間連携のいずれの先駆的要素も含まれている事業 
横展開ﾀｲﾌﾟ 先駆的・優良事例の横展開を図る事業(上記①から③のうち、２つ以上含まれている事業) 
隘路打開ﾀｲﾌﾟ 既存事業の隘路を発見し、打開する事業 

  
［本県の取組］ひょうご地域創生交付金の概要［H30県予算：40億円(事業費ﾍﾞｰｽ)］ 

 ・少子高齢化の進展や本格的な人口減少の中にあっても、活力ある地域社会を実現するため、市町、

地域団体等の取組を支援する新たな交付金を創設(国の交付金の申請を優先した上で、国の交付金の対象外となる事業も対象) 

申請上限額 
政令・中核市 2.5億円 
上記以外の市 1.5億円 
町 0.5億円 

市町負担率 
政令・中核市 2/3 
上記以外 1/2 

  
③ 交付金規模及び交付率の拡充                              

・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 
【国制度の問題点】 

・交付金の30年度当初予算は1,000億円と、地方主体で地域に応じた創意に富んだ地方創生実現の
ための取組を全国各地で実施するには極めて少額であり、交付率も1/2で不十分である。 

 
④ 地域再生計画に基づく施設整備に対する財源の確保                   

・31年度以降も、地域再生計画に基づく、道、汚水処理施設、港の整備が着実に実施で
きるよう、地方創生推進交付金制度を堅持し、十分な予算を確保すること 

 

第一次分として、市町から申請があった地

域独自の地域創生に資する171事業（約35

億円）について交付決定 
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【提案の背景】 

・早期の農業生産性の向上、林業の収益性向上による低ｺｽﾄかつ安定的な原木供給体制の整備が進

む。 
 

［計画］地方創生推進交付金の活用を予定している地域再生計画（平成30年6月時点） 

地域再生計画の名称 
計画作成

主体 
計画期間 

総交付金額(千円) 
交付金

の種類 
施設の種類 地区等の名称 事業主体  う ち 31 年

度要望額 

水・緑・人がともに生

きるまちづくり計画 

兵庫県、神

河町、多可

町、西脇市 

H27～31 3,107,000 291,900 

道 林道 千ヶ峰・三国岳線 兵庫県 

道 市町村道 
水走り中川原

線ほか2地区 
神河町 

道 市町村道 
町道豊部35号

線ほか１地区 
多可町 

道 市町村道 市原羽安線 西脇市 

『食』をつなぐ南淡路

活性化計画 

兵庫県、洲本

市、南あわじ市 
H28～32 3,859,000 709,000 

道 広域農道 南淡路３期地区 兵庫県 

道 市町村道 宇原千種線 洲本市 

津波災害に強い輸送拠

点づくり 

兵庫県、南

あわじ市 
H28～32 1,200,000 174,500 

港 港湾 福良港 兵庫県 

港 漁港 灘漁港 南あわじ市 

あなたが好きなまち・

朝来市計画 

兵庫県、朝

来市 
H28～32 1,505,000 141,200 

道 林道 
千ケ峰・三国岳

線ほか１地区 
兵庫県 

道 市町村道 市道玉置七味線 朝来市 

響きあう心 世界へ拓

く結の郷やぶ計画 

兵庫県、養

父市 
H28～32 695,000 25,000 道 林道 須留ヶ峰線 兵庫県 

  
(2) ハード面で地域創生を推進するための交付金の充実等        【内閣府】 

① 地方創生拠点整備交付金の恒久化及び当初予算の計上                

・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 
【提案の背景】 

・ｿﾌﾄ事業中心の地方創生推進交付金に加え、ﾊｰﾄﾞ面からの地域創生の推進に非常に効果的である。 
・より効果的・効率的な地方創生実現のためには、対象事業の拡充などの改善が必要である。 

［国の制度］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 

趣  旨 
地方公共団体が進めている地方版総合戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくり等の事業に
ついて、地方の事情を尊重しながら、生産性革命につながる先導的な施設整備等の取組を進める。 

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 

本県活用例 
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 

 

 
(3) 地方創生経費の地方財政計画への反映等                 【内閣府、総務】 

① 総額の確保                                                               

・平成30年度のまち・ひと・しごと創生事業費の１兆円を上回る規模を確保するととも

に、少なくとも戦略期間の５年間はその規模を確保すること 

② 財源の確保                                                            

・財源については、既存歳出の振替や法人課税の偏在是正効果等地方の努力で生み出し

た財源ではなく、新たな財源を恒久的に確保すること 
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【提案の背景】 

・地方の実情に応じた取組には、地方創生経費の総額の確保と、実際に取組を始めてから成果が生

じるまでに一定期間が必要であることから安定的に確保することが必要である。 

・既存歳出(地域の元気創造事業費、歳出特別枠)の振替、法人住民税法人税割の交付税原資化(国

税化)に伴う法人課税の偏在是正効果により財源が確保されている。 

［国の制度］30年度まち・ひと・しごと創生事業費の内訳 
項 目 金額（兆円） 

地域の元気創造事業費 0.35 
地域経済基盤強化・雇用等対策費の一部 0.15 
法人住民税法人税割の交付税原資化に伴う偏在是正効果 0.2 
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 0.2 
過去の投資抑制による公債費減に伴い生じる一般財源の活用 0.1 

合  計 1.0 
 

 
③ 算定方法の見直し                                

ア まち・ひと・しごと創生事業費の適切な算定 

・人口が集中している東京圏以外の地方に重点的に配分することはもちろんのこと、地

方創生関連の追加需要等に基づき適切に算定すること 
【国制度の問題点】 

・人口減少等地方が抱える構造的な課題の解決には、長期的取組が必要であるが、団体ごとに進捗
が異なる行革努力等の短期的な成果に基づく算定は適切でない。 

 
イ 地域の元気創造事業費の算定の見直し 

・道府県分の配分を拡充すること。行革努力分による加算のうち職員数削減については、

法令により定数が定められている警察官及び教職員を除外すること 
【国制度の問題点】 

・職員数の基準等が法令で定められる警察官や教職員の削減数が行革努力として算定されている。 
・職員数削減の対象は、団体の行革努力をより反映できる一般行政職のみを対象とすべきである。 

 
(4) 地域創生を総合的に支援する地方債の創設    【総務、財務、文科、文化】 

① 戦略的な取組を支援する地方債の創設                       

・緊急防災・減災事業債に準じた客観的かつ公平な基準等に基づく地方交付税措置のあ

る特別な地方債を創設すること 

【提案の背景】 

・合併市町、過疎地域・辺地を有する市町以外にあっては、地域創生のための施設整備事業に対し

て、活用できる有利な起債がほとんどない。 

・かつての地域総合整備事業債のような、地域創生を総合的に支援する地方債が創設されることに

より、地域創生に資する戦略的なまちづくりの推進がより一層期待できる。 

［国の制度］緊急防災・減災事業債の概要 
区 分 内 容 

対象事業 
災害に強いまちづくりのための事業、災害に迅速に対応するための情報網の構築及
び地域の防災力を強化するための施設の整備等 

充 当 率 100％ 
交付税措置 元利償還金について、その70％を基準財政需要額に算入 

  
② スポーツ・文化の振興を支援する地方債の創設                    

・老朽化が進む公立スポーツ施設や文化施設の機能向上等に活用できる地方交付税措置

のある特別な地方債を創設すること 
【提案の背景】 
 ・スポーツ・文化の振興は交流人口の拡大や地域創生に大きな役割を果たす。 

・今後迎える、東京2020やWMG2021関西の開催に向けて、施設の機能向上等を図る必要がある。 
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(5) 地域おこし協力隊への支援                        【内閣官房、総務】 

① 特別交付税措置の対象地域の拡大                         

・地域創生の担い手となる「地域おこし協力隊」の募集や活動にかかる経費が特別交付

税措置される対象地域を政令指定都市・中核市を除く全ての市町とし、その財政力指

数に応じた財政支援を行うこと 
【国制度の問題点】 

・現行の対象地域は、過疎法、山村振興法、離島振興法等の指定地域に限定されているが、指定地
域外でも本県で実施する「地域再生大作戦」等により地域活性化に積極的に取り組んでいる市町
や独自財源で制度を導入している市など、協力隊制度を必要としている市町がある。 

［国の制度］特別交付税措置の対象地域 

・過疎法、山村振興法、離島振興法等の指定地域を有する市町に限定 

＜対象外となっている本県市町の例 ※本県の「地域再生大作戦」の取組市町＞ 

相生市、赤穂市、西脇市、加西市、加東市、たつの市、福崎町、太子町、上郡町 
 

② 起業を支援する特別交付税措置の充実                       

・「地域おこし協力隊」の起業を支援する特別交付税措置について支援額の上限（現行：

上限100万円）を引き上げるとともに、支援期間（現行：1年間）を複数年化すること 
【国制度の問題点】 

・１年間上限100万円での起業は条件として厳しいことから、隊員が任期終了後も引き続き地域に
定着しやすくするため、支援額及び支援期間の充実が必要である。 

 

③ 地域おこし協力隊募集イベントの定期開催                      

・人材確保のため、全国規模やブロック規模の地域おこし協力隊募集イベントを都市部

において定期的に開催すること 
【提案の背景】 

・全国の自治体で隊員の採用募集が行われているなか、導入を望んでも募集が順調に進まない市町
もある。地域おこし協力隊を必要とする市町が志望者を確保できるよう、全国規模やブロック単
位での募集イベントの定期開催が必要である。 
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４ 交流基盤の整備 
 

(1) 社会基盤整備に必要な予算総額の確保           【内閣府、国交】 

・住民の暮らしを守り、地域の活力を支える社会基盤の整備の着実な推進に必要な予算

を確保すること（下記例示） 

○ 道路整備事業（北近畿豊岡自動車道、山陰近畿自動車道、東播磨道、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）、国道176号名塩 
道路、(仮)城崎大橋、網干たつの線等） 

○ 街路整備事業（尼崎宝塚線、加古川国道２号線、姫路国道線等） 
○ 連続立体交差事業（ＪＲ山陽本線東加古川駅付近） 
○ 交通安全施設整備事業（国道179号、福良江井岩屋線、明石高砂線等） 
○ 道路防災事業（国道429号、香美久美浜線、養父宍粟線等） 
○ 道路橋耐震対策事業（国道250号播州大橋、阿万福良湊線うずしお橋） 
○ 河川改修事業（加古川、円山川、武庫川、市川、法華山谷川、別府川、香住谷川等） 
○ 砂防関係事業（六甲山系等） 
○ 港湾整備事業（姫路港、尼崎西宮芦屋港、東播磨港、家島港、柴山港等） 
○ 海岸整備事業（東播海岸、尼崎西宮芦屋港海岸、福良港海岸、洲本港海岸、淡路海岸等） 
○ 下水道整備事業（武庫川流域下水道等） 
○ 市街地整備事業（英賀保駅周辺土地区画整理、JR西宮駅南西地区市街地再開発等） 
○ 都市防災総合推進事業（尼崎市、宝塚市等） 
○ 都市再生整備計画事業（姫路市姫路駅周辺地区（第２期）、加西市歴史と平和を 

継承するまち鶉野地区等） 
○ 暮らし・にぎわい再生事業（姫路市） 
○ 公園整備事業（国営明石海峡公園） 
○ 公営住宅整備事業（新多聞住宅、明石長坂寺住宅） 等 

 
(2) 基幹的な交通インフラの整備                    【総務、国交】 

主① 双眼型国土形成のための交通インフラ整備                    

・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 

 
主② 関西都市圏のミッシングリンクの解消                       

・下表の道路整備を推進し、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（理由：①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、②国土のリダンダンシーの確保） 
道 路 名 要望内容 

大阪湾岸道路西伸部 
（六甲アイランド北～駒栄） 

・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 

名神湾岸連絡線 ・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 

播磨臨海地域道路 

・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 

神戸西バイパス 
・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 

中国横断自動車道姫路鳥取線 
(播磨新宮IC～山崎JCT(仮称)) 

・H32年度中の確実な供用 

東播磨道(北工区) ・事業推進のための予算確保 
東播丹波連絡道路  
 国道175号 西脇北バイパス ・早期供用に向けた事業促進 
 西脇市黒田庄町地区以北 ・早期事業着手に向けた調査促進 
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【各道路の進捗状況】 
○ 大阪湾岸道路西伸部：平成29年度から国直轄道路事業に加え、阪神高速道路(株)の有料道路事

業を導入。測量、地質調査及び道路・橋梁予備設計を実施中 
○ 名神湾岸連絡線：平成29年1月、概略ルート・構造が決定（計画段階評価完了）。平成30年3月兵

庫県幹線道路協議会において、｢平成30年度の都市計画及び環境アセスメント手続き着手｣等を
合意。引き続き、詳細ルート・構造の検討を実施中 

○ 播磨臨海地域道路：平成29年3月24日に計画段階評価の第1回近畿地方小委員会が開催。平成29
年12月から２月にかけて、経済界や地元自治会等への意見聴取（ヒアリング、オープンハウス）
等を実施。平成30年5月31日に連絡調整会議、6月26日に兵庫県幹線道路協議会が開催され、①
必要な道路機能、②有料道路制度も含めて整備手法を引き続き検討することを関係者で合意 

○ 神戸西バイパス：平成30年5月に西日本高速道路（株）が有料道路事業に着手 
○ 中国横断自動車道姫路鳥取線（播磨新宮IC～山崎JCT(仮称)）：用地買収、工事を実施中 
○ 東播磨道(北工区)：設計、用地測量、用地買収、工事を実施中 
○ 東播丹波連絡道路 

・国道175号 西脇北バイパス: 用地買収、工事を実施中 
・西脇市黒田庄町地区以北:調査中 

 
主③ 日本海国土軸のミッシングリンクの解消                     

・下表の道路整備を推進し、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（理由：①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、②国土のリダンダンシーを確保） 
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 
 

【各区間の進捗状況】 

○ 山陰近畿自動車道（約120km、うち兵庫県内約51km）以下、西から順 

※日本海側で唯一の高規格幹線道路網の空白地帯 

・東浜居組道路（東浜IC～居組IC：3.5km、うち県内1.9km）：供用済 

・浜坂道路Ⅱ期（居組IC～新温泉浜坂IC：7.6km）：平成30年度新規事業着手 

・浜坂道路（新温泉浜坂IC～余部IC：9.8km）：H29.11.26供用 

・余部道路（余部IC～香住IC：5.3km）：供用済 

・香住道路（香住IC～佐津IC：6.2km）：供用済 

・佐津IC～県境（約20km）：調査中 

○ 北近畿豊岡自動車道（約70km）以下、南から順 

・春日和田山道路（春日IC～和田山IC：31.7km）：供用済 

・和田山八鹿道路（和田山IC～八鹿氷ノ山IC：13.7km）：供用済 

・八鹿日高道路（八鹿氷ノ山IC～日高神鍋高原IC：9.7㎞）：供用済 

・日高豊岡南道路（日高神鍋高原IC～豊岡南IC：6.1㎞）：工事中 

・豊岡道路（豊岡南IC～豊岡IC：2.0km）：設計、用地買収を実施中 

・豊岡IC～豊岡北IC（5.1km）：都市計画決定済（H27.6.23） 
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④ スマートIC等の整備等の高速道路の利活用促進                            

・スマートICの整備を促進すること 

○ (仮称)三木スマートIC（山陽自動車道） 

○ (仮称)淡路ハイウェイオアシススマートIC（神戸淡路鳴門自動車道） 

【提案の背景】 

 ・既存の高速道路ﾈｯﾄﾜｰｸの有効活用による高速道路の利便性向上や地域の活性化、物流の効率化を図る。 

（仮称）三木ｽﾏｰﾄIC：市街地の渋滞緩和、地域活性化、工業団地へのアクセス改善 

（仮称）淡路ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽｽﾏｰﾄIC：オアシス館・淡路SAの利用者数増加、淡路島北部の地域活性化 
 

［各スマートICの進捗状況］ 

・(仮称)三木スマートIC：準備段階調査中 

・(仮称)淡路ハイウェイオアシススマートIC：事業化に向けた詳細検討中(民間施設直結) 
 

⑤ 府県間にまたがる広域防災道路の早期接続                    

・都市計画道路山手幹線（平成22年度供用済）と接続する大阪府側の「三国塚口線」の

早期供用に向け、更なる事業促進を支援すること 

【提案の背景】 

・国道２号、同43号を補完して、府県間にまたがる広域防災道路としての機能を発揮するため、早

期接続が必要である。 

 
 

⑥ 大規模事業の個別補助事業化                           

・連続立体交差事業等の多額の事業費と長期の事業期間を要する整備について、個別補

助事業の対象として補助制度を拡充すること 

【提案の背景】 

・協定を締結して実施する鉄道立体交差部、府県境をまたぐトンネルなど、長期間にわたり多額の

事業費を要する事業については、補助事業の採択要件を拡充し、交付金事業で実施している事業

を、個別補助事業として実施することが必要である。 
 
⑦ 近畿圏高速道路の料金体系の確立に向けた更なる充実                

ア 真のシームレスな料金体系への見直し   

・近畿圏高速道路の料金体系について、ネットワークの整備に併せて管理主体間を超え

て継ぎ目のない｢真のシームレスな料金体系｣に見直すこと(例：１回の利用に対し１回分のみ課金) 
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【提案の背景】 
・管理主体間を超えて利用する際等に課されるターミナルチャージについて、管理主体が異なるこ

とが原因で不公平な料金体系となっている。 
（例）神戸空港～大阪空港：ターミナルチャージ３回課金（京橋出入口～[阪神高速神戸線]～ 

西宮IC[名神高速]～豊中IC～[阪神高速池田線]～大阪空港出入口） 
 

イ 経路によらない同一料金の適用拡大 

・｢経路によらない同一料金｣について、ネットワークの整備に併せて大阪方面から神戸

都心部への流入や神戸都心部の通過交通を迂回させる経路にも拡大を図ること 
【提案の背景】 

・都市高速渋滞ワースト１位の阪神高速神戸線等特定箇所への過度な交通集中の分散化を図る。 

［ﾃﾞｰﾀ］平成29年 都市高速道路の渋滞ランキング（年間合計） 
 １位：阪神高速神戸線（下り）、２位：阪神高速神戸線（上り）、３位：首都高速三郷線（上り） 

  
主⑧ 有料道路制度における建設債務の償還期限の延長                         

・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 
【提案の背景】 

・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。 
・しかし、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。 

 
主⑨ 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【総務、国交】  

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 

【提案の背景】 

・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。 

＜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 (昭 和 62 年
～) 

国土の骨格となる基幹的な高
速陸上交通網を形成する道路
(全国で約14,000km) 

北近畿豊岡自動車道、 
中国横断自動車道姫路鳥取線 

地域高規格道
路 (平 成 ６ 年
～) 

高規格幹線道路網を補完し、
地域相互の交流促進等の役割
を担う道路 

大阪湾岸道路西伸部、神戸西バイパス、 
山陰近畿自動車道(浜坂道路Ⅱ期)、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) 

※ 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) 
 

⑩ 本州四国連絡道路の料金割引の格差解消                     

・本州四国連絡道路の料金割引について、段階的にでもNEXCOと同一とすること 

【提案の背景】 

・平成26年度から全国路線網に編入されたが、料金割引は未だNEXCOとの格差が解消されていない。 

［試算］平成26年度からの本四高速料金とNEXCO並割引料金試算額(ETC・普通車)    (単位：円) 

主なIC間 基本料金 
休日割引 平日朝夕割引 

(月10回以上利用の場合) 

現行料金 
NEXCO並(3割引) 

試算額 
現行料金 

NEXCO並(5割引)  
試算額 

垂水～淡路 900 900 630 900 450 
垂水～洲本 1,860 1,650 1,300 1,750 930 

神戸西～鳴門 3,280 2,620 2,300 2,810 1,640 
 



- 22 - 

 

⑪ 料金徴収期間の延長を含めた地方道路公社への支援                

・地方道路公社における維持更新等のための料金徴収期間の延長を可能とすること 

【提案の背景】 

・料金割引などの利用促進策や新たに必要となる維持更新等に対応する必要がある。 

・高速道路会社は、大規模更新・修繕のための料金徴収期間の延長(2050年→2065年)が可能。  

※ 道路整備特別措置法の一部改正(平成26年６月４日公布)による 

・一方、地方道路公社に関する規定がないため、延長ができない。 

（地方道路公社の償還期間については国の有料道路整備資金貸付要領の中で、原則40年以内とされている） 
 

⑫ 踏切の安全対策の推進                             

ア 着実な安全対策の推進に向けた十分な財政支援 

・道路管理者と鉄道事業者が行う踏切の安全対策に対する十分な財政措置を講じること 

【提案の背景】 

・県の「踏切すっきり安心プラン(H31～35)」に基づく踏切対策の着実な推進に必要である。 

 
［県の取組］「踏切すっきり安心プラン」の概要 

平成30年度に新たな「踏切すっきり安心プラン（H31～35）」を策定し、立体交差化や踏切部の

歩道拡幅等の対策を計画的に推進する。 

 

イ 危険な踏切の解消 

・改正法による指定をいまだ受けていない危険な踏切について、速やかに指定を行い、

危険な踏切の解消に向けた取組を促進すること 

【提案の背景】 

 ・国土交通省において、緊急対策踏切（緊急に対策の検討が必要な踏切（県内87箇所））の中から、

順次指定しており、現在、県内では、53箇所が指定されている。 

・法指定を受けると、平成32年度までに改良を行うか、踏切道の改良に要する期間等を定めた地方

踏切道改良計画に従って改良を行うことが義務付けられる。 

 

(3) 人と物の新たな流れを生み出す空港の整備                     【国交】 

① 関西３空港一体運用の効果を高める施策の推進                   

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 
 

ア 伊丹空港の最大活用の推進 

主ⅰ）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 

・国内長距離便枠（１日35.5回）を更に拡大すること 

【国制度の問題点】 

・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、関空も環境アセス

による容量の上限値に近づきつつある。また、インバウンド等による航空需要の更なる拡大が見

込まれる中、この需要を取り込み、関西経済を発展させていくためには、各空港それぞれのポテ

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。 

［制限1］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 

［制限2］オウンユースチャーターの要件 

①用機者が自己所有のために借りること 

②用機者が料金の全部を負担し、乗客には負担を求めないこと 

③一般公衆に対し募集や宣伝を行わないこと 
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ⅱ）国の責任による安全・環境対策事業の適正実施 

・国と地元との確認書を踏まえ、関西エアポート株式会社及び新関西国際空港株式会社

による安全・環境対策が適正に実施されるよう、国が責任を果たすこと 

【提案の背景】 

・コンセッションの実施契約書において、関西エアポート(株)には国と地元自治体等との存続協定

等の合意の趣旨に則り、引き続き騒音影響に配慮した空港運営を行うことが義務づけられている

が、国の責任の下、安全・環境対策が確実に実施される必要がある。 

［協定］大阪空港の存続及び今後の運用等に関する協定（H2.12） 抜粋 

空港周辺の関係地方公共団体等の理解と協力を得るため、今後とも環境基準の達成に向け不断の努

力を尽くすとともに運航上の安全の確保・向上に最大の配慮を払うものとする。 
 

イ 神戸空港の最大活用の推進  

主ⅰ）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 
【国制度の問題点】 

・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、関空も環境アセス
による容量の上限値に近づきつつある。また、インバウンド等による航空需要の更なる拡大が見
込まれる中、この需要を取り込み、関西経済を発展させていくためには、各空港それぞれのポテ
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。 

［制限］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 概要 割合(H29) 

包括旅行ﾁｬｰﾀｰ 旅行会社がツアーのため、航空機を貸し切る形態 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％ 

ｵｳﾝｽｰｽﾁｬｰﾀｰ 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％ 
  

ⅱ）CIQ体制の充実 

・国際ビジネスジェット・チャーター便の利用促進のためCIQ体制を充実すること 

○ 受入時間の延長 
○ フライトプラン届出期間の緩和 
○ 人員体制の拡充 等 

【提案の背景】 

・これまでの県や神戸市の要望の結果、CIQについては、一定柔軟な対応が可能となっているが、

さらに利用者の利便性向上のため提案をするもの。 
 

ウ 空港間アクセスの強化 

・３空港間のアクセス時間短縮に資する大阪湾岸道路西伸部及び名神湾岸連絡線を早期

に整備すること 

【図面】大阪湾岸道路西伸部及び名神湾岸連絡線の計画 
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② コウノトリ但馬空港の利活用促進                         

主ア 但馬－羽田直行便の実現 

全国でも首都圏との時間距離が長い地域の１つである但馬と首都圏とを結び、首都

圏からの誘客や成田・羽田入りする外国人観光客を取り込むために有効な但馬－羽田

直行便の実現に向け、下記の措置を講じること 
 
ⅰ）政策コンテストの継続・拡充 

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 

【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。 

［国の取組］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） 

選定経過 
増便を希望する地域とﾊﾟｰﾄﾅｰたる航空会社の今後の取組について、有識者懇談会(H25.11)
による評価を実施し、優秀と考えられた3路線(羽田-山形、鳥取、石見)に1枠ずつ配分 

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) 

 

 

ⅱ）航空会社への働きかけ 

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）を用いて、県が東京都庁から地方都市役場までの時間距離

を分析すると、但馬地域は本州134生活圏のうち、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。 
 

イ 地域航空路線維持のための税制措置の拡充 

・国内航空機に対する固定資産税の特例措置(課税標準が最初の5年1/4)を拡大すること 

【提案の背景】 

・但馬－伊丹路線の運航機材は経年化が進んでいることから、平成30年度に機材更新（ATR42-600

［48人乗り］）するにあたり、採算性の厳しい但馬－伊丹路線の維持を図るために、さらなる税

制措置の拡充が望まれる。 
 

③ 空港施設の老朽化対策の推進                          

・空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙや格納庫等の老朽化対策について、空港整備事業の補助対象とすること 

【提案の背景】 

・空港ターミナルビルや格納庫等の老朽化対策は利用者の安全・安心を確保するために不可欠であ

るが、多大な費用を要する。 

［国の制度］空港整備事業費補助制度概要 

区 分 内 容 

趣 旨 
地方公共団体の設置・管理するコミューター空港において、一般の公衆の利用に供す
る目的で以下の工事に対し補助を行う。 

対象範囲 

・滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン又は照明施設の新設又は改良工事 
・航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とする

空港用地の造成又は整備 
・排水施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋又は気象観測施設の新設又は改良 
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(4) 経済と産業を支える港湾の整備                         【総務、国交】 

① 西日本の産業と国際物流を支える阪神港等のインフラ整備の推進          

ア 基幹施設整備への国費の集中投資 

・基幹施設整備に国費を集中投資すること(神戸港、姫路港、尼崎西宮芦屋港) 

【提案の背景】 

・基幹航路(神戸港、姫路港、尼崎西宮芦屋港)の維持・拡大のため、係留、外郭施設などの港湾施

設整備を図り、産業の活性化を図る。 
 

イ 荷役機械整備等に対する補助制度の拡充 

・集貨機能の強化を図る荷役機械の整備、修繕更新に対する補助制度を拡充すること（姫

路港、東播磨港等） 

【国制度の問題点】 

・港湾機能高度化施設事業費補助では、国際戦略港湾との間に年間5,000TEU以上の国際ﾌｨｰﾀﾞｰ輸送

が見込まれる港湾に限り荷役機械の整備や修繕更新に対する補助が認められるが、姫路港、東播

磨港では5,000TEUを下回っているため、補助対象にならない。（平成29年度実績：姫路港0TEU、東播磨港4,680TEU） 

［国の制度］港湾機能高度化施設事業費補助の概要 

コンテナ物流円滑化共同利用施設の整備など港湾機能の高度化を図るために行う施設の整備 

に係る事業のうち、国土交通大臣が補助する必要があると認めるもの。（補助率：1/3） 
 
② 姫路港の活性化                                

ア 港湾施設の一体的整備 

・広畑地区公共ふ頭と臨港道路網干沖線及び臨港道路広畑線（4車化）の早期事業化を図

ること 

【提案の背景】 

・広畑地区では民間の土地売却が進み、今後のさらなる港湾利用が予定されている。 

・船舶の大型化に対応した公共ふ頭整備と、網干地区と広畑地区の物流機能強化につながる臨港道

路の一体的整備によって、姫路港のさらなる活性化を図るため。 

［効果］港湾施設の一体的整備による効果 

区 分 整備効果 

広畑地区公共ふ頭 分断されたふ頭用地の改善及びふ頭全体の利便性向上 

臨港道路網干沖線 
臨港道路広畑線（4車化） 

工場や物流施設等の立地促進及び網干・広畑地区間の物流円滑化 

 

 
イ 快適な利用空間創出に対する支援 

・旅客船利用者の利便性、快適性の向上、にぎわいの創出など、快適な利用空間創出に

対して支援すること 

【提案の背景】 

・姫路の海の玄関口としての魅力向上を図るため、姫路港において旅客ﾀｰﾐﾅﾙｴﾘｱのﾘﾆｭｰｱﾙに取り組

んでいる。現行では内装改修等、快適な利用空間創出における調査設計及び整備に対する国から

の補助等の支援がない。 
 

［県の取組］旅客ターミナルエリアのリニューアルの状況 

平成29年度に姫路港旅客ターミナルエリアリニューアル基本計画をとりまとめたところであり、今

後は同計画に基づき旅客ターミナルエリアの整備を進めていく。 
 

③ 競合する内航航路の維持に向けた支援                      

・内航航路について、危機管理の観点からも、安定的経営に向け、国の責任による支援

を行うこと  

【提案の背景】 

 ・物流の大動脈として国民の生活を下支えすることはもちろん、観光客の輸送を担う重要な公共交

通機関である。 
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(5) 地域鉄道等に対する支援の充実                         【総務、国交】 

① 地域鉄道事業者等の運営経費への支援制度の創設                 

・神戸電鉄粟生線など地域の移動手段として維持すべき地域鉄道の赤字路線の運営を支

援する制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・従前の国補助事業（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応型鉄軌道車両整備事業）は、

施設整備が主となっている。 

・赤字路線を運営する地域鉄道は、経営基盤が脆弱であり、経営悪化が直ちに利便性低下を招くこ

とから、経営安定化に向け一定の支援が必要であるため、施設整備以外の用途にも使える制度を

創設することが必要である。 

 

② 地域鉄道の輸送設備等の整備に対する支援の拡充                   

ア 車両等の更新・修繕・検査に対する予算の確保 

・神戸電鉄、北条鉄道及び北近畿タンゴ鉄道の車両等の更新・修繕・検査に対する補助

事業の予算を十分に確保すること 

【提案の背景】 

・地域鉄道の安全輸送確保には、車両及びその他の鉄道施設の更新・修繕・検査を適切に実施する

必要があるが、多額の費用が必要となる。 

［国の制度］補助事業の概要 

区 分 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応型鉄軌道車両整備事業 

概  要 
安全な鉄道輸送を確保するために行う安
全性の向上に資する設備の更新・修繕・検
査を支援 

訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性向上
の促進を図るため、地域鉄道事業者が行う鉄軌
道車両設備の更新・修繕・検査を支援 

補助対象設備 
車両設備、レール、落石等防止設備、列車
無線設備、橋りょう 等 

車両設備 

 

 

イ 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の対象拡充 

・駅舎改良やパーク＆ライド駐車場・駐輪場等の整備などに活用できるよう、「鉄道軌道

安全輸送設備等整備事業」の対象を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・安全輸送の施設整備に対する支援制度はあるものの、駅舎改良や駐車場整備等、利便性向上の施

設整備への支援制度がないことから、必要な取組が進んでいないため。 

［国の制度］「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」の概要 

区 分 内 容 

概  要 安全な鉄道輸送を確保するために行う安全性の向上に資する設備更新等を支援 

補助対象設備 車両設備、レール、落石等防止設備、列車無線設備、橋りょう 等 
 

 

ウ 補助率引上げ要件の撤廃 

・「鉄道事業再構築事業」における国庫補助率引上げに必要な財政力指数要件（財政力指

数0.46未満に限る）を撤廃すること 

【国制度の問題点】 

・財政力指数が0.46未満の地方公共団体が支援する場合、国は1/2を補助しているが、財政力指数

が0.46以上の場合は1/3の補助にとどまっている。 

（京都丹後鉄道宮津線において、豊岡市・宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町の財政力指数は0.46

未満であるため、国庫補助率が1/2であるが、兵庫県・京都府・舞鶴市の財政力指数は0.46以上

であるため、国庫補助率が1/3にとどまっている。） 

［国の制度］「鉄道事業再構築事業」の概要 

継続が困難となるおそれのある鉄道事業を対象として、地方公共団体と鉄道事業者が共同し
て、上下分離等の事業構造の変更に係る鉄道事業再構築実施計画を作成して実施する場合に、国
庫補助率の嵩上げや予算の重点的配分等の措置を行う。 
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③ 地域鉄道以外の鉄道事業者が行う輸送設備等の整備に対する予算確保           

・地域鉄道に優先配分される「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」について、地域鉄道

ではない北神急行電鉄でも十分に活用できるだけの予算を確保すること 

【提案の背景】 

・施設整備に対する国庫補助事業は地域鉄道が優先されるが、地域鉄道に限らず地域鉄道以外の鉄

道事業者でも、経営悪化による設備の不備が懸念される。 

［国の制度］「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」の概要 

区 分 内 容 

概  要 安全な鉄道輸送を確保するために行う安全性の向上に資する設備更新等を支援 

補助対象設備 車両設備、レール、落石等防止設備、列車無線設備、橋りょう 等 
 

 

④ ＪＲ鉄軌道等の整備・利用促進に対する支援の充実                

ア 車両、鉄軌道等整備への支援制度の創設 

・在来線の高速化など鉄軌道等の整備を行う鉄道事業者への支援制度を創設すること 

○ 山陰本線（城崎温泉駅以西）、播但線（寺前駅以北） 等 

【提案の背景】 

・JR西日本に対する高速化などへの補助制度がなく、採算性の乏しい地方路線で整備が遅れている。 

[国の制度]「幹線鉄道等活性化事業費補助」 

区 分 内 容 

概  要 在来の幹線鉄道を高速化するための鉄道費用整備に要する経費 

補助対象 第3セクター等 
 

 

イ 地方負担に対する起債・地方交付税措置の拡充 

・国庫補助制度を活用できない鉄軌道等の整備に対する地方負担への起債措置、地方交

付税措置を拡大すること 

【国制度の問題点】 

・一般事業債（一般分）については、地方公共団体が行う地域鉄道への投資のみが対象(地域鉄道

対策事業 充当率100％、交付税措置30％)となっており、起債、地方交付税措置の拡充による地

方公共団体の負担軽減が必要である。 

 

ウ 利用促進施策に対する支援制度の創設 

・地元が実施する鉄軌道等整備に向けた利用促進施策に対する支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・パーク＆ライド駐車場整備などの利用促進に対する国庫補助制度がないことから、利用者数を増

加させるための支援制度の創設が必要である。 
 
(6) 社会資本整備を進める各種制度の推進【法務、総務、財務、厚労、国交、農水】 

① 自動運転の実現に向けた環境整備                        

・自動運転によるコミュニティバス等の導入に向けて交通関連法規を見直すこと 

・路車連携による社会実験に必要な白線の引き直し、GPSの埋込等への支援を行うこと 

【提案の背景】 

・自動運転によるコミュニティバス等の運行は、高齢者等の交通弱者の新たな移動手段、公共交通

のサービスレベルが低い地域における将来の移動手段の一つとして有効な取り組みである。 

・線形の悪い中山間地の道路における安全性強化に資するなど有効な取り組みとなる路車連携の社

会実験を推進していく必要がある。 

［県内の状況］ 自動運転の実証実験の実施状況 

実施エリア 実施時期 内  容 

神戸市北区筑紫が丘 2017.11.7～12.24 ラストマイル自動運転移動サービス実証実験 

淡路市夢舞台 2018.3.3～6 自動走行実証実験 

播磨科学公園都市 2018.5.20～23 自動運転EVバスの実証実験 
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[課題] 見直す必要がある交通関連法規の例 
道路交通法で運転者に課される義務が自動運転になった場合の考え方 
（例：前方注意の義務、事故時の救護義務など） 
[国の大綱] 自動運転に係る制度大綱 
・H30.3.30 政府の未来投資会議でとりまとめられ、以下のことが盛り込まれた。 

○ 安全性要件等のガイドラインの今夏までの策定 
○ 交通ルールに関する国際的な議論等を踏まえた速やかな国内法整備 など 

 
主② 所有者不明土地に対する抜本的な対策の検討             【法務】 

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 
［県内の状況］ 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） 

調査筆数 A 不明筆数 B 率 B/A 備考 

58,535 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 

[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 

 
(7) 土地の境界情報の保全                        【国交】 

① 地籍調査事業の予算確保                             

・地籍調査事業の予算を十分に確保すること 
【提案の背景】 

・国直轄事業で整備した「北近畿豊岡自動車道」では、道路事業に先行し土地境界情報を整備した
ことにより、用地取得に要した期間が通常の概ね３分の１に短縮されるなど、社会基盤整備等の
事業期間が大幅に短縮される。 

・東日本震災の被災地で、地籍調査の実施の有無が復旧・復興のスピードに大きく影響することが
広く認識されるなど、今後想定される大災害発生時における円滑な復旧・復興に大きく寄与する。 

［計画］平成30年度本県地籍調査事業計画                 （単位：百万円） 

区分 実施主体 所要額（国費） 

地籍調査費負担金 神戸市ほか29市町 510 

社会資本整備総合交付金 播磨町ほか5市町 69 

防災・安全社会資本総合整備交付金 神河町ほか10市町、2組合 654 

合  計 神戸市ほか34市町、2組合 1,233 
 

 

② 社会資本整備円滑化地籍調査事業の更なる活用に向けた制度拡充            

新・社会資本整備円滑化地籍整備事業の対象となる基幹事業について、社会資本総合整備

計画の期間外であっても、地方公共団体が事業実施時期を公表し、かつ交付対象要件

を満たす事業であれば対象とすること 
【国制度の問題点】 
・現行制度では社会資本整備総合交付金における社会資本総合整備計画（５年間）に掲載される基幹
事業に限り、社会資本整備円滑化地籍整備事業の対象とされている。 

・しかし、社会資本整備円滑化地籍整備事業は実施に数ヵ年を要することから、計画期間外の基幹事
業についても対象事業と位置付けるなど、更なる活用を図る必要がある。 

［図］制度拡充イメージ 
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Ⅱ 安心できる社会づくり 
 

１ 子育て環境の充実 
 

(1) 保育所等の充実                                             【厚労】 
 

［国の計画］「子育て安心プラン」の概要 

・2年間(2019～2020年度末)で待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算の確保(遅くとも3年間で解消) 

・5年間(2019～2022年度末)で女性就業率80％に対応できる約32万人分の受け皿を整備(｢M字カーブ｣解消) 

《新しい経済政策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(平成29年12月８日) 》待機児童の解消 

｢子育て安心ﾌﾟﾗﾝ｣における32万人分の保育の受け皿整備の目標年次の2年前倒し(2022年度末→2020年度末) 

＜６つの支援パッケージ＞ ※ 括弧内は主な内容 

① 保育の受け皿の拡大（幼稚園での2歳児受入れや預かり保育推進、多様な保育(家庭的保育、小規模保育、病児保育等)の受け皿確保） 
② 保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」（キャリアアップの仕組みの構築、業務負担軽減） 
③ 保護者への「寄り添う支援」の普及促進（保護者のための出張相談などの支援拡大） 
④ 保育の受け皿拡大と車の両輪の「保育の質の確保」（認可外保育施設を中心とした質の確保） 
⑤ 持続可能な保育制度の確立（保育実施に必要な安定財源の確保） 
⑥ 保育と連携した「働き方改革」（男性の育児促進、育児休業制度の在り方検討） 

 
①「子育て安心プラン」の実行に要する財源の確保                  

・「子育て安心プラン」に基づく各事業が確実に実施できるよう、財源を確保すること 
 
主② 地方の実情に応じた保育所等の設置基準の見直し                    

・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 

【国制度の問題点】 

・保育所の面積基準や保育士の配置基準は｢従うべき基準｣とされ、活用できる土地が少ない都市部

と比較的余裕のある中山間地域で同一の基準が適用されている。［保育室(1.98㎡/以上)又は遊戯

室、乳児室(1.65㎡/以上)又はほふく室(3.3㎡)/人以上、便所、調理室、医務室、屋外遊戯場］ 

・家庭的保育事業については、敷地内に幼児の遊戯等に適する広さの庭を有すること等、国が補助

要件を詳細に規定しており、地域の実情に応じたサービスの提供が困難である。 
 
主③ 民間保育所における0～2歳児の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 

【国制度の問題点】 

・家庭的保育事業について、食事の外部搬入が可能となった(H30～)が、事業者からの要望が強い保

育所の0～2歳児に対する給食の外部搬入はｱﾚﾙｷﾞｰ児や食育への対応を理由に認められていない。

(公立保育所は特区では可能(本県では市川町安心安全給食特区で実施)。本年の全県展開に向けた評価結果→2021年度までに改めて評価） 
 
(2) 認定こども園の充実                        【内閣府、文科、厚労】 

① 認定こども園への一元化による幼児教育と保育の一体化                                                 

・併存する幼稚園、保育所を認定こども園に一元化し、就学前の全ての子どもに幼児教

育と保育を一体的に提供する体制を確立すること 
 
② 認定こども園への移行促進                                                      

ア 財政支援などのインセンティブの付与 

・幼稚園及び保育所から幼保連携型認定こども園への移行を促進する財政支援などのイ

ンセンティブを付与すること 

イ 私学助成水準並みの公定価格への引き上げ 

・私立幼稚園から認定こども園への移行により減収とならないよう認定こども園の公定

価格を私学助成水準並みに引き上げること 
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【国制度の問題点】 
・本県は、認定こども園の設置数で毎年上位となるなど移行促進策が一定の成果をあげているが、
移行を更に推進するためには、公定価格上でのﾒﾘｯﾄなど、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの付与が不可欠である。 

・私立幼稚園からの移行の際、公定価格が私学助成水準を満たしておらず、減収となる可能性がある。 
［認定こども園数］（H30.4.1時点）兵庫県 463施設 全国２位 （ １位：大阪府 573施設、３位：北海道 344施設 ） 

 
③ 認定こども園の整備促進                                                        

主ア 運営・設備基準の地方裁量の拡大 

・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 
【国制度の問題点】 
・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。 

［幼保連携型認定こども園の配置基準］ 

区分 0歳児 1～2歳児 3歳児 4～5歳児 

保育教諭1人当たり児童数 3人 6人 概ね20人 概ね30人 
  

イ 施設整備に対する補助制度の一元化 

・保育所等整備交付金（厚生労働省所管）と認定こども園施設整備交付金（文部科学省

所管）に分かれている認定こども園の施設整備に対する補助制度を一元化すること 
【国制度の問題点】 

・幼保連携型認定こども園を新設する場合、単一施設であるにも関わらず、保育所部分は厚生労働
省、幼稚園部分は県に交付申請を行うこととなり、二重の事務が発生している。 

 
④ 認定こども園の安定的な運営に資する支援の充実                                                                

ア 幼保連携型認定こども園への移行の経過措置である園長２人分の財政措置の継続 

・幼稚園と保育所が幼保連携型認定こども園に移行したが、引き続き園長を２名置いた

場合の平成31年度末までの経過措置である財政措置を継続すること 
【国制度の問題点】 

・新制度前の幼保連携型認定こども園は、認可保育所と認可幼稚園の両方の設置が要件とされてい 
たため、園長が２人存在している。 

・国の要件に基づき設置したにも関わらず、国の制度改正に伴い園長の処遇に不利益が講じること
は不適切であることから、当該措置を継続させる必要がある。 

 
イ 相談等支援機能の強化のための人件費・活動費助成の充実 

・相談等支援機能の強化に必要な認定こども園の人件費・活動費助成を充実すること 
【提案の背景】 

・すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場を提供するな
ど子育て相談等支援機能の強化には、人員確保や活動に要する経費等への支援が必要である。 

 
(3) 保育士等の処遇改善                              【内閣府、文科、厚労】 

① 保育士の配置基準の改善等                           

主ア 配置基準の改善と公定価格の引き上げ 

・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 
【国制度の問題点】 

・現行の配置基準では、必要保育士数は計算上、四捨五入で算出される。そのため、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 



- 31 - 

 

［本県の保育士の有効求人倍率］（各年11月時点 ※H29年度の数値のみ1月時点） 
H26 H27 H28 H29 

1.26倍 1.46倍 2.01倍 2.81倍 
  

イ 看護師配置に対する公定価格への加算 

・保育所に看護師を配置する経費を公定価格に加算すること 

ウ 食物アレルギーに対応する人員確保への財政措置の拡充 

・食物アレルギーを持つ乳幼児を受け入れる保育所等の人員確保のための財政措置を拡

充すること 

【国制度の問題点】 

・乳幼児の健康・安全への配慮や体調急変時への対応のため、保育所への看護師配置が望ましい。 

・食物アレルギーを持つ乳幼児を受け入れる保育所等において、現在、栄養管理加算があるが、配

膳ミス等の事故防止のための追加人員の確保が必要である。 
 
② 幼稚園教員等の配置基準の改善                          

・幼稚園教員等の配置基準を改善すること（1歳児 6：1 → 5：1、4・5歳児 30：1 → 25：1） 

【提案の背景】 

・幼稚園教員等の業務負担の軽減、保育士の定着の観点からも、配置基準の改善が必要である。 
 
(4) 地域子ども・子育て支援事業の充実               【内閣府】 

① 助成制度の充実                                 

・地域子ども・子育て支援事業の国庫補助率の嵩上げ(現行1/3)など制度を充実すること 

【提案の背景】 

・利用者ﾆｰｽﾞが高い放課後児童健全育成事業や病児病後児保育事業を含む地域子ども・子育て支援

事業の市町負担を軽減することで、これら事業を円滑に推進できる。 
 
② 病児・病後児保育に必要な看護師等の配置基準の改善                                

・低年齢児や感染症への対応などで必要となる看護師等や保育士の配置基準をより利用

人数に即して改善するとともに、必要な経費について財源措置を行うこと 
【提案の背景】 

・現行の配置基準（利用児童概ね10人につき看護師等1名以上及び利用児童3人につき保育士1名以
上）を利用人数に即して緩和し、補助単価の増額により病児保育を円滑に推進できる。 

 
主③ 放課後児童対策の充実                              

ア 放課後児童クラブの整備促進 

・｢ﾆｯﾎﾟﾝ一億総活躍ﾌﾟﾗﾝ｣で示された放課後児童ｸﾗﾌﾞ30万人分の新たな受け皿整備を着実

に推進すること 

イ 安定運営支援 

ⅰ）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(国1/3→1/2へ) 

ⅱ）放課後児童クラブの長時間開所加算（平日分）の対象拡大 

・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） 

【国制度の問題点】 

・女性の就業が進み、長時間の開所を求める声が多い中、多くの放課後児童ｸﾗﾌﾞが時間延長に取り

組んでいるが、加算の要件が厳しいことから、5.7％(73/1,275箇所)しか活用できていない。 

・提案が実現すれば、５時間以上開設している 

ｸﾗﾌﾞが約９割あるため、開所時間を延長する 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとなり居場所づくりが促進される。 

 

 

現行 小学校授業 延長分

提案 小学校授業 延長分

 加算対象

基本分(6h)

基本分(5h)

8時　　　　　 13時　　　　　　 18時 19時
この１時間が問題
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ⅲ）すべ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 
【国制度の問題点】 

・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 57件） 

 
ウ 放課後児童支援員等の処遇改善 

・放課後児童支援員等の処遇改善を図るための確実な財政措置を行うこと 
【提案の背景】 
・平成30年度放課後児童支援員ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ処遇改善事業では、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、放課後児童ｸﾗﾌﾞの拡充には、更なる処遇改善が必要である。 
 
(5) 「保育の質」を確保する監査体制等の充実支援                【厚労】 

 ・「保育の質」を確保する取組に必要な財政措置を講じること 

○ 保育・教育施設に対する法令遵守研修等の実施 
○ 監査指導体制の強化 

【提案の背景】 
・県内で発生した認定こども園の不正事案を踏まえ、不適切な保育等の防止と「保育の質」確保の

ため、適正運営・再発防止の指針を作成し、指導監査等の強化、法令遵守研修等を実施している。 
 

［本県の取組］「認定こども園の適正運営・再発防止に係る指針」に基づく取組内容 
区 分 内 容 

監査指導の強化 
・新設、移行後の早い段階での適正運営確保に向けた指導の実施 
・抜き打ち監査・調査の活用による牽制効果の強化 
・市町との協働の強化 等 

事業者への啓発 
・法令遵守研修の実施 
・各園での自己点検・自己評価及び情報公開の推進 等 

認定こども園・保育所
等ﾎｯﾄﾗｲﾝの開設 

・認定こども園・保育所等の保育施設の制度や基準、乳幼児教育・保育
等の質問や相談の県内一律の電話相談システムを運営 

 

 
(6) 子育て世帯の経済的負担の軽減        【内閣府、財務、文科、厚労】 

主① 幼児教育・保育の無償化の実現                          

ア 幼児教育無償化の早期実現 

・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 

イ ０～２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 
【提案の背景】 

・子育てと仕事の両立や教育費等の経済負担が少子化の一因となっていることから、「新しい経済

政策パッケージ」（3～5歳は全て無償化）に基づき、幼児教育の無償化を実現する必要がある。 

［国の方針］経済財政運営と改革の基本方針2018 抜粋 ※2019.10から全面的に無償化措置を実施 
０～２歳 住民税非課税世帯を対象として無償化 

３～５歳 
幼稚園、保育所、認定こども園 全ての子どもたちを無償化 

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） 

  
［本県の取組］国制度に上乗せして実施している「多子世帯の保育料軽減措置」の概要 

区 分 第２子 第３子以降 

県 

年 収 640万円相当未満 
補
助
額 

３歳児以上 3,500円 → 4,500円 4,500円 → 5,500円 

３歳児未満 5,000円 → 6,000円 6,000円 → 7,000円 

国 
年 収 360万円相当未満 

保護者負担 １／２負担 無償 
 ※県補助額は５千円／月を超える保育料に対する上限額 
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② 子どもの医療費助成制度の創設                          

・子どもの医療に対するセーフティネットは、国の責務として、社会保障政策の中に位

置づけ、早急に子どもの医療費助成制度を創設すること 
【国制度の問題点】 

・全都道府県で独自に乳幼児等医療費軽減策を実施しているが、子どもの医療に対するセーフティ

ネットは、本来、国の責務として、社会保障政策の中に位置づけ、確立されるべきものである。 
 

［本県の取組］「乳幼児医療費等助成」の概要 

①乳幼児等医療費助成（０歳～小３、対象者数：約359,000人） ※全市町で実施 

世帯区分 
一部負担金 

負担割合 外来 入院 
低所得者（市町村民税非課税世帯で年金
収入を加えた所得80万円以下） 

１医療機関等当たり 
１日600円(月2回まで) 

定率１割 
月額2,400円限度 県1/2、 

市町1/2 一般（市町村民税所得割税額23.5万円未
満（世帯合算））※0歳児は所得制限なし 

１医療機関等当たり 
１日800円(月2回まで) 

定率１割 
月額3,200円限度 

②こども医療費助成（小４～中３、対象者数：約217,000人）※全市町で実施 

世帯区分 一部負担金 公費負担 負担割合 

市町村民税所得割税額23.5万円未満(世
帯合算) 

医療保険における自
己負担額の2/3 

医療保険における自
己負担額3割のうち
の1割相当分 

外来：県1/2、 
市町1/2 

入院：県10/10 
  

③ 育児等を支援するサービス利用経費に関する税控除の創設              

・育児等の支援を行う家庭内労働者の雇用や保育所、家庭的保育等の利用に要した費用

の一定割合を所得税から税額控除する制度を創設すること 
【提案の背景】 

・子育て世帯の経済的負担軽減について、先進諸国ではベビーシッター等の家庭内労働者や保育所

等に支払われる費用の一部を免除する制度があるが、わが国の場合、税額控除の制度がない。 
 
(7) 子どもの貧困対策の強化                                  【厚労】 

① 高等学校等への就学費の教育扶助への位置付け                                   

・一般世帯より高校進学率の低い生活保護受給世帯の子どもの高等学校等への学用品費

を義務教育と同様に教育扶助に位置づけること 

② 学習支援等を行う民間団体の育成                        

・学習支援や子ども食堂など、生活習慣獲得への支援、進学への意欲助長、高校進学後

の就学フォロー等の活動を行うＮＰＯ等の民間団体を支援する制度を創設すること 

【提案の背景】 

・親の教育に関する意識の欠如や、家庭内に問題を抱えているため学業に集中できない子どもを支

援する必要がある。 
 
(8) 奨学金・就学支援金等制度の充実                         【総務、文科】 

① 高等学校等就学支援金等制度等の拡充                      

ア 修学支援制度の充実 

主ⅰ）高等学校等就学支援金の拡充 

・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 

【国制度の問題点】 

・年収約590万円未満の世帯には一定の加算措置が講じられているが、実際の授業料負担に比較し

て充分なものではない。 

・就学支援金に加え県単独の授業料軽減補助により、低所得層に重点を置いた補助を行っているが、

授業料の一部負担が生じている。 
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＜国の就学支援金、授業料軽減補助及び奨学給付金制度＞ 

  （イメージ図：平成29年度の1年生・2年生） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅱ）県等が行う修学支援事業に対する恒常的な財政支援制度の創設 

・県が行っている授業料軽減補助や各学校が行う奨学金制度にかかる利子補給など修学

支援事業に対する恒常的な財政支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・高校生に対する奨学金制度は、貸与型奨学金が中心であり、卒業後の返済の負担が大きい。 

・奨学給付金の対象は生活保護世帯と市町民税非課税世帯に限定されたものである。 
 

イ 高等学校等就学支援金制度の効率的な運用 

ⅰ）減免に関する全国統一基準の設定 

・経済的理由による授業料の減免について、高等学校等就学支援金制度の枠組みの中で

全国統一基準を設定し、必要な財源措置を行うこと 

【国制度の問題点】 

・保護者の失職・倒産などの家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難となった者に対す

る支援について、国は、各都道府県が行う家計急変世帯支援事業費の1/2を補助している。 

・しかし、各都道府県が行う家計急変支援事業における所得基準は独自の減免基準を設定し運用で

きるため、国庫補助に不均衡が生じている。 

［比較］近隣府県における家計急変等への授業料免除基準（４人世帯の場合の目安） 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 本県 

保護者年収 350万円未満 500万円未満 
倒産・解雇・廃
業による失職 

240万円未満 210万円未満 450万円未満 
 

 

ⅱ）新入生の受給資格認定申請の手続きの簡素化 

・新入生の受給資格認定申請について、前年の所得が確定する６月時点で４月～６月分

を遡及して当該年度分（４月～翌年６月分）の支給を決定できるよう制度を改正する

こと（現行：４月に前々年の所得で申請、７月に再度前年所得で申請） 

【国制度の問題点】 

・現在４月と７月の２回認定手続きが必要で、生徒・保護者の負担増や事務の煩雑化を招いている。 
 
ウ 高等学校等就学支援金事業等に関する業務の政令市への移譲 

・市立学校の高等学校等就学支援金、高校生等奨学給付金、特別支援教育就学奨励費の

支給決定事務等について、学校設置者である政令市が実施するよう制度改正すること 

生保世帯 0 年収（万円）

379,000円
397,000円

2020～：国が全額負担
82,000円

18,000円

297,000円
（2.5倍加算）

237,600円
（２倍加算）

178,200円
(1.5倍加算)

118,800円
(基礎額)

　国就学支援金

250 350 590 910

　2017：県加算

　2018：県加算

　2019：県加算

21,000円

33,000円

33,000円

51,400円

131,800円
13,000円
13,000円

82,000円
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【国制度の問題点】 

・現行制度では、都道府県が補助者となっているが、各学校で申請書を取りまとめているため、 

都道府県と市立学校で書類の確認事務が重複し、申請から給付まで時間がかかっている。 

・県費負担教職員制度の見直しに伴い、給付負担の決定権限等が政令市に移譲されたことから、 

 政令市立の学校については、学校設置者である政令市が実施すべきである。 

［経過］権限移譲の経過 

・教育分野における自主性・自立性を高めるため、平成29年度から県費負担教職員制度見直しに伴

い、給与負担の決定権限等が政令市へ移譲された。 
 
エ 専修学校専門課程の学生への支援制度の創設 

・専修学校専門課程の学生への経済的支援については、実証研究にとどまらず、専修学

校の負担を伴わない恒常的な財政支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・平成27年度から平成29年度の３年間の実証研究事業とされていたところ、平成30年度も継続され

ることとなったが、恒常的な制度ではなく財政措置も十分ではないため。 

［国の制度］「専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業」の概要 

・国から事業委託された都道府県において、修学支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの配置や経済的支援、支援効果等

の基礎ﾃﾞｰﾀを収集し、そのﾃﾞｰﾀを国が委託する調査研究機関が施策効果等を分析・検証 

 

② 高校生に対する奨学金の充実                          

ア 給付型奨学金制度の充実 

主ⅰ）全額国庫負担化 

・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 

【国制度の問題点】 

・年収約250万円未満である非課税世帯が対象要件であるが、支給対象外世帯が、対象世帯と年収

に大きな差がない場合についても支援できるように要件の拡充が必要である。 

［国の制度］高校生等奨学給付金の概要 

区  分 内  容 

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 
 

 

ⅱ）国による事務費の負担 

・高校生等奨学給付金の支給に関する事務費を措置すること 

【国制度の問題点】 

・高校生等奨学給付金については、高等学校等就学支援金と同様に国庫補助事業であるにもかかわ

らず、高等学校等就学支援金と異なり、事務費は県が負担している。 
 

ⅲ）税源移譲に伴う判定基準変更の見直し 

新・県費負担教職員制度の見直しによる指定都市への税源移譲に伴い、平成30年７月から

変更となった高校生等奨学給付金の判定基準について、税計算上の端数処理の関係で

支給対象外となることに対する救済策を講じること 

【国制度の問題点】 

・指定都市への税源移譲への対応として、高校生等奨学給付金の判定基準が、平成30年７月から、

市町村民税所得割額から道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算に変更された。 

 ・指定都市において、課税所得金額が同額にも関わらず、非課税から課税となる世帯が生じ、生活

保護及び非課税世帯を対象の本制度において、保護者等の居住地により課税世帯となり支給対象

外となる事例が生じるため、指定都市の判定基準を従来どおりとするなどの措置が必要である。 
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［参考］指定都市において新たに課税世帯となる場合の例示 

 ＜課税＞ 所得金額3,000円×６％（市町村民税率）－調整控除（3,000円×３％）＝90円→0円 
＜変更後＞ ①県民税：課税所得金額3,000円×２％-調整控除（3,000円×１％）＝30円→0円 

          （指定都市以外の場合：税率４％ 調整控除２％ 60円→0円） 
      ②市民税：課税所得金額3,000円×８％-調整控除（3,000円×４％）＝120円→100円 
          （指定都市以外の場合：税率６％ 調整控除３％ 90円→0円） 
      ①＋②＞０円のため、支給対象外（指定都市以外の場合は①＋②＝0円となり支給対象） 

 
ⅳ）海外留学を支援する奨学金制度の創設 

・海外留学を促進する国の目標を達成するため、意欲ある高校生の海外留学を支援する

奨学金制度を創設すること 

【提案の背景】 

・本県では、意欲のある高校生に対して留学支援を行っているが、経済的理由で留学を断念するこ

となく、海外留学を促進する国の目標を達成国が制度化すべきである。 
 

［本県の取組］「高校生に対する留学支援制度」の概要 
区 分 内 容 
対象者 県内高校生（所得制限なし） 

区 分 
長期 給付額30万円、人数15人 （H28実績） 
短期 給付額10万円、人数106人（H28実績） 

 

 
イ 貸与型奨学金事業の充実 

ⅰ）返還猶予等によって生じる貸付け原資の不足額の補填 

・高校生向けの貸与型奨学金事業について、返還猶予や返済滞納等によって生じる貸付

原資の不足額を補填する交付金を創設すること 

【提案の背景】 

 ・平成26年から財源措置としての交付金が廃止されたが、実施状況を踏まえて今後も貸与型奨学金 

制度を円滑に運営できるよう、国の財源措置が必要である。 

［経過］貸与型奨学金に対する財源措置 

・平成17年度から、全国で総額2千億円に達するまで(独)日本学生支援機構から交付されていたが、

平成26年度に当該額に達したため廃止。それ以降の財源措置はない。 

・償還金を原資として新たな貸与を実施するよう制度設計されたが、返済猶予や滞納等により貸付

原資に不足が生じており、不足分は一般財源で補填している。 
 

［状況］本県の貸与状況 
区 分 貸与総額 返還総額 一般財源 
H29実績 1,414百万円 1,203百万円 325百万円 

  
ⅱ）通学交通費に対する所得要件のない奨学金制度の創設 

・通学交通費に対する所得要件のない奨学金制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・通学交通費貸与の所得制限により、結果として負担に逆転現象が生じている。 

・生徒の通学交通費の負担額が大きすぎる。 

・独自に所得要件なしに交通費の補助を実施している市町の財政的な負担が大きくなっている。 
 

［本県の取組］高等学校奨学資金における通学交通費の貸与 
区 分 内 容 

対象者 
奨学資金貸与者（4人世帯の場合約680万円以下等の所得要件あり）のうち１ヶ月あた
りの通学定期券購入額が10,000円以上の生徒 

貸与額 
月額5,000～45,000円 
※通学区域再編後のH27.4月入学生から上限を拡大（上限40,000→45,000） 

実 績 H29公立分：46名（うち45,000円貸与者は1名） 
  

③ 大学生等に対する奨学金の充実                          

主ア 低所得世帯に対する高等教育の負担軽減策の充実 

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 
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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 

 
イ 貸与型奨学金の充実 

・貸与型奨学金について、所得連動返還型奨学金制度の利用状況等も踏まえながら、社

会の諸情勢の変化に応じて不断の見直しを行い、充実すること 

【国制度の問題点】 

・貸与型奨学金の所得連動返還型奨学金制度は、平成29年度以降の新規貸与者が対象となっている

新しい制度であるため、利便性を高めていくためには、利用状況や効果等の検証を行い、社会の

諸情勢の変化に応じて制度の見直しを行っていく必要がある。 
 
(9) 遠距離通学の児童・生徒に対する支援の充実         【総務、文科】 

・へき地児童生徒援助費等補助金について、市町の財政運営に支障が生じないよう、所

要額を引き続き満額措置すること 

【提案の背景】 

・へき地児童生徒援助費等補助金の遠距離通学費は、H27は、上限に対して約45％の補助額であっ

たが、H28以降は100％に改善された。学校の統廃合により、遠距離通学をせざるを得ない児童が

多いことから、通学市町の学校運営予算の圧迫を回避するためにも、100％交付は必須である。 

［国の制度］「へき地児童生徒援助費等補助金」の概要  
・学校統廃合等により遠距離通学を余儀なくされる児童生徒のためのスクールバス運行を支援 
 補助率：予算の範囲内もしくは事業費の1/2 

 
(10) 出会い・結婚支援の充実                               【内閣府】 

・「地域少子化対策重点推進交付金」の補助率を国10/10とすること 

【国制度の問題点】 

 ・出会いから結婚まで総合的に支援するため、地方公共団体が行う結婚支援事業について、きめ細

かな対応や継続的な支援のためには現行の補助率では不十分である。（㉘補正10/10 → ㉙1/2 に引き下げ） 

［国の制度］「地域少子化対策重点推進交付金」の概要 H30当初：10億円、H29当初：5.8億円 

・地方公共団体が行う少子化対策事業（「結婚に対する取組」及び「結婚、妊娠・出産、乳児期を

中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組」）の優良事例の横展開による支援 

・地方公共団体が行う結婚新生活支援事業（新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助）を支援 
 

［本県の取組］「ひょうご出会いサポートセンター事業」の概要 

区 分 内 容 

事業概要 

①お見合い(県内10か所及び東京都内1カ所で運営。会員向け市町窓口設置に向け、順次市町と調整を進め、現在 2市町が開設) 

②出会いイベント（独自事業の他、民間イベントも含め、年200回以上） 

③大学生ライフプランセミナー（年10回以上） 他 

成 婚 数 H29年度156組  累計1,457組（平成30年3月末現在） 
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２ 安定した高齢者福祉・介護体制の確保 
［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（+49千人）に対応するために利用定員の拡大が急務 

［在宅介護ｻｰﾋﾞｽの充実］ 

・24時間対応の「定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽ」参入事業者は、1,685介護ｻｰﾋﾞｽ事業所中46事業所(2.7%)［H29］ 

・目標 2020年度：150事業所 2025年度：300事業所 

・取組(H30)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 

＜2025年までの本県の高齢者人口の推移＞ 
区 分 2017年実績 2025年見込み 差 引 

65歳以上人口 1,516千人 1,600千人 +84千人 
 65～74歳 782千人 633千人 ▲149千人 

75歳以上 734千人 967千人 +233千人 

介護ｻｰﾋﾞｽ利用者(要介護1～5) 193千人 240千人 +47千人 
介護ｻｰﾋﾞｽ利用定員 199千人 248千人 +49千人 

＜介護ｻｰﾋﾞｽ利用定員49千人の内訳＞ 

介護ｻｰﾋﾞｽ内容 
利用定員 

差 引 
2017年 2025年 

訪問介護・通所介護等 124,000 148,800 24,800 
看護/小規模多機能型居宅介護 6,600 9,600 3,000 
定期巡回・随時対応型ｻｰﾋﾞｽ 900 6,000 5,100 
認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 6,800 9,400 2,600 
特定施設(サ高住等) 18,000 22,900 4,900 
特別養護老人ﾎｰﾑ 26,000 32,000 6,000 
介護老人保健施設等 16,700 19,300 2,600 
計 199,000 248,000 49,000 

 
(1) 介護保険制度の見直し                     【厚労】 

① 介護保険料の見直し                              

ア 保険料算定の単位を個人から世帯へ見直し 

・介護保険料の算定について、現在の個人単位から世帯単位での算定に変更すること 
【提案の背景】 

・介護保険料の算定は｢個人単位での賦課｣が基本とされているが、世帯に市町村民税課税者がいる
場合、世帯収入の合計の多寡と介護保険料の負担合計の多寡が逆転し、公平性を欠く状況である。 

［例示］世帯収入の合計の多寡と介護保険料の負担合計の多寡が逆転する例 
・世帯Ｂの方が世帯Ａより世帯収入が少ないが、保険料は、夫婦ともに世帯Ａより高い。 

世帯Ａ 夫１６０万円（第３段階） 
＊市町村民税非課税 

妻１３０万円（第３段階） 
＊市町村民税非課税 

計２９０万円 

世帯Ｂ 夫２２０万円（第６段階） 
＊市町村民税課税 

妻０円（第４段階） 
＊市町村民税非課税 

計２２０万円 

    ※（ ）は保険料段階   本人が非課税でも世帯に課税者がいる場合は第４段階  
保険料段階 保険料率 
第３段階 基準額×０．７５ 
第４段階 基準額×０．９ 
第６段階 基準額×１．２ 

  
イ 低所得者に対する介護保険料の軽減措置の強化 

・所得に応じた保険料となるよう、市町村民税非課税世帯に対する軽減措置を完全実施すること 
【提案の背景】 

・平成27年度から１号被保険者の介護保険料の軽減措置が強化されたが、平成29年度からの市町村
民税非課税世帯全体を対象とした軽減措置の完全実施は見送られた。 

［国の取組］低所得者に対する介護保険料軽減強化 
・市町村民税非課税世帯のうち特に所得の低い者を対象に保険料の軽減措置が実施されてきた。 
・従前は保険料基準額の×0.5の軽減だったが、平成27年度より×0.45に軽減措置が強化された。 

※ 29年度から予定されていた市町村民税非課税世帯全体を対象とする軽減措置の完全実施は見送られた。 
・今後、市町村民税非課税世帯全体を対象に×0.3～0.7の軽減措置を実施予定 
・軽減分は公費により補填（負担割合：国1/2、県1/4、市町1/4） 

保険料は、所得に応じた保険料段階と市町

村が定める基準額に保険料率を乗じて決定 



- 39 - 

 

② 適切な介護サービス提供の仕組みづくり                      

ア 情報公表制度に要する経費の国庫負担化と情報の統一 

・介護サービス情報公表制度に関する経費は全額国庫で負担すること 

・公表される情報を統一すること 

【国制度の問題点】 

・介護サービス情報公表制度については、事業者からの手数料収入で運営されていたが、平成24年

度から国庫補助の対象（補助率1/2）となり、都道府県負担が生じている。 

・システムは国が一元管理しているが、公表される情報は、都道府県が事業者から報告を受け、必

要な調査を行って整備しており、統一が図られていない。 
 
イ 射幸心をそそるおそれ等のある遊技の防止のための基準等の設定 

・賭博施設を想起させる名称の使用や遊技設備・疑似通貨を用いた遊技が介護保険サー

ビス利用時間の相当程度を越えて提供されないよう、事業所等の設備及び運営の基準

等の改正により規制を強化すること 

【提案の背景】 

・本県では、平成27年10月より条例で、風俗営業法で規制される遊技と同種の遊技を提供する事業

所等に関する設備及び運営等の基準を設け、風俗営業を連想させる外観等の規制を行っている。 

・同様の規制が全国で実施されるよう、厚生労働省令（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等）の改正が必要である。 
 
ウ 小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員と居宅介護支援専門員の兼務の容認 

・小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員と居宅介護支援専門員の兼務を認めること 

【国制度の問題点】 

・小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員と居宅介護支援専門員の兼務ができないため、居宅介

護から同ｻｰﾋﾞｽへの変更により、それまでの介護支援専門員の変更を余儀なくされる。 
 

(2) 介護サービス・生活支援サービス等の充実         【厚労、国交】 

① 介護基盤整備の推進                              

ア 地域医療介護総合確保基金の対象事業の要件の弾力化と財源の確保 

・地域医療介護総合確保基金の対象事業について、要件を弾力化するとともに、財源を

十分確保すること 

【国制度の問題点】 

・基金の使途が国の要領に示されている26事業に限定されており、地域の創意工夫が生かされない。 

例えば、以下は基金事業の趣旨には合致するが、メニューにないため、県単独で実施している。 
○ 介護人材確保支援事業（人材雇用経費の一部を一定期間補助し人材確保を支援） 
○ 定期巡回・随時対応サービス充実支援事業（サービス参入に要する経費を支援） 
○ 介護老人保健施設における在宅復帰支援機能強化事業（老健の在宅復帰機能強化を支援） 

 
主イ 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 

・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 

【国制度の問題点】 

・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。 

［ﾃﾞｰﾀ］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％） 
 
主② サービス付き高齢者向け住宅における特殊浴室や介護室等の整備の補助対象化   

 ・サービス付き高齢者向け住宅における特定施設入居者生活介護の指定に必要な設備（特

殊浴室や介護室等）の整備を補助対象化すること(現行 住宅部分のみ対象・上限90～180万円/戸) 
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居室、共同生活室、食堂、 居室、居間、食堂、

浴室、特浴室、 浴室、 （特浴室）

洗面設備、便所、汚物処理室 洗面所、便所、

調理設備、面談室、洗濯室 調理設備、

静養室 （一時介護室）←[静養室

機能訓練室 （機能訓練室）　と同等]
医務室　←[特養のみの設置基準]

特定養護老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

特定施設の指定を受けるた
めに必要な設備（※）

サ高住としての必要な
設備（国庫補助対象）

【国制度の問題点】 

・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、要介護者に特

養並のケアを提供することができる。 ※入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援が受けられる。 

・県内では、当該指定を受けたサ高住は10％しかなく、更に戸数を増やすためには、指定のために

要する設備に係る整備を補助対象化し、事業者の負担軽減を行う必要がある。 

＜特養とサ高住（特定）の設備基準の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [ﾃﾞｰﾀ]本県のサービス付き高齢者向け住宅の整備状況 
項 目 現 状 
登録戸数 12,619戸（2018年３月末時点） 
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 

  
主③ 定期巡回・随時対応サービスへの参入促進                    

ア 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

促進される水準となるようさらに引上げること 
 
イ 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 

【国制度の問題点】 

・平成30年度介護報酬改定において基本報酬で平均0.14％増額改定されたが、定期巡回の訪問看護

ｻｰﾋﾞｽは同額改定となった一方、一般の訪問看護ｻｰﾋﾞｽは平均0.38％増額改定され、差が拡大した。 

・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り、訪問看護事業者の定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽ参入の阻害要因である。 

［報酬単価差］定期巡回の訪問看護サービスと一般の訪問看護サービスとの報酬単価差 

介護報酬比較（30分以上1時間未満の場合） 
＜要介護１～４＞  ＜要介護５＞ 
訪問 

回数 

定期巡回の 
訪問看護 

一般の 
訪問看護 

差額  
訪問 
回数 

定期巡回の 
訪問看護 

一般の 
訪問看護 

差額 

３ 

29,350 

24,480 4,870  ３ 

37,350 

24,480 12,870 

４ 32,640 △ 3,290  ４ 32,640 4,710 

５ 40,800 △11,450  ５ 40,800 △ 3,450 

６ 48,960 △19,610  ６ 48,960 △11,610 
 

 
［本県の取組］本県の参入促進策の概要 

○定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬単価差への支援 
区  分 内 容 

趣  旨 定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽの訪問看護と単独の訪問看護の介護報酬単価差に対し補助 

補助単価 3千円又は11千円 

補 助 率 3/4（1/4は市町随伴期待） 

○参入事業者に対する人権費等助成の実施 
区  分 内 容 

趣  旨 定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽの参入事業者を増やすため、利用者数に応じた加算措置を実施 

対象事業者 新たに定期巡回・随時対応サービスを実施する事業所（月利用者数20人以下） 

対象経費 
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 

 

目標 2016 年：1,147 戸 

→2020 年：2,635 戸 
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○定期巡回サービス事業所整備等への支援（H30新規） 
区  分 整備費補助 賃料補助 

補助対象 
新たに定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽを実施
する事業者 

新たに定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽを実施する事業者で、
事務所を賃貸借契約に基づき借り受けている事業者 

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 
支払期間 － ３年間 
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 

  
ウ 集合住宅への減算措置の見直し 

・集合住宅への減算措置を緩和すること 
【国制度の問題点】 

・平成30年度から集合住宅減算が強化され、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住
する利用者が１月当たり50人以上の場合は、１人当たり月900単位(10円換算：9,000円)の減算と
なり、事業参入が阻害される恐れがある。 

［制度改正］平成30年度介護報酬改定の概要（定期巡回・随時対応ｻｰﾋﾞｽに関する集合住宅減算） 
区 分 単 位 

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 600単位／月 
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者のう
ち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり50人以上の場合（拡充） 

900単位/月 
  

④ 定期借地権を利用した未利用国有地の貸付け条件の見直し             

新・介護老人保健施設と看護小規模多機能型事業所を減額貸付けの対象とすること 

新・未利用国有地の貸付け希望受付時に適正な時価に基づく貸付料の参考価格を示すこと 
【国制度の問題点】 

・都市部の未利用国有地で定期借地権を利用して介護施設等を整備する場合、貸付料が50%減額(10年間)される。 
・介護老人保健施設と看護小規模多機能型事業所は、減額対象の介護施設等と同様に介護保健事業に資

する施設であるにも関わらず、対象外となっており、対象施設とする考え方の均衡がとれていない。 
・貸付け希望受付時に貸付料の参考価格が示されないため、事業者が収支を見込むことが困難とな

り事業参入の支障になっている。 
 
(3) 介護人材の確保・定着                      【厚労】 

主① 処遇改善加算制度の拡充等                            

・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 
【国制度の問題点】 

・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。 

区 分 平均年齢 勤続年数 賞与込給与(千円) 

全産業 41.4 10.4 363.0 

 対人サービス業 40.4 7.9 272.4 

看護師 39.0 8.0 400.7 

介護職員 41.1 6.3 267.3 
  

② 訪問看護・訪問介護の訪問時の安全確保                       

・訪問看護師・介護員が暴力行為等への対応のため２人以上の訪問が必要な場合には、

利用者等の同意という加算要件を緩和すること。また、利用者への虐待防止と合わせ、

訪問介護等の訪問時の権利侵害の未然防止を図ることなど、具体的な取組を行うこと 
【国制度の問題点】 

・利用者からの暴力行為に対しては、訪問看護師・介護員が複数で訪問する必要があるが、介護報
酬上の加算を受けるための要件である“利用者又は家族等からの同意”が得られない場合がある。 

 
［本県の取組］「訪問看護師・訪問介護員の安定確保・離職防止対策」の概要 

○ 安全確保対策：暴力行為や深夜の時間帯(22時から6時)の安全確保のため、2人以上の訪問が必
要なケースで、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助 
（平成30年度：深夜時間帯（22時～６時）の場合を追加） 

○ 安定確保・離職防止対策：マニュアル等の作成、研修会の実施、相談窓口の設置 
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③ 労働環境改善に対する支援の充実                         

・介護職員の労働環境改善に向けた取組に対する支援を充実すること 

  ○ 介護ロボットの導入 

  ○ 事務処理の省力化等に必要な機器等の導入 
【提案の背景】 

・高齢者の増加に伴って、より一層、介護職員の需要が高まっているが、労働環境の厳しい事業所

もあること等から、就労希望者が介護業界を選ばない実態がある。更なる支援策により働きやす

い職場づくりを推進する必要がある。 
 
④ キャリアアップに対する支援の充実                       

・キャリアアップを支援するための仕組みを充実すること（例：研修修了者の配置に対

する介護報酬の加算の拡充） 
【提案の背景】 

・介護需要の増大・多様化、他職種に比べ低い給与水準等による人材流出、高齢社会の進行や人口
減少に伴う担い手不足等に対応するため、継続的な福祉人材確保対策が喫緊の課題である。 

 
⑤ 介護職の外国人技能実習制度の円滑な運用                    

・介護技能実習生の日本語能力向上を図るために実習実施機関が行う日本語学習指導に

ついて、負担軽減策を講じること 

新・実習生の送出し国において計画的、効果的な日本語教育が実施されるよう、日本語教

室の実施や日本語教師の派遣などの支援を行うこと 
【国制度の問題点】 

・平成29年11月から、外国人技能実習制度に｢介護職｣が対象となったことを踏まえて、本県では、
県社会福祉協議会が外国人実習生を受け入れる監理団体となる経費を支援している。 

・しかし、「介護職」の技能実習生は、入国時に日本語能力試験のN4(基本的な日本語を理解できる
ﾚﾍﾞﾙ)が必要とされ、２年目にはN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるﾚﾍﾞﾙ)
が要件となるなど、求められる日本語能力が高く、ベトナム社会主義共和国をはじめ、介護職の
技能実習生の送り出しを認めていない国があり、制度の円滑な運営に支障を来している。 

・また、送出し国においては、日本語教師が少なく、日本語学習の機会が限られているため、日本
語能力の高い実習生の送り出しのためには、計画的、効果的な日本語教育の支援が必要である。 

 
(4) 音楽療法士の公的資格としての位置付け                【厚労】 

・音楽療法士について、医療・福祉資格として統一的な資格制度を創設すること 
【提案の背景】 

・民間団体や一部の大学等が独自の資格制度を設けており、その数も限定されているほか、技術レ
ベルも平準化されていないことから、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士等と同様に、医
療・福祉資格として統一的基準を設けて質の高い音楽療法を提供できる資格制度が必要である。 

［現状］音楽療法士の資格制度の状況（平成30年3月末現在） 
 ○音楽療法士(兵庫県)379名 (日本音楽療法学会)3,156名 (岐阜県)814名 (奈良市)15名 (桑名市)28名 

 
(5) 長期的に安定した運営を目指した年金制度の見直し            【厚労】 

① 年金制度の一元化に向けた取組                              

ア 国民年金への所得比例部分の導入 

・同一所得であれば同一負担、同一給付となるよう、国民年金にも基礎年金部分に加え、

厚生年金と同様に所得比例部分（２階部分）を設けること 
【提案の背景】 

・本来、自営業者を対象者として発足した国民年金は、農地や商店等の稼得手段を有する自営業者
が減少し、短時間労働者の増加など、被用者としての保障が必要な者が増加している。 

 
イ 年金全体の一元化の検討 

・国費の投入等必要な経過措置を講じた上で将来的に年金全体の一元化を検討すること 
【提案の背景】 

・年金制度は、「稼働所得の喪失の補填」が本質的な役割であり、負担も給付も現役時代の所得に
応じた形にすることが必要である。 
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② 支給額の見直し                                

ア 在職老齢年金制度の簡素化 

・在職老齢年金について、以下のような見直しを行い、わかりやすい制度とすること 

  ○ 所得に応じた段階的な支給額のカット 
  ○ 賃金が一定額を超えた場合に支給を停止 

【提案の背景】 
・在職老齢年金については、就労意欲を抑制している傾向にあること、また制度が複雑となってい

ることから、わかりやすい制度としていくことが必要である。 
 
イ 高齢者の所得に応じた負担と給付への見直し  

・60歳以上の高齢者について、所得に応じて、年金保険料を負担し、年金の給付を受け

る制度となるよう見直すこと 

【提案の背景】 

・他の年代と比べて格差の大きい高齢者の中には、企業年金を含めた高い年金収入や給料を得なが

ら年金を得ている方もいるため、所得に応じて年金保険料の負担を求める必要がある。 
 

③ 支給開始年齢の引き上げ                            

・就労状況を考慮して支給開始年齢を引き上げること 

【提案の背景】 

・高齢化や平均寿命の伸長に伴い、生涯現役社会に向けた取組が進められる中、年金水準の確保を

図るためには、就労状況を考慮した上で、より長く保険料を拠出してもらう取組が必要である。 
 
④ 保険料徴収の見直し                              

ア 各号被保険者のあり方に関する見直し 

・３号被保険者にも１号被保険者に準じて保険料を支払わせる見直しを検討すること 

・２号被保険者とする短時間労働者の範囲の更なる拡大を検討すること 

【提案の背景】 

・３号被保険者：①本人が保険料を負担せずに、基礎年金の給付が受けられるため、負担に応じて

給付を受けるという社会保険の原則に反している、②一定の所得を超えない方が有利であるとし

て、女性の就労に悪影響を与えているのではないか等の批判がある。 

・２号被保険者：ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者のうち、自らが主たる生計維持者 (主に自分の収入で暮らしている)の割合は約3割に

達している。非正規雇用の労働者も被用者としての保障の体系に組み入れていく必要がある。 

［経過］直近の短時間労働者の範囲の見直し(H28.10～) 週当たり勤務時間30時間以上→20時間以上 
 
イ 応能負担の原則に基づく見直し 

・応能負担の原則に基づき、標準報酬月額の上限を引き上げること 

・年金の過度の上昇を防止するため受給額逓減制度を導入すること 

【提案の背景】 

・年金財政を安定させるため、応能負担を強化し、標準報酬月額の上限を引き上げるとともに、年

金の過度の上昇を防止するため受給額逓減制度を導入することが必要である。 
 
ウ 市町への徴収委託の導入 

・市町に徴収を委託できるようにすること 

【提案の背景】 

・国民年金の納付拒否、厚生年金の加入逃れ等が多く存在し、実質的な国民皆年金制度になってい

ないため、全員の加入、納付の促進を図るため、市町村に徴収を委託することが必要である。 
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３ 地域の医療確保と医療保険制度の安定運営 
 

(1) 医師の地域偏在・診療科偏在を是正する仕組みの構築    【文科、厚労】 

へき地や産科・小児科等における医師不足を解消するため、都道府県毎の地域事情を踏

まえ、以下の取組により、医師の適正配置が実現する仕組みを構築すること 

［人口10万人当たり医師数］（兵庫県内地域別：H28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

主① 医学部入学定員増員に関する緊急臨時的措置の恒久化               

・「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 

【提案の背景】 

・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 
 
② 診療科偏在対策の実施                             

・診療科別の定数管理制度の導入など診療科偏在対策を実施すること 

【提案の背景】 

・現行では、医師の自由意思により診療科を選択できることから、産科、小児科、救急科など一部

の診療科で、医師の絶対数の不足が指摘されている。 
 
③ 無床のへき地診療所の管理者兼任許可の要件緩和                  

・無床のへき地診療所の管理者兼任の許可に当たっては、当該診療所の代診医等と常時

連絡が取れる体制が整備できるのであれば、非常勤でも可能とすること 

【提案の背景】 

・医療法上の管理者業務内容・責任が重いことから、管理者である医師が療養等により一定期間不

在となった場合の管理者の兼任を広く認めることが困難である。 

・常勤要件の緩和により、へき地診療所の休診を防ぐことができ、地域住民の医療の確保に資する。 
 
(2) 新専門医制度に対する懸念の払拭                 【厚労】 

・新専門医制度について、国と専門医機構の責任において諸課題を解決すること 

【提案の背景】 

・過去の医師臨床研修制度の導入時のように地域医療に多大な影響を及ぼす可能性がある。 

・これまでから地域医療の確保の観点から見直されたものの、結果として東京をはじめとする都市

部に専門医をめざす医師（専攻医）が集中しているため、さらなる見直しが必要である。 
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(3) 地域医療体制整備に関する権限移譲等                【厚労】 

① 地域医療体制整備に関する権限の移譲                      

・医療機関、診療科及び医師の需給調整に関する以下の権限を都道府県に移譲すること 

○ 保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の指定・取消等の処分 
○ 地域医療計画に基づき、へき地へ医療機関の誘導を進める場合など一定の要件下 

での独自の診療報酬の決定 
○ 健保組合等被用者保険の保険者に対する指導 

 
② 臨床研修病院の指定時の知事協議制度の創設                    

・臨床研修病院の指定について、病院から国へ指定申請がなされた場合に、その可否に

ついて都道府県に意見を聴くこと 
【提案の背景】 

・今通常国会に提案されている医療法改正案において、厚生労働省令に定める基準に基づいて都道
府県知事が臨床研修病院を指定する旨が規定されている。速やかに成立させる必要がある。 

 
③ 基準病床数の算定式の基準の参酌基準化                      

・基準病床数の算定式の基準について、参酌基準化すること 
【提案の背景】 
・医療法に基づき都道府県が医療計画に定める病院及び診療所の基準病床数は、二次医療圏ごとに、

医療法施行規則に定める全国一律の算定式により算定することとなっているため、人口の偏在や
医療機関の配置等の地域事情に配慮した適切な病床の整備ができない。 

《算定式の例（一般病床の場合）》 

 

 

 

 
 
(4) 看護師等養成に関する支援の充実                 【厚労】 

① 新人看護職員臨床研修の義務化                         

・新人看護職員臨床研修について、一定の質を担保できるよう、義務化すること 
【提案の背景】 

・現在、病院の開設者等の努力義務とされていることから施設により取組状況に差が見られる。 
・勤務先を問わず充実した研修が受けられる体制づくりを支援し、離職防止を図る。 

 
② 看護師等養成に関する財政支援の充実                      

ア 地域医療介護確保基金の所要額の措置 

・地域医療介護総合確保基金について、地域医療構想の達成に向けた基盤整備事業に対

する措置額の重点化に伴い、当該基金を活用している看護師等養成所の運営に支障が

生じないよう所要額を措置すること 

イ 訪問看護師の養成に対する財政措置の実施 

・訪問看護師の養成に対する財政措置を講じること 
【提案の背景】 

・今後需要の増加が見込まれる在宅医療ﾆｰｽﾞに対応するため、訪問看護師の養成が不可欠である。 
・看護職員への訪問看護実施研修や、経営安定化のための管理者研修等の充実を図る。 

 
(5) 公立病院に対する交付税措置の拡充                【総務】 

① 基準内繰出金に対する地方交付税措置の充実                   

・公立病院が担う小児医療、救急医療等不採算部門等に配慮し、措置単価の引上げなど、

地方自治体による病院事業への基準内繰出金に対する地方交付税措置を充実すること 

流入

入院患者数
－

流出

入院患者数
Σ

病床利用率

　性別・年齢

　階級別人口
×

　性別・年齢階級別

　一般病床退院率
× 平均在院日数 ＋

※ゴシック体の部分が告示で規定される。
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② 病院事業債（特別分）の期限延長及び要件緩和、交付税措置の充実                

新・平成32年度までとされている病院事業債（特別分）の期限を延長すること 

・病院事業債（特別分）の医療連携要件の緩和や近年の建築単価の高騰に配慮した措置

単価の引上げなど、公立病院の施設整備に対する地方交付税措置を充実すること 

③ 再編ﾈｯﾄﾜｰｸ化により不要となる既存病院等施設の除却等に対する地方財政措置の充実                  

・再編ネットワーク化に伴い不要となる既存病院等施設の除却等に要する経費を新病院

の整備に要する経費等と同様に病院事業債（特別分）の対象とすること 
【国制度の問題点】 

・公立病院が担う小児医療、救急医療、へき地医療、高度医療等不採算部門などに配慮し交付税措
置されているものの、自治体による病院事業への基準内繰出額と交付税措置額が乖離している。 

・病院の施設整備については、平成26年度に、東日本大震災以降の公立病院の建築単価の急激な上
昇を受けて、交付税の単価の引き上げが行われたが、建築単価と交付税単価は未だ乖離している。 

 
［乖離状況1］兵庫県立病院決算における基準内繰出額と交付税措置額の乖離状況（H28） 

基準内繰出額 交付税措置額 差 額 
17,601,797千円 7,354,251千円（兵庫県試算） ▲10,247,546千円 

［乖離状況2］公立病院の施設整備に関する建築単価と交付税単価の乖離状況（H28） 
建築平均㎡単価（実績） 交付税㎡単価 差 額 

406千円／㎡ 360千円／㎡ ▲46千円／㎡ 
  

(6) ドクターヘリの安定的な運航体制の確保               【厚労】 

① 予算の確保                                  

・ドクターヘリ関係の予算を確保すること 

【国制度の問題点】 

・医療提供体制推進事業費補助事業補助金については、近年交付率が60パーセントを切っており、

平成29年度もドクターヘリの運航経費を除けば、交付率が50パーセントという状況である。 

・ドクターヘリは医師を速やかに救急現場に搬送し、初期治療を行うことで、救急患者の救命率の

向上や後遺症の軽減に大きな効果を上げているため、安定的な運航体制を維持する必要がある。 
 
② 補助基準額の引上げ                              

・陸路搬送に時間を要する山間部や離島を対象として広域的な運航を行う場合には、運

航実績に応じた補助基準額の引上げを行うこと 

【国制度の問題点】 

・豊岡病院ドクターヘリは、山間部で3次救急医療を担う病院が少ない地域において、重症・重篤

患者に対応しているため、都市部を運航範囲とするヘリ等と比較すると運航件数が格段に多い。 

・国庫補助基準額は運航件数や運航時間に関わらず一律であるため、運航時間が250時間を超える

場合における燃料費及び整備費は、共同運航している3府県により追加措置している。 
 

［ﾃﾞｰﾀ］H29年度運航実績 
区 分 運航軒数 

豊岡病院ドクターヘリ 2,166件 
全国平均（通年稼働ヘリ47機） 530件 ←夏くらいまで数字が取れない 

  
(7) 医療に関する消費税問題の抜本的な解決               【厚労】 

・医療に関する消費税の課税のあり方について、以下に配慮の上、速やかに問題の抜本

的な解決に向けて適切な措置を講じること 

  ○ 医療機関等の仕入れ税額の負担及び患者等の負担 
  ○ 関係者の負担の公平性、透明性の確保 

【国制度の問題点】 

・社会保険診療は非課税であるため、医療機関等が医薬品などを仕入れる際の消費税負担が実質的

な負担とならないよう診療報酬等に上乗せすることで対応している。 

・これに対して、上乗せ分による補填状況にはばらつきが見られ、消費税の10％引上げ時の対応と

して、診療側からは、診療報酬による対応には限界があり税制により解決する必要がある。（平

成30年度税制改正において、31年度税制改正で結論を得ることとされている） 
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(8) 国を保険者とする各種医療保険制度の一本化等           【厚労】 

主① 医療保険制度の一本化                             

・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 

② 一本化に向けた国の取組                             

ア 一本化に向けた道筋の明示 

・国民健康保険の都道府県単位化を第一歩として、医療保険制度の一本化の道筋を明ら

かにすること 

イ 国の責任による財源の確保 

・国が負うべき負担を地方に転嫁することのないよう、国の責任において更なる財源を

確保すること 

【国制度の問題点】 

・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。

特に国保は、構造的課題(高齢者が多く医療費が高い、低所得者が多く保険料負担が重い)を抱えている。 

［現状］分立する医療保険制度 

区 分 加入者 
加入者数 

(万人) 

加入者一人当たり 
公費負担 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 

市町村

国保 

75歳未満の職域保

険に属さない人 
3,182 51.9 84 8.4 10.0 給付費等の50% 

協会 

けんぽ 

中小企業の従業員

とその被扶養者 
3,716 36.9 145 10.9 7.6 給付費等の16.4% 

健保 

組合 

大企業の従業員と

その被扶養者 
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 

共済 

組合 

公務員などとその

被扶養者 
877 33.1 235 14.0 5.9 － 

 

 

(9) 国民健康保険の都道府県単位化への対応                  【厚労】 

① 運営のあり方の見直し                              

主ア 持続可能な運営を確保するための役割分担の検討 

・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 

【提案の背景】 

・新制度においても、引き続き保険料の決定・賦課・徴収、資格管理、保険給付の決定等を市町村

が担うことになったことに対して、市町村の要望により、将来的な役割分担を含む検討規定が設

けられたが、検討に当たっては、住民の利便性等に十分留意する必要がある。 
 
イ 国民健康保険事業費納付金の市町村毎の調整の仕組みの創設 

・国民健康保険事業費納付金について、過去の医療費をもとに算出し各市町村から徴収

する金額と当該年度の医療費の実績をもとに算出した場合の金額の乖離分を市町村毎

に調整する仕組みを設けること 

【国制度の問題点】 

・納付金については、医療費等の推計をもとに算定するとされているが、推計に基づき各市町村か

ら徴収した納付金と医療費等の実績による納付金額とが乖離することが考えられる。 
 
② 財政基盤の強化                                

主ア 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 

・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 



- 48 - 

 

主イ 激変緩和措置に必要な財源の確保 

・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 

【国制度の問題点】 

・都道府県は、毎年3,400億円の公費拡充を条件として国保改革に合意し、財政運営を引き受ける

こととした経緯を踏まえ、消費税率引き上げ等の状況に関わらず、公費拡充を確実に実施すべき。 

・国保制度改革による保険料変動の影響を最小限に抑えるための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。 

［国の取組］国の3,400億円の財政支援の概要 
区 分 内 容 

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 

※消費増税の延期に伴い、平成28年12月に財政安定化基金の積立(保険料収納不足時や医療費増大時に利

用)の一部が先延ばし(当初平成29年度末までに2,000億円積立て予定のものが1,700億円に減額)される

など、財政支援が遅れているが、平成30年度末までに不足分が措置されることとなった。 
 

ウ 新制度施行後の財政支援の在り方への地方からの提案の採用 

・平成31年度以降の財政支援の在り方については、新制度の施行状況を踏まえ、地方と

十分協議しながら決定すること（例：子育て世帯の経済的負担を軽減する観点から、

高校生以下の子どもに関する均等割保険料を廃止など地方からの提案の採用） 

【国制度の問題点】 

・均等割保険料については、所得のない子どもを含め被保険者数に応じて賦課されており、負担能

力に応じた負担とする観点からは問題がある。 
 
主エ 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 
 
(10) 国民健康保険における低所得者対策の強化                【厚労】 

① 所得激減を対象とした保険料減免制度の創設                    

・所得の激減を対象とした全国統一的な保険料減免制度を創設するとともに、必要な財

源は国が措置すること 

【提案の背景】 

・低所得者対策として、保険者が行う保険料軽減分を都道府県と市町村が補填する保険基盤安定負

担金制度(軽減分)が実施されているが、廃業・失業等で所得が激減した場合の減免については保

険者ごとに独自に実施されており、全国統一の減免措置となっていない。 
 
② 保険基盤安定負担金制度の支援の拡充                        

・保険基盤安定負担金制度について、国保の財政基盤強化の観点から、国による支援を

拡充すること 
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【提案の背景】 

・現行制度は、三位一体改革により国の負担分が都道府県に転嫁されたものであるが、その後の制

度拡充や軽減判定所得の見直しに伴い必要額が増加し、地方の財政負担が大きくなっている。 

［国の制度］保険基盤安定負担金制度の負担割合 
区 分 負担割合 

軽減分（低所得者の保険料軽減分を補填） 県3/4、市町1/4 
保険者支援分（低所得者数に応じ保険者を支援） 国1/2、県1/4、市町1/4 

 

 

(11) 医療費の自己負担に対する国費助成制度の創設           【厚労】 

① 国による助成制度の創設                            

主ア 国による早期制度化 

・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 

イ 制度化までの財政措置 

・国による制度化までの間は、地方交付税措置も含めた十分な財政措置を実施すること 

【提案の背景】 

・重度心身障害児(者)、乳幼児、ひとり親家庭、高齢者等への医療費助成は、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとして必要

不可欠であるにも関わらず、地方が単独で実施しているため、ｻｰﾋﾞｽ水準に差が生じている。 

 

主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 

【国制度の問題点】 

・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。 

・平成30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、未就学時以

外の者についても減額調整措置を廃止するべきである。 
 
(12) 後期高齢者医療制度の改善                             【厚労】 

① 後期高齢者支援金の負担における総報酬割の導入                 

・後期高齢者支援金について、加入者の所得に応じて按分する「総報酬割」を市町村国

保も含めて導入すること 

【国制度の問題点】 

・国保は高齢・低所得の被保険者が多く、被保険者数に比して負担能力が小さいが、被用者保険と

の加入者割となっており、負担能力の違いが考慮されていない。(被用者保険内は、総報酬割へ移行済み(H29)) 
 
② 保険料算定の個人単位から世帯単位への変更                   

・保険料の算定を世帯単位に変更し、世帯主又は扶養者が負担する制度へ改めること 

【国制度の問題点】 

・国民健康保険や被用者保険の保険料は世帯主や扶養者に賦課されているが、後期高齢者医療制度

に加入した場合、個人単位に賦課されるため、それまで保険料負担のなかった国民健康保険の世

帯員や被用者保険の被扶養者も保険料を負担することとなり、制度として一貫性を欠いている。 
 

③ 高額所得高齢者の保険料限度額の引上げ                     

・高額所得高齢者の保険料賦課限度額について、更なる引上げを検討すること 

【国制度の問題点】 

・高額所得者は支払い能力があるにもかかわらず、保険料の賦課限度額しか負担しない。 

(経過：55万円→H26：57万円→H30：62万円)  
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④ 後期高齢者の健康診査事業の義務化                         

・後期高齢者医療広域連合の努力義務である後期高齢者の健康診査について、各医療保

険制度が実施している特定健診（40～74歳）と同様に義務化すること 

【国制度の問題点】 

・疾病の早期発見のためには、年齢を問わず健康診査が重要であるにも関わらず、現行制度では75

歳以降は保険者の努力義務とされており、75歳以降の健診受診率の低下を招いている。 
 

(13) 国民健康保険料（税）等に関する還付加算金の起算日の見直し   【厚労】 

・国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料と介護保険料の還付加算金の起算日につ

いて、地方公共団体に帰責事由がない還付について個人住民税等と同様に見直すこと 

【国制度の問題点】 

・現行制度は、還付原因に関わらず、過納金の納付・納入のあった日の翌日とされている。 

・平成27年4月より制度の見直しが行なわれた個人住民税・個人事業税と整合性を欠くことに加え、

当初より適正に所得申告を行った者や国民健康保険の資格喪失の届出を遅滞無く行った者と比

較して、還付加算金の支払いに公平性を欠いている。 

［経過］還付加算金の起算日の見直しの経過 

・地方税法改正（平成27年４月施行）により、個人住民税及び個人事業税が過納となった際の還付

加算金の起算日は、所得税の還付申告に基因する等地方公共団体に帰責事由がない場合には、所

得税の還付申告がされた日の翌日から一月を経過する日の翌日を基準とするよう見直された。 
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４ 健康づくりの推進 
 

(1) 認知症施策の充実強化              【厚労、国公委、警察】 

［ﾃﾞｰﾀ］兵庫県の認知症高齢者数の推移（推計値） 

 
 
 
 
 
 

① 認知症早期発見・早期対応の仕組みの構築                    

・特定健診の項目に認知症の評価項目を入れるなど早期発見の仕組みを構築すること 

【提案の背景】 

・認知症患者は今後増加見込みであり、健診等の機会を利用した早期発見、早期対応が必要である。 
 

［本県の取組］「認知症早期受診促進事業」の概要 
区 分 内 容 

概  要 
特定健診、後期高齢者健診等の機会に県版「認知症チェックシート」を活用した認
知症予防健診を実施し、医療につなぐ取組を行う市町へ助成 

補助単価 65歳以上の受診者１人あたり１千円 
補 助 率 1/2 

ﾁｪｯｸｼｰﾄ 
質問例 

・5分前に聞いた話を思い出せなくなることがある 
・今日が何月何日かわからなくなることがある 
・自分のいる場所がどこだかわからなくなることがある 等21項目 

  
② 認知症高齢者の見守りと行方不明時の迅速な対応                 

・行方不明の認知症高齢者の発見協力依頼を迅速に行える全国ﾈｯﾄﾜｰｸを構築すること 
【提案の背景】 

・行方不明となる認知症高齢者等は増加する傾向にあり、早期発見のためには、各地方公共団体か
らの発見協力依頼を迅速に行えるよう広域的な連携を進める必要がある。 

 
［ﾃﾞｰﾀ］行方不明者受理件数の推移 
 ＜兵庫県＞       兵庫県警察本部調べ  ＜全国＞            警察庁調べ 

区分 
行方不明者届受理件数 

 

区分 
行方不明者届受理件数 

総数 うち認知症 割合 総数 うち認知症 割合 
H27 4,932 1,309 26.5% H27 82,035 12,208 14.9% 
H28 5,183 1,300 25.1% H28 84,850 15,432 18.2% 
H29 5,193 1,396 26.9% H29 84,850 15,863 18.7% 

  
③ グループホームの補足給付の対象化                        

・グループホーム（認知症対応型共同生活介護）を補足給付の対象にすること 
【国制度の問題点】 

・グループホームは居宅介護サービスの位置づけから、提案の背景給付の対象外となっている。 
・低所得者がグループホームを利用したくても、家賃や食事代(都市部で月額計10万円程度)の負担により事

実上利用が困難であり、特養が低所得で在宅生活が困難な認知症高齢者の受け皿となっている。 
＜充 足 率＞特養98％、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ96％ ［2割負担の入所者の割合］特養4.8％、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ10.1％ 

  ※2015年8月に一定所得以上の者の自己負担が1割から2割に引き上げられた。 
○補足給付：｢施設ｻｰﾋﾞｽ(特養等）｣及び｢居宅ｻｰﾋﾞｽの一部(短期入所ｻｰﾋﾞｽ等）｣を利用する低所得者

に対し、保険給付の対象外となる居住費及び食費の一定額(上限：月額7万円）を介護報酬で提案
の背景。 

 
(2) 予防接種の充実                                           【厚労】 

① 定期予防接種の拡充                             

ア 十分な財源措置 

・定期予防接種について国において十分な財源措置を行うこと 

※日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障を来す

ような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見

られても、誰かが注意すれば自立できる状態。 

認知症高齢者が H37（2025）年には

約 30～33 万人に増加 
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【提案の背景】 
・平成25年度にＡ類疾病に対する地方交付税措置が９割に引き上げられたが、定期予防接種の種類

の追加により、自治体の財政負担が大きくなっている。 
［経過］定期予防接種の追加 

開始年度 対 象 

25年度 
・Hib感染症 
・小児肺炎球菌感染症 
・ヒトパピローマウイルス感染症 

26年度 ・高齢者肺炎球菌感染症 
・水痘 

28年度 ・B型肝炎 
  

イ 定期接種の拡大 

・おたふくかぜ及びロタワクチンを早期に定期予防接種化すること 
【国制度の問題点】 

・早期に定期予防接種化すべきとされていた７ワクチンのうち、おたふくかぜ、ロタワクチンにつ
いて、定期化の時期が明確にされないままである。 

 
② 任意の予防接種への財源措置                          

・風しん、インフルエンザなどの感染症の流行状況に対応した成人及び小児に対する任

意の予防接種への国の財源措置を行うこと 

【国制度の問題点】 

・感染症の流行状況に対し財源措置を要望しているところであるが、予防接種に対する補助等が行

われる見通しはなく、抗体価の低い人が多い年代を中心に流行が懸念される。 
 
③ 子宮頸がん予防ワクチン接種に関する適切な対応                  

ア 早期の原因解明と救済申請の迅速な認定 

・子宮頸がん予防ワクチン接種後の疼痛、運動障害等に対する早期の原因解明及び健康

被害救済申請に対する迅速な認定を行うこと 

イ 適切な情報提供と接種機会を逃した者への特例措置の実施 

・住民への適切な情報提供並びに接種勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した者に対

する特例措置を実施すること 
【国制度の問題点】 

・接種勧奨の再開時期や接種を差し控えている者等に対する特例措置等について未定であり、差し
控え期間が長期化することにより、定期接種から外れる者への対応が必要である。 

 
④ ワクチンの確保                                

・定期予防接種及び感染症対策に必要となるワクチンについて、国において、十分な量

を供給できる体制を確保すること 
【国制度の問題点】 

・ここ数年、ﾜｸﾁﾝ製造ﾒｰｶｰの被災、行政処分などの理由により、一部ﾜｸﾁﾝの出荷調整、医療機関へ
の納品遅延が続いており、医療現場に混乱を生じている。 

・国は、都道府県や卸業者にﾜｸﾁﾝの偏在解消などの指示を通達してきているものの、全国的にﾜｸﾁﾝ
が不足している状況では、都道府県における対策・調整では根本的な解決は不可能である。 

［過去の例］ワクチン不足の過去の例 

平成27年10月 
北里第一三共ワクチン(株)が製造する麻しん・風しん混合ワクチンの力価低
下が判明し回収 

平成28年1月 
一般財団法人化学及血清療法研究所(以下「化血研」という。)の行政処分に
よるワクチン(インフルエンザ、四種混合、B型肝炎、日本脳炎、A型肝炎、狂
犬病)の一時出荷停止 

平成28年4月 
熊本地震により化血研が被災し、一部ワクチンの製造・供給が停止。特に、
日本脳炎、B型肝炎ワクチンの製造ラインが甚大な被害 

平成28年9月～
平成29年3月 

麻しん・風しん混合ワクチンの供給不足により医療機関が混乱。県において
供給調整を実施 

平成29年度  
日本脳炎ワクチンのうち化血研製剤が市場から欠品 
季節性インフルエンザワクチンの不足 
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主⑤ 医療により免疫を失った者に対する再接種の制度化                 
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 
【国制度の問題点】 

・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。 

 
(3) がん対策の推進                                           【厚労】 
① がん検診受診率向上対策の強化                         
ア 助成制度の全額国庫負担及び継続実施 
・「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」について、全額国庫負担（22年度

から10/10→1/2に見直された）としたうえで継続実施すること 

イ 大腸がん検診の追加と助成対象年齢の追加 
・検診費用の助成について、27年度に廃止された大腸がん検診を追加すること 

・初回対象年齢の者だけでなく、特定年齢（５歳刻み）のすべての者を対象とすること 

 

② 粒子線治療の推進                               
ア 医療保険が適用される症例の拡充 
・医療保険が適用される粒子線治療の症例を拡充すること 

【国制度の問題点】 
・粒子線治療は身体への負担が少なく治療効果も高いが、治療費が高額で、患者の経済的理由で治

療を断念せざるを得ない場合がある。（下記以外の症例は先進医療（全額自己負担）を継続） 
［経過］粒子線治療の一部症例に対する保険適用の対象拡大の状況 

年月 内 容 

H28.4 
・小児がんに対する陽子線治療 
・切除非適応の骨軟部腫瘍に対する重粒子線治療 

H30.4 
・切除非適応の骨軟部腫瘍に対する陽子線治療 
・頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮がんを除く)に対する陽子線治療及び重粒子線治療 
・前立腺がんに対する陽子線治療及び重粒子線治療 

  
イ 医療保険適用料金の適正な水準への引上げ 
・医療保険が適用される粒子線治療の治療料について、適正な水準に引き上げること 

【国制度の問題点】 
・保険適用の治療料が先進医療で粒子線治療を実施する施設の治療料より低額のため、減収となる。 

［現状］料金の乖離の状況 
区 分 乖離の状況 

保険適用分の治療料 
前立腺がん 最大1,600千円 ※ 全国平均と1,352千円の差 
そ の 他 最大2,375千円 ※ 全国平均と577千円の差 

既実施施設の治療料 全国平均：2,952千円(本県含む17施設)、本県：2,883千円 
  

ウ 外国医師の業務従事に関する要件緩和 
・二国間協定を締結し、自国において専ら放射線腫瘍医として従事し３年以上の経験を

有する外国医師については、日本国内の粒子線治療施設での１年以上の研修後、日本

人の指導医のもとで、粒子線治療施設での診察業務を認めること 
【国制度の問題点】 

・海外に粒子線治療を普及させるためには、装置などのハード面だけではなく、効率的なOJTなど
ソフト面での支援が不可欠であるが、日本の医師免許を持たない外国人医師は、患者の診断や治
療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められていない。 

［要件］外国医師が日本において診療に従事するための要件（①～③の手続きが必要） 
① 厚生労働省が、能力等を審査し、日本の大学の医学課程卒業者等と同等の学力・技能を有す 

ると認定した場合に限り、医師国家試験の受験資格を取得 
② 日本の医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の医師免許を取得 
③ ２年以上の臨床研修 
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③ 若年の末期がん患者に対する在宅ケアへの支援                    
・介護保険の対象とならない40歳未満の末期がん患者が訪問介護サービスを利用する際

の費用を助成する制度を創設すること 
【提案の背景】 

・若年の末期がん患者が安心して在宅療養できるよう、訪問介護サービスの利用を支援することに
より、介護する家族の経済的・身体的・精神的負担を軽減する必要がある。 

 
(4) 結核指定医療機関（結核モデル病床含む）の運営支援           【厚労】 
・結核指定医療機関（結核モデル病床含む）への運営費支援を行うこと 

・結核指定医療機関における結核専門医の養成体制を確立すること 
【提案の背景】 

・経年的に結核患者が減少していることから結核の病床をもつ感染症指定医療機関では、結核病床
が不採算部門となっているため病床の維持が困難となっている。 

・国立病院機構を含む結核指定医療機関において結核診療の専門医師の確保が困難となっている。 
 
(5) 骨髄移植ドナーに対する支援の充実                           【厚労】 
・企業等に対する支援策を講じること 

○ ドナー休暇制度の導入を促す優遇措置 

○ 休業補償の創設 等 

・国民への啓発を一層推進すること 
【提案の背景】 

・法律により、骨髄等の提供は任意のボランティアにより行われているが、実際に骨髄提供を行う
ためには延べ８日程度の通院や入院が必要であり、ドナーの負担が大きい。 

・そのため、ドナーの都合で骨髄提供に至らないケースが生じており、登録患者の96％に適合する
ドナーが見つかるにも関わらず、移植を受けられる患者は約６割に止まっている。 

 
(6) 健康増進法の改正による受動喫煙防止対策の円滑な導入         【厚労】 
① 円滑な導入に向けた周知等の実施                         
・国の責任において、国民への周知はもとより、関係団体との調整を踏まえ、円滑な導

入に努めること 
【提案の背景】 

・制度を円滑に導入・運用するためには、なにより国民の理解が必要不可欠である。制度の詳細設
計に当たっては、都道府県・保健所設置市区と十分な協議のうえ国民に分かりやすい制度とし、
国の責任において、十分に制度の周知徹底を図ることが求められる。 

 
② 制度運用における技術的・財政的支援                       
・都道府県・保健所設置市区に過度な事務負担が生じることがないよう、実際の制度運

用における技術的及び財政的支援を行うこと 
【提案の背景】 

・実際の制度運用が、地域差なく円滑に行われるためには、職員体制の整備等に対する十分な財政

支援が行われるとともに、標準的な運用基準を示す等の技術的な支援が不可欠である。 
 
(7) 難病制度の円滑な制度運用等                           【厚労】 
① 患者等の負担の軽減                               
・難病制度について、事務手続きの抜本的な見直しや患者等の負担軽減策を講じること 

  ○ 事務手続きの見直し（自己負担限度額区分決定の簡素化、高額療養費所得区分記

載の廃止、受給者証の有効期間の延長） 

  ○ 費用負担軽減（低所得者、重症患者への自己負担額無料化の継続） 
【国制度の問題点】 

・国の対応方針では、介護保険証の写しが申請時の添付書類から削減されたのみで、他の提案は措
置されていない。重症患者への自己負担額無料化の継続は検討対象とされていない。 

［経過］平成28年度に行われた見直しの概要（平成28年12月27日健難発1227第1号厚労省健康局難病対策課長通知） 
  ・住民票、介護保険証の写し等の申請時の添付書類の削減 

→ 住民票：削減しない 介護保険証の写し：本通知の発出日以降、削減 
  ・指定医療機関の名称、医療保険の所得区分等の医療受給者証への記載の廃止 
    → 指定医療機関の名称：平成30年度に、廃止することについて検討 医療保険の所得区分：廃止しない 
  ・支給認定の有効期間の延長 → 延長は行わない 
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② 人件費等への財源措置                             
・義務的経費として国庫負担（国1/2）とされた医療費と同様に、制度の実施に伴い必要

となる人件費等経費についても、費用負担が生じないよう財源措置を行うこと 
【提案の背景】 

・制度の円滑な実施のために必要な人件費等が確保されなければ、適正な受給者証発行業務等に支
障が生じる。 

 
(8) 難治性疾患対策の充実                                          【厚労】 
・関節リウマチ等、治療が長期にわたり、高額な医療費負担が生じる疾病について、人
工透析患者等と同様、健康保険の高額療養費制度において年間負担上限額を設定して
自己負担軽減を図るなどの支援を行うこと 
【国制度の問題点】 

・関節リウマチ等は、難病法の「指定難病」の対象となっていないが、その症状、進行など疾患の
特性から治療が長期にわたる。例えば、関節リウマチへのレミケード点滴治療等は、長期にわた
り高額な療養費が必要となる。〔２ケ月に１回６万円、年間36万円程度の患者負担が長期にわたり生じる。〕 

・現行の高額療養費制度は、患者の所得に応じて１か月単位に医療費の負担限度額が定められてい
る〔70歳未満、年収約370～約770万円の方の場合 80,100円＋(医療費－267,000円)×1%〕ため、
限度額未満で長期に治療費が必要な場合には制度の適用が受けられない。 

 
(9) 自殺対策の充実強化                                        【厚労】 
［ﾃﾞｰﾀ］県内の自殺者数の推移 
・自殺対策の推進により兵庫県内の自殺者数は２年連続1,000人を下回った。一人ひとりがかけがえのない

個人として尊重される｢自殺のない社会｣を目指し、改正自殺対策基本法のもと総合的な対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域における自殺対策の充実強化                        
ア 地方負担の軽減 
・地域自殺対策強化交付金の平成27年度からの補助率変更（例：40歳未満の若年層対策
事業10/10→㉘2/3）により増大した地方負担を軽減すること 

イ 自由度の高い交付金への見直し 
・対象年齢層による補助率の区分設定を廃止し、自由度の高い交付金とすること 

 
② 相談体制の充実強化                              
ア あらゆる年齢層が相談しやすい環境の整備 
・電話やメール、SNS等の媒体を活用した相談体制を整備し、あらゆる年齢層に対して相

談しやすい環境を整備すること 
イ 人材確保対策の強化 
・相談対応できる支援者の人材確保対策を強化すること 

【提案の背景】 
・身近な地域における相談の実施が求められているが、相談に対応できる人材の確保やノウハウの

構築が困難であることから、積極的な国による人材確保対策が必要である。  
③ うつ病対策強化への支援                            
・従業員50人未満の定期健康診断や特定健診においてもストレス検査を義務化すること 

【提案の背景】 
・平成27年12月から従業員50人以上の事業所には定期健康診断時のストレス検査が義務化された、
50人未満の事業所にも導入し、うつの早期発見、早期治療を強化する必要がある。 
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５ ユニバーサル社会実現に向けた施策の推進 
 

(1) バリアフリー化等の推進                             【総務、厚労、国交】 

① バリアフリー化の推進                              

主ア 駅舎のバリアフリー化のための予算確保 

・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 

イ ノンステップバス導入のための予算確保 

・乗合バス車両へのノンステップバス導入の推進を図るための予算を確保すること 
【国制度の問題点】 

 ・国の基本方針に基づく目標(2020年度までに、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100％、乗合バス車両へのノンステップバス導入70％)を速やかに実現する必要がある。 

・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。 
 

 [県内の状況]2019年度以降の整備・導入予定 
＜駅舎のバリアフリー化（県内の１日当たりの乗降客数が３千人以上）＞ 
・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 

＜ノンステップバスの導入＞ 
・神姫バス、阪急バス、阪神バス、山陽バス等 

 
主② 駅ホームからの転落防止対策の推進                      

ア ホームドア設置促進のための予算確保 

・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 

イ 技術開発の推進 

・新たなタイプのホームドアの技術開発を推進すること 
【提案の背景】 

・ｺｽﾄ縮減と駅舎ﾎｰﾑ等の実情を踏まえて、車両の扉位置が異なる駅でも設置が可能なﾎｰﾑﾄﾞｱを開発

する必要がある。 

［例示］新たなタイプのホームドアの例（国土交通省資料から抜粋） 
名 称 特 徴 

昇降ﾛｰﾌﾟ式(支
柱伸縮型) 

・西日本旅客鉄道(株）が開発し、本県のＪＲ六甲道駅にも設置 
・ﾄﾞｱ部分を昇降するﾛｰﾌﾟとすることで開口部を広くし、異なる扉位置の車両やｵｰﾊﾞｰﾗﾝに対応 

ﾏﾙﾁﾄﾞｱ対応ﾎｰ
ﾑﾄﾞｱ 

・三菱重工交通機器ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)が開発し、三浦海岸駅(神奈川県)で試験実施中 
・ﾎｰﾑﾄﾞｱの開閉位置を変えることにより、異なる扉位置の車両に対応 

  

ウ 総合的な転落防止対策の実施 

・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 
【提案の背景】 

 ・視覚障害者の駅ﾎｰﾑからの転落事故等の防止を図るために、現在進めているﾎｰﾑﾄﾞｱの設置による

ﾊｰﾄﾞ対策に加え、視覚障害者への声かけや見守りなどのｿﾌﾄ対策を浸透させていく必要がある。 
 

［県内の状況］ 2019年度以降の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 

［本県の取組］「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誘導の実施を依頼 
・みんなの声かけ運動を中心にソフト面の対策を強化 

※ 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 通学路の歩道整備に対する交付税措置の拡充                    

・通学路の歩道整備に対する起債に対し、学校教育施設の耐震化と同等の交付税措置を

講じること（公共事業等債交付税算入率 現行20％→60％） 
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【国制度の問題点】 
・通学路の歩道整備に活用できる公共事業等債の交付税算入率は、同じ児童・生徒の生命を守る学

校教育施設の耐震化の場合と比べて低い（公共事業等債20％、学校教育施設等整備事業債（耐震化）60％） 
 
④ 身体障害者等用駐車場の適正利用の推進                          

・身体障害者等用駐車場利用証制度(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ制度)の導入拡大・定着への支援を行うこと 

【提案の背景】 

・全国的に導入が拡大し、相互利用も進みつつあるが、未導入の都道府県への同制度の導入拡大及

び利用証の相互利用の推進に向けて、国による横断的な支援が必要なため。 
 

(3) 障害者に対する移動支援やコミュニケーション支援等の国の義務負担化【厚労】 

・通勤・通学の反復利用を含めた移動支援や手話通訳、盲ろう者通訳・介助員等の派遣、

点訳・音声訳等のコミュニケーション支援事業について、国の負担を義務化すること 

【国制度の問題点】 

・障害者総合支援法の国補助の地域生活支援事業を活用して、各市町がサービスを行っているが、

必須事業とされているにも関わらず、十分な財政支援がなく、自治体側の財政負担が大きい。 
 

(4) 外国人住民が暮らしやすい社会制度の整備  【総務、法務、外務、厚労、文科】 

① 日本語習得等に向けた取組に対する支援の充実                     

ア 学校における外国人児童生徒に対する支援の充実 

・日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する支援を充実すること 

○ 少数在籍校を含む更なる加配措置の拡充 
○ 日本語指導教材の充実 
○ 日本語指導に対応できる教員の養成 
○ 日本語指導や適応指導、通級による指導等に対する支援の充実（母語を話せる人 

材の確保、専門指導員の設置等） 
【国制度の問題点】 

・日本語指導が必要な児童生徒には｢特別の教育課程｣が編制できるが、本県では5人以上の多数在

籍する学校が2割、少数在籍する学校が8割と差が大きく、加配教員の配置に偏りが生じている。 

・日本語指導ができる専門性をもつ教員が少なく、多様な児童生徒へのきめ細かな対応が困難なこ

とから、どの学校でも一定レベルの系統的・継続的な日本語指導ができる体制整備が必要である。 

［国の制度］国の制度改正 
区 分 内 容 

平成26年度 日本語が必要な生徒に「特別の教育課程」が編成できるよう制度改正 
平成29年度 日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための教員が基礎定数（18人に１人）として新たに設定 

［ﾃﾞｰﾀ］日本語指導が必要な外国人児童生徒の現状 

区 分 
児童生徒数 

兵庫県 全国 
平成24年度 774人 27,013人 
平成26年度 802人 29,198人 
平成28年度 967人 32,333人 

  
イ 日本語教室等への支援制度の創設 

・日本語習得が必要な在住外国人を対象とした日本語教室や、外国人児童生徒に対する

母語教室、母語による学習教室への支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・本県では、日常生活ですぐに役立つ日本語講座、基礎から学ぶ日本語講座の開催のほか、県内各

地でNPOや市町国際交流協会等が行う外国人向け日本語教室、外国人児童生徒向け日本語・母語・

教科学習支援事業に対して運営支援をしているが、国の支援制度がない。 
 
② 医療通訳制度の創設                                  

・多言語による医療制度の情報提供や医療通訳者の派遣、電話通訳など、医療保険制度

が適用され、医療機関が利用しやすく、効果的な医療通訳制度を創設すること 
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【提案の背景】 

・診療時の言語や生活習慣等による制約を解消するため、県内全域の外国人、医療機関が利用しや

すい制度とするには、医療通訳の費用負担が軽減され、全国画一の制度とする必要がある。 

・本県では、在留外国人を支援するNPOが、外国人患者と医療機関からの要請に基づき廉価で医療

通訳者を派遣している。年々利用件数が増加している中では、人的・経済的に限界を迎えている。 
 
③ 中長期間在留する外国人住民が暮らしやす社会制度の整備             

・中長期間在留者に対する在留カードの常時携帯義務を廃止すること 

・在留カード等の更新や各種変更届出における罰則等を緩和すること 

【国制度の問題点】 

・常時携帯義務（罰則あり）は中長期在留者への過度な負担となるため、廃止すべきである。 

・住所地の変更遅れでは、出入国管理法の20万円以下の罰金及び住民基本台帳法の5万円以下の科

料とされ、複数罰を科せられる。一般県民と同様に住民基本台帳法による罰則まで緩和すべき。 
 
④ 外国人留学生の地域への就職支援体制の整備                     

・外国人留学生について、国による就職支援事業を各地域で実施すること 

【提案の背景】 

・国が実施している大都市（東京、大阪、名古屋、福岡）を対象とした現在の就職支援事業では、

県内の留学生が東京、大阪などへ流出し、県内中小企業への就職促進が進まない。 
 
⑤ 外国籍無年金者に対する救済措置の実施                      

・日本国籍を有していなかったため国民年金の受給権がない在日外国人（高齢者・障害

者）の生活の安定を確保する救済措置を早期に実施すること 

【国制度の問題点】 

・昭和57年に国民年金法の国籍条項が撤廃され、外国人にも国民年金の加入が認められたが、特定

の高齢者(大正15年4月1日以前生まれ)については、救済措置がとられず制度的無年金者となっている。 

・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則で、障害者の福祉に関する施策との整

合性等に十分留意しつつ、今後の検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとされている。 

・障害者制度改革において、「立法府その他の関係者の議論を踏まえつつ検討する。」として方針決

定しているものの、現時点で具体的な動きはない。 
 

［本県の取組］「無年金外国籍高齢者・障害者への福祉給付金の支給」の概要 

○高齢者福祉給付金 16,637円/月 

対象者206人(平成29年10月１日時点) ※ 老齢福祉年金の1/2相当額を市町を通じて支給 

○障害者福祉給付金 40,588円/月 

対象者 76人(平成29年10月１日時点) ※ 障害基礎年金１級の1/2相当額を市町を通じて支給 
 
(5) ユニバーサルツーリズムの促進に関する支援制度の創設          【観光】 

① 観光客受入ネットワーク構築に対する支援                      

・観光地における旅行業者・宿泊事業者と福祉事業者の連携による観光客受入ネットワ

ークの構築を支援すること 

【提案の背景】 

・社会の高齢化に対応し、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できるユニバ

ーサルツーリズムを促進する必要がある。 

・ユニバーサルツーリズムの普及啓発・機運情勢や地域の受け入れ体制構築などについて、旅行業

者と福祉事業者とのネットワーク化を図ることにより、一層の取組拡大を図る必要がある。 
 

② ユニバーサルツーリズム実施に対する補助制度の創設               

・旅行先での介助者手配を含むツアー実施に対する補助制度を創設すること 

【提案の背景】 

・旅行先において、介助する者を手配してほしいという需要が髙いが、こうした旅行商品が少なく、

ユニバーサルツーリズムの促進の支障となっている。 
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６ 障害者の安心につながる制度改革の実現 
 

(1) 障害者福祉制度の円滑な運営への支援           【内閣府、厚労】 

① 新制度への円滑な移行支援                           

・今後の見直し等に向けた検討に当たっては、これまでの法律の施行状況や事業の実施

状況等を勘案し、地方と十分に協議を行うこと 

・将来にわたって安定した運営ができるよう必要な財源を確保すること 

【提案の背景】 

・今般の障害者総合支援法改正や報酬改定等においても、地方には十分な情報がなく、円滑な準備

に支障が生じている。必要な財源等についても示されていない。 
 
② 障害者差別解消対策への支援                          

ア 障害者差別解消法の運用に要する経費への財源措置 

・障害者差別解消法の施行に要する財源（相談窓口、事前的改善措置、地域協議会の運

営等）を措置すること 

【国制度の問題点】 

・法の趣旨に基づき、都道府県等では地域協議会の設置・運営が事実上の努力義務となっているほ

か、行政機関及び事業者には、障害者に対する差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁

止等が課されているが、財政上の措置がない。 
 
イ 救済機関の設置 

・障害者差別の実効的な解決を図るための救済機関を設置すること 

【国制度の問題点】 

・障害者差別解消法では、差別的行為の取消や無効化まで踏み込んだ実効的な解決手段が提示され

ていない。不当な差別的取り扱い等を判断する具体的な基準が不明確で、事業者等に混乱を与え

ている。救済機関の設置は障害者差別事案に関して具体的な解決に向けた対応に資する。 
 

(2) 障害者の安心につながる具体的な制度改革                 【厚労】 

① 利用者負担の軽減等                               

ア 利用者負担の軽減 

ⅰ）低所得者の医療費の負担軽減策の実施 

・自立支援医療及び医療型障害児施設の医療費について、低所得者（市町民税非課税）の

利用者負担の無料化も含めた軽減を行うこと 

・障害福祉サービス費との合算を検討すること 
【提案の背景】 

・経済的な理由により医療を継続的に受けれなかった方も、必要な医療を継続利用できる。 
 

ⅱ）グループホームの家賃補助の増額 

・グループホーム入居者の家賃補助の上限額（月額10,000円）について、平均家賃（月

額29,000円）まで増額すること 
【国制度の問題点】 

・国の家賃補助額（上限10,000円）が十分でなく、利用者負担が大きいことから、国の家賃補助の
上限（10,000円）を超える分について県単独補助を実施（上限15,000円）している。 

 

イ 中軽度者向け自立生活援助の拡充  

・サービス内容を見守り（定期・随時）に限定せず、必要に応じて24時間対応の直接処

遇（排せつ介助、医療的ケア等）が行えるようにすること 
【提案の背景】 

・自立生活援助は、地域で単身生活する障害者を支えるｻｰﾋﾞｽとして大きな期待が寄せられている
が、直接的な支援を可能とすることで、障害者の地域での自立した生活を守る必要がある。 
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ウ 補聴器購入助成制度の創設 

・身障者手帳交付対象外の軽度・中度難聴児への補聴器購入助成制度を創設すること 

【提案の背景】 

・児童の健全な言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力のために児童期の補聴器装用は必要不可欠であり、補助制度が

創設されることによって軽･中度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を促進する。 
 

エ 精神障害者保健福祉手帳の更新期間の延長 

・精神障害者保健福祉手帳の更新手続について、更新期間を4年(現行2年)に延長すること 

【提案の背景】 

・身体障害者手帳は期限がないが、精神障害者保健福祉手帳は更新が必要で申請者の負担が大きく、

また、所持者が毎年増加し事務量も増えている。 
 

オ 精神障害者への交通運賃割引制度の適用の働きかけ 

・精神障害者にも交通運賃割引制度の適用されるよう、公共交通事業者に対して適切な

措置を講じるよう働きかけを行うこと 

【提案の背景】 

・ＪＲや大手民営鉄道、航空会社等の公共交通機関における統一的な運賃割引制度は、身体障害者

及び知的障害者は適用されるが、精神障害者は除外されている。 
 

② 財政支援の充実                                 

ア 障害福祉サービス基盤整備の充実に向けた安定した恒久財源の確保 

・グループホーム等の障害福祉サービス事業所の基盤整備や運営の安定化などを図るた

めの安定した恒久財源を確保すること 

【提案の背景】 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは障害者の地域移行の受け皿として非常に重要であり安定的な恒久財源を確保することに

より、安定的な事業所運営が可能となり、障害者の地域生活の安定化、地域移行の促進につながる。 
 

イ 地域生活支援事業の国の義務負担化等 

ⅰ）国の負担の義務化 

・地域生活支援事業について、適切に事業が行えるよう国の負担を義務化すること 

【国制度の問題点】 

・国は市町の規模に応じて一定の基準により算出した額等を基本に内示額を算定していると推

定されるが、市町により充当率が異なり、十分な財政支援が受けられていない。 

［国の制度］市町地域生活支援事業の概要 

・地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施 

 ・負担割合 国1/2、県1/4、市町1/4(国、県は予算の範囲内で市町に補助)(以下、国庫充当率) 
年度 27年度 28年度 29年度 

市町支出予定額 76.9億円 76.4億円 76.2億円 
国庫補助額 22.6億円 22.9億円 23.5億円 
国庫充当率 
(県内市町平均) 

23.0％～49.6％ 
(29.3％) 

18.0％～50.0％ 
(31.0％) 

22.6％～49.9％ 
(30.8％) 

 

 
ⅱ）発達障害者支援センター等の運営費に対する新たな支援制度の創設 

・発達障害者支援センター等の運営費について、地域生活支援事業とは別に、新たな国

の財政支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・発達障害者支援センター等の事業規模は大きい一方、地域生活支援事業は内示率が低いため運営

等に支障がでている。 
 

ウ グループホームにおける消防用設備整備の財源支援 

・消防法施行令改正に伴うグループホームにおける消防用設備の整備について、既存の

施設整備費とは別に補助制度を創設すること 
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【国制度の問題点】 

・消防法施行令が改正され、グループホームにおける消防用設備（スプリンクラー、自動火災報知

設備、消防機関へ通報する火災報知設備）の整備が必要となっているが、既存の施設整備費では、

事業者の負担が大きい。 
 
エ 地域生活支援拠点の整備支援 

・地域生活支援拠点の整備・運営に対する財政支援措置を行うこと 

【国制度の問題点】 

・国の指針(平成29年3月)で、平成32年度末までに各市町村又は各圏域に地域生活支援拠点を少な

くとも１つ整備する目標が示され、同年7月に、地域生活支援拠点等の整備・運用に関する新た

な通知が発出されたが、地域生活支援拠点等の整備に特化した財政支援措置がなされていない。 

・拠点において行うサービスの報酬については加算が適用されているが、その整備に関する財源措

置がないことを一番の課題として、整備促進が進んでいないのが現状である。 
 

オ 自立支援給付費負担金の国庫負担基準の見直し 

新・自立支援給付費負担金の国庫負担基準について、障害者の高齢化を踏まえた適切な設

定となるよう見直しを行うこと 

【国制度の問題点】 

・現在の国庫負担基準では、訪問系サービスにおいて、介護保険給付対象者は算定対象とならない、

あるいは低い単位設定となっており、高齢障害者に対して介護保険と併給してサービスを支給し

た場合、市町の持ち出しが生じることから、併給が進みにくい。 
 
③ 事業者の経営基盤強化                             

ア 職員の処遇改善 

・事業者の経営基盤を強化すること 

  ○ 一般労働者並みの賃金の支給 

  ○ 事業所運営に必要な固定経費が確保できる報酬単価の引き上げ 等 

【国制度の問題点】 

・処遇改善加算の見直し等により、サービス提供事業所職員の処遇改善が図られているものの、十

分とはいえない。 
 
イ 自立訓練サービス事業の人員配置の充実 

・自立訓練事業への参入促進のための人員配置に対する加算制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・特別支援学校等を卒業した障害者が安心して地域生活を送れるよう支援する自立訓練事業への参

入事業者を増やす必要があるが、現行制度では、人員配置に対する加算制度がない。 
 
ウ 医療型児童発達支援センターの人員基準の緩和 

・医療型児童発達支援センターの人員基準のうち、医師の必要数（１人）を確保できな

い場合に、確保できるまでの間、嘱託医での対応を可能とすること 

【国制度の問題点】 

・現在の人員基準では、医師（常勤）が必要となるが、医師の確保が困難な現状がある。人員基準

を緩和することで、医師の確保が容易になり、安定したセンターの運営が可能となる。 
 
④ 相談体制の強化                                

ア 市町の相談体制の整備促進 

ⅰ）基幹相談支援センターの設置促進 

・市町の総合的相談拠点としての基幹相談支援センターの位置づけを明確にすること 

・設置促進に向けた必要な財源措置を行うこと 
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【国制度の問題点】 

・基幹相談支援センターへの専門職の配置等については地域生活支援事業補助金で予算化されてい

るが、国による人員基準が定められておらず、交付税と補助金だけでは人員配置に対して市町の

持ち出しが想定されること等の理由により、全国的に設置が進んでいない。 
 
ⅱ）精神保健（医療）に関する相談指導等の支援 

・福祉のみならず、精神保健（医療）に関する相談指導等の実施を市町に義務付けし、

財源措置を行うこと 

【国制度の問題点】 

・精神保健福祉法第47条において、精神保健（医療）相談は県・保健所の義務であり、福祉相談は

市町村の義務とされている（H17～）。精神保健相談については、市町村は努力義務である。 

・精神障害者は医療の中断等により障害程度が大きく左右されるため、日常生活に最も身近な市町

窓口での精神保健(医療)相談の義務づけにより、精神障害者の地域生活の安定を強化に資する。 
 

イ 相談支援専門員の処遇改善 

・相談支援専門員の報酬額を改善すること 

【国制度の問題点】 

・相談支援事業所の報酬は低い反面、要する時間と労力は大きく、現場の相談支援専門員は疲弊し

ており、人材の定着も進まず、事業所の経営も安定しない状況にある。 

・加算による評価だけでなく基本報酬が改善されることで安定した収入の確保が可能となり、人材

の定着・育成が進むことが期待され、より質の高い相談支援の提供が可能となる。 
 
ウ 精神障害者の相談・支援体制の強化 

ⅰ）重篤な精神障害者に対する支援体制の充実 

・地方公共団体が行う医療観察法に準じた多職種チームによる重篤な精神障害者の支援

体制の構築に対する補助制度の創設など十分な財政支援を行うこと 

【国制度の問題点】 

・措置入院者等の重篤な精神障害者が地域で安全安心に暮らしていくためには、医療中断の予防な

ど関係機関の連携が必須であるものの、財政措置が十分であるとはいえない。 

・地方交付税の増額ではなく、国庫補助制度の創設、診療報酬及び障害福祉サービス等報酬の更な

る評価など、精神障害者を手厚く支援することが出来るよう十分な支援が必要である。 

［医療観察法の多職種チーム］ 

・医療観察法においては、対象者に対し、医療機関内の多職種チーム（医師、看護師、臨床心理士、

作業療法士、精神保健福祉士等）に加え、保護観察所をコーディネーターとした保健所、精神保

健福祉センター、市町、地域支援事業者等の多職種・多機関支援が実施されている。 
 
ⅱ）ピアサポーター等による相談・支援体制等の構築 

・精神を病んだ人（障害支援区分の認定を受けていない精神障害者）が、就労を含めた

社会復帰のために、精神保健福祉士やピアサポーター等による相談・支援や就労訓練

が受けられる体制や居場所づくりを、障害福祉サービスの中で構築すること 

【提案の背景】 

・障害が比較的軽度で、医療的ｹｱや障害福祉ｻｰﾋﾞｽの利用は要しないが、就労を含めた社会復帰の

ためのｻﾎﾟｰﾄが必要な制度の狭間にある人のための社会復帰支援ｻｰﾋﾞｽの制度化が必要である。 
 
ⅲ）精神障害者相談員の法制化 

・現在は法的な位置づけがない精神障害者相談員を法制化し、財源を措置すること 

【国制度の問題点】 

・身体障害者及び知的障害者の相談員については法的位置づけがあるが、精神障害者相談員は障害

者総合支援法で３障害同一の取組が確立された後も未整備のままである。 
 
 
 
 
 



- 63 - 

 

⑤ 成年後見制度の利用促進                            

 ア 人材育成の充実 

・成年後見人について、国による人材養成事業を充実すること 

イ 財政支援の充実 

・地域生活支援事業のメニューではなく、成年後見制度独自の補助制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・成年後見人の不祥事を防止し、専門人材の養成や確保を進めて成年後見制度の利用促進を図るた

めにも、国による人材養成事業の充実が必要である。 

・成年後見制度の利用に関する財源措置は地域生活支援事業としての統合補助金に限られているた

め、成年後見制度の利用に特化した財源の措置が必要である。 
 

主(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  【厚労、経産、スポーツ】 

・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 

【提案の背景】 

・ISPO世界大会2019は、国をあげて誘致を成功した経緯もあり、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る。 

［大会概要］「国際義肢装具協会（ISPO）世界大会2019」の概要 

区 分 内 容 

趣  旨 
・世界的な義肢装具ｻｰﾋﾞ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 

推進体制 
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 
 ※ 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、ｽﾎﾟｰﾂ庁 
 

 

(4) ロボット技術を活用したリハビリテーションへの支援              【厚労】 

・訓練用筋電義手取得に対する助成措置や訓練できる人材の育成など、訓練環境の整備

に関する支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・訓練を受け、筋電義手を使いこなせるようになれば、障害者総合支援法の補装具支給（特例補装

具）の対象となるが、①訓練用の筋電義手について、補助等の制度がなく医療機関等が負担して

いるケースが多い（※筋電義手の購入費用は約150万円）、②小児に対応する訓練機関が全国でも

限られており、かつ人材も少ないこと等から普及が進んでいない。 
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７ 生活保護等のセーフティネットの構築 
 

(1) 生活困窮者支援制度の強化と生活保護制度の抜本改正        【厚労】 

① 就労支援の強化                                 

ア 実効性のある就労支援制度の創設 

ⅰ）保護の期間の設定 

・自立更生計画に基づき期間を設定して保護する制度を創設すること 

【提案の背景】 

・複合的な課題を抱える被保護者の中には、直ちに一般就労が困難な者や就労意欲が乏しい者が多

いため保護の受給期間が長期化する傾向にある。 

・就労による自立が見込まれる者に対しては、自立更生計画に基づき保護の期間（有期）を設定し、

就労等による自立を促す必要がある。 
 
ⅱ）努力に応じた保護の停止等 

・指導に従わず就労自立の努力を怠った場合、その程度に応じて保護費を減額する制度

を創設すること 

【提案の背景】 

・就労自立に対する努力を怠っている者に対し、保護費を減額する制度を創設することで、自立に

向けた努力を怠ることを抑止する。 
 
イ 就労自立を目指す支援への参加の義務化 

・生活困窮者の就労支援事業への参加を義務化すること 

【国制度の問題点】 

・現行の生活困窮者制度は、就労支援事業への参加が義務づけられていないため、就労等による自

立を促進する事業への参加を義務付け、実効性のある制度とする。 
 
ウ 国による新たな就労機会創出のための制度の創設 

・農林業、建設業等における公共事業の活用など国による雇用創出事業を実施すること 

【提案の背景】 

・生活困窮者の中には、就労意欲が乏しい者や能力的に一般就労が難しい者が多く、国が積極的に

これらの者の就労の場を広げる必要がある。 
 
② 適正な医療扶助に向けた制度の見直し                      

・生活保護の医療扶助に関する医療機関の窓口での一部自己負担、及びその費用として

一定額を保護費に上乗せする制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・被保護者が医療機関で受診する場合、その全額が医療扶助で賄われ、被保護者の自己負担が生じ

ないことが、頻回受診等の不適切な受給の温床となっている。 
 
③ 生活困窮者等の自立支援事業の地方負担分の国庫負担化               

・自立相談支援事業、住宅確保給付金、被保護者就労支援事業等について、全額国庫負

担とすること（27年度から地方負担あり） 

【国制度の問題点】 

・生活困窮者自立支援法の成立によりこれらの事業が恒久化されたが、併せて、自治体負担が導入

されたため、自治体の財政状況によって実施体制に差が生じている。 
 
(2) 生活困窮者支援体制の強化                                【厚労】 

① ＮＰＯ等民間団体の育成                             

・生活困窮者支援に取り組むＮＰＯ等民間団体を育成すること 
【提案の背景】 

・当事者が抱える複合的な課題に応じた包括的、継続的な支援には、NPO等民間団体のﾉｳﾊｳの活用
が有効であることから、財政的支援を含め国が責任を持って団体の育成を行う必要がある。 
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② 人材養成事業の継続的な実施                            

・生活困窮者に対する相談支援等を担う人材養成事業を拡充のうえ継続実施すること 

【提案の背景】 

・生活困窮者の相談支援等を担う人材は、一定レベル以上の専門的知識を有する者である必要があ

ることから、引き続き国が責任をもって育成すべきである。 
 

③ 中間的就労事業の社会福祉法人等への委託                    

・中間的就労事業の実施に当たり、地方公共団体の福祉事務所が認定した社会福祉法人

やＮＰＯ法人等への委託を可能とするとともに、具体的な認定基準を明示すること 

【国制度の問題点】 

・中間的就労事業の事業主体はNPO法人とされたが、財政的な支援がないこと等から事業を行う団

体が少ない。委託を可能とすることで事業者数を増やし、支援が必要な者に効果的な支援を実施

できる体制を整備する。 
 

(3) 生活保護受給者に対する就労・自立支援対策の強化          【厚労】 

① 就労支援対策の充実                              

ア 福祉施策の充実による支援対象の特化及び就労支援への重点化 

・母子・父子家庭への支援や高齢者福祉対策等を充実すること 

・就労支援対策等への重点化を進めること 

【提案の背景】 

・被保護者の約8割が、高齢者、障害者、母子・父子家庭等で占められている。各分野の支援を充

実することで被保護者を減少させ、支援が受けられない被保護者に集中的に支援を行う。 
 

イ 稼働能力判定の適正化 

ⅰ）判断基準の策定 

・稼働能力の有無を多角的かつ客観的に判定できる判断基準を策定すること 

ⅱ）判定会議の設置促進 

・主治医以外の医師や精神保健福祉士等による判定会議の福祉事務所への設置に要する

経費について、全額国庫負担（現行：国3/4）とすること 

【提案の背景】 

・稼働能力の判定は、ケース診断会議を開催の上、組織的に判断することが求められているが、そ

の判断に当たっては、福祉事務所によりばらつきが見られる。 

・客観的かつ専門的な意見を反映させる機会を増やすため、判定会議の設置を促進する必要がある。 
 
ウ 中間的就労事業への参加の義務化 

・稼働能力はあるものの、直ちに一般就労を目指すことが困難な者について、中間的就

労事業への参加を義務づけること 

【提案の背景】 

・就労意欲が乏しい者等に対し、的確な就労支援を実施し、一般就労に繋げ適正な制度運営を図る。 
 
② 自立に向けた指導・指示の円滑な実施に向けた見直し               

ア 法に基づく指導・指示が行える範囲の明確化 

・被保護者に対し、法に基づく指導・指示が行える範囲を明確化すること 

【提案の背景】 

・生活保護法第27条に、保護の実施機関は「生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導

又は指示をすることができる」と規定されているが、健康診断の受診等の健康管理や生活の自立

に向けた指導・指示が可能な範囲が不明確である。 
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イ 助言指導を行う職員の全額国庫負担化 

・健康相談等の助言指導を行う専門職員の設置は地方交付税措置ではなく、全額国庫負

担とすること 
【提案の背景】 
・交付税措置では専門職員の配置が進まない。国庫補助により適切な人員配置の推進が必要である。 

 
③ 受給者支援を行う民間団体の育成                        

・高齢受給者等の見守り、日常生活上のトラブルへの対応等を担う民間団体の発掘や育

成を行うこと 
【提案の背景】 

・被保護者の半数以上が高齢者であるが、受給者の居住環境の充実を支援するNPO法人等が少ない。 
 
(4) 生活保護に関する適正化対策の強化                        【厚労】 

① 不正受給対策の強化                              

ア 指定医療機関への指導監査体制の強化 

・都道府県と地方厚生局の連携による指定医療機関への指導監査体制を強化すること 
【提案の背景】 

・指定医療機関への指導を効果的に実施し、適正な制度運営を図るため、都道府県と地域厚生局と
の連携を強化し、指導監査を実施などの取組が必要である。（H28年度に合同で監査を実施した実績あり） 

 
イ 資産・収入調査の徹底のための制度構築 

・生活保護法第29条に基づく資産・収入の調査について、民間事業者の調査協力を義務

化するとともに、金融機関の本店一括照会方式を証券会社等へも拡大すること 
【提案の背景】 

・就労収入の調査については、就労先企業の協力が得られない場合があるが、調査協力の義務化等
により、収入及び資産が的確に把握でき適正な制度運営が図られる。 

 
ウ 返還義務の確実な履行のための制度構築 

・本人からの申し出の有無にかかわらず不正受給に対する返還金と生活保護費とを調整

できるようにすること 
【提案の背景】 
・不正受給に伴う保護費が確実に回収できるほか、新たな不正受給の抑止に繋がるため。 

 
エ 悪質な不正に対する制裁措置の強化 

・悪質な不正があった場合の保護停廃止の基準の明確化など不正受給に対する制裁措置

を強化すること 
【提案の背景】 

・現行制度では、悪質な不正受給があったとしても保護の停廃止はできないことから、これを可能
とすることで、不正受給に対する抑止効果が期待できる。 

 
② 制度の適切な運用に向けた見直し                        

ア 扶養関係に関する判断基準の策定 

・扶養義務者の扶養能力の有無及び扶養の程度に関する判断基準を策定すること 
【提案の背景】 

・扶養義務者の扶養は保護に優先する（生活保護法第４条）が、どの程度扶養を求めるべきか明確
でなく、実施機関によって扶養認定に差が生じている。 

 
イ 審査請求に関する裁決権限の道府県から指定都市への移譲 

新・保護の決定及び実施に関する審査請求の裁決権限を道府県から指定都市に移譲すること 
【提案の背景】 

・指導権限と審査請求の裁決権限を同一にすることで、福祉事務所に効果的・効率的な指導が可能
となる。また、被保護者にも分かりやすくなるとともに、裁決の迅速化が図られる。 
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８ 地域の安全安心体制の強化 
 
(1) 子どもを守る取組の強化                  【総務、厚労】 
 

［国のﾋﾞｼﾞｮﾝ］国の「新しい社会的養育ビジョン」の概要 

平成28年児童福祉法改正の理念を具体化するため、改革項目の目標年限を定め計画的な取組を推進 

① 市区町村を中心とした支援体制の構築 

② 児童相談所の機能強化と一時保護改革 

③ 代替養育における「家庭と同様の養育環境」原則に関して乳幼児から段階を追っての徹底、家

庭養育が困難な子どもへの施設養育の小規模化・地域分散化・高機能化 

④ 永続的解決（パーマネンシー保障）の徹底 

⑤ 代替養育や集中的在宅ケアを受けた子どもの自立支援の徹底 等 

＜厚生労働省に設置された「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」がとりまとめ＞ 

＊ 平成28年児童福祉法改正では、子どもが権利の主体であることを明確にし、家庭への養育支援から代替養

育までの社会的養育の充実とともに、家庭養育優先の理念を規定し、実親による養育が困難であれば、特別

養子縁組による永続的解決（パーマネンシー保障）や里親による養育を推進することが明確にされた。 
 
① 児童相談所の体制強化                             

ア 専門職員の配置基準の設定及び財源措置 

・虐待を行った親やハイリスク家庭への指導、専門診断に対応する専門職員（児童心理

司等）の配置基準を設定するとともに、必要な財政措置を行うこと 
【提案の背景】 

・児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応・自立支援に至るまで切れ目のない対策に取り組む
ために児童相談所の体制を強化する必要がある。 

 
イ 市町の児童家庭相談体制の強化 

ⅰ）市町と児童相談所との役割分担の明確化 

・児童家庭相談の一義的な対応を担う市町と児童相談所との役割分担を明確化すること 
【提案の背景】 

・県（児童相談所）と市町との間で、明確な役割分担が示されておらず、困難事案以外でも児童相
談所での対応を求められるものがあり、役割分担を明確化しておく必要がある。 

 
ⅱ）専門職員の配置基準の設定 

・児童福祉司任用資格取得者等専門職員の配置基準を設定し、必要な財政措置を行うこと 
【提案の背景】 

・市町職員が、県の行う児童福祉司任用資格取得講習等の専門研修を受講しても、異動等によりそ
の能力が活かされないことがある。 

 
ウ 中核市における児童相談所の設置義務化 

・中核市の児童相談所設置を義務化すること 

・義務化するまでの間は、中核市への設置促進のための財政措置など支援策を講じること 

【提案の背景】 

・平成28年度改正児童福祉法附則において、国は施行後５年を目途に中核市及び特別区が児童相談

所を設置することができるよう、必要な支援を行うことが求められている。 

・中核市が児童相談所を設置した場合、同じ自治体で市区町村としての役割も担うことになり、一

元化された効率よい運用が期待できるため、更に、必要な支援策を講じていく必要がある。 
 
エ 児童相談所の調査権限の強化 

・親の同居人や交際相手等を含めた調査権限を児童相談所に付与すること 
【提案の背景】 

・平成24年度から親権一時停止制度が実施されたが、停止期間中に親指導を行い、第一義的には家
庭復帰をするために、家族再生を行う必要がある。 

・親の同居人や交際相手などが、児童と生活を共にしているものの、人物の特定が困難である等、
生活実態の把握に当たって、こども家庭センターの調査に限界がある。 

・親権一時停止期間が２年以内であることから、その間に家族再生を行うための実効性のある親指
導のプログラムに基づき、こども家庭センターを中心に関係機関と協力する必要がある。 
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② 関係機関の連携体制強化                            

・通告先である児童相談所及び市町と関係機関との間における緊密な連携体制を更に強

化すること 

【提案の背景】 

・医療機関での受診や学校等での検診時に児童虐待を早期に発見し、市町等へ通報できるよう児童

相談所と学校や医療機関、警察等関係機関との緊密な連携体制の更なる強化が必要である。 
 

③ 一時保護所の環境改善と量的拡大                        

・一時保護所について、個別対応が可能な居室の整備などの環境改善と一時保護委託を

含めた量的拡大を早急に図ること 

【提案の背景】 

・一時保護件数の増加に対応し、虐待等による緊急保護、援助方針を定めるための行動観察、短期

入所指導による心理療法・生活指導等の一時保護所の機能を十分に発揮するため、個別対応が可

能な居室の整備や保護委託を含めた量的拡充が必要である。 
 

④ 児童養護施設、里親等への支援強化                        

ア 児童養護施設の小規模化に対応した人員配置  

・定員40人以下の施設においても栄養士を配置する場合に必要な財源を措置すること 

イ 里親等への支援の充実 

・児童養護施設等への措置費加算(被虐待児受入加算費)に準じた財政措置を創設すること 

【提案の背景】 

・児童養護施設等には措置される加算費（被虐待児１人当たり26,100円/月）は里親等には措置さ

れない。（里親手当（１人目：86,000円／月、２人目以降 43,000円／月）） 
 
⑤ 児童家庭支援センターの相談体制の強化                     

・児童家庭支援センターへの指導委託に要する費用を国庫負担とすること 

・体制強化に向けて財源措置を充実すること 

【提案の背景】 

・平成28年度から児童相談所からの指導委託費補助が新設されたが、児童家庭支援ｾﾝﾀｰが受託する

指導委託費について、児童福祉法第50条による国庫負担の対象として規定することが望ましい。 
 

⑥ 特別養子縁組の活用促進                            

・児童相談所を中心に民間機関等と連携した特別養子縁組の活用が進むよう、児童相談

所等の職員の確保・育成や財源措置の充実を図ること 

【提案の背景】 

・新たな社会的養育ビジョンを踏まえ、里親や特別養子縁組を増加させていくためには、児童相談

所の役割は重要である。 
 

［本県の取組］「里親・特別養子縁組制度」の概要 
・思いがけない妊娠や若年者の妊娠等に対して、医療機関、市町、こども家庭ｾﾝﾀｰ、公益社団法人

家庭養護促進協会等が連携し、里親制度を活用した新生児・乳幼児段階での特別養子縁組を推進 
- 「里親委託・養子縁組推進会議」の設置  - 啓発資材の活用による普及啓発の推進 
- 里親・特別養子縁組全県フォーラムの開催 - 出前講座、地域における研修会の実施 

 
(2) 協議離婚時におけるDV被害者や同伴児童への配慮   【内閣府、法務、厚労】 

・協議離婚時の面会交流に関する取り決めをする際には、ＤＶ被害者や同伴児童は加害

者との接触による精神的な負担が大きいことから、特別な配慮を行うこと 

【提案の背景】 

・平成23年民法改正により、父母の協議離婚時に子どもと別居する親との面会交流に関する取り決

めを行うこととされているが、ＤＶ被害者や同伴児童にとって、面会交流に関する調整（面会時

間・場所等）で、加害者と接触することは精神的な負担が大きい。 
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(3) 青少年のインターネット安全利用対策の強化【内閣府、警察、法務、総務、文科、経産】 

① 携帯電話事業者への指導強化                          

・青少年インターネット環境整備法の改正で義務化されたフィルタリングの説明や有効

化措置の徹底について、携帯電話事業者への指導を強化すること 

② アプリ等サービス提供事業者への法規制の創設                  

・アプリ自体にフィルタリング機能を設けることを義務付けるなど、サービス提供事業

者への法規制を行うこと 

③ インターネット接続機器製造事業者への法規制の強化               

・スマートフォン等の利用時間を制限する機能を設けることを義務化するなど、インタ

ーネット接続機器の製造事業者への法規制を強化すること 

【提案の背景】 

・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝのSNSｱﾌﾟﾘ(Twitter等)を通じて、青少年が犯罪に巻き込まれるﾄﾗﾌﾞﾙが後を絶たない。 

・青少年のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ依存が深刻な問題となっているが、ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞだけでは対策として不完全である。 
 

④ 児童ポルノ自画撮り被害増加への対策                     

・児童買春・児童ポルノ禁止法に勧誘行為の禁止や未遂罪を設けるなど、児童ポルノ自

画撮り被害防止のための法整備を行うこと 

【提案の背景】 

・本県では、児童ポルノ自画撮り勧誘行為を全国で初めて全面的に禁止する改正青少年愛護条例を

本年４月から施行したが、全国的な問題であるため、法による対応が必要である。 
 

(4) 安全安心な消費生活の推進                    【消費】 

① 地方消費者行政の安定的推進に向けた財源の確保                

・地方消費者行政に対する支援について、長期的な支援の方向性を示すとともに、必要

な財源を恒久的に確保し、地方の実情に応じた柔軟な活用を可能とすること 

【提案の背景】 

・「地方消費者行政推進交付金」による事業開始は平成29年度までとされ、事業ごとに活用期間の

終期が定められているが、平成30年度交付額は前年度の約６割に減額され、十分な財源措置がな

かったため、活用期間であっても事業を取りやめる状況が生じている。 

・平成30年度新設の「地方消費者行政強化交付金：地方消費者行政強化事業」は使途が限定される

うえ、補助率1/2、活用期間最長３年程度となっている。 
  

 ② 地域における消費生活相談員の確保と資質向上に向けた支援            

・消費生活相談員について、有資格人材情報の収集・提供の仕組みの構築による人材確

保や研修機会の充実等の資質向上を支援する取組を一層充実すること 

【提案の背景】 

・「地方消費者行政推進交付金（平成30年度～ 地方消費者行政強化交付金：地方消費者行政強化事業）」は相談員の養成や

資質向上を図る事業を対象としてきたが、平成30年度以降新規事業は実施できず、事業終期が定

められている。「地方消費者行政強化交付金：地方消費者行政強化事業」は国が指定する研修の

開催･参加のみを対象としており、内容が限定されるうえ補助率も1/2で、十分な対応ができない。 
 
③ 高齢者等の被害防止に向けた見守り活動の充実等に対する支援            

・消費者安全確保地域協議会について、国の政策目標である人口５万人以上の全市町で

設置されるよう、地域へのアドバイザーの派遣など体制整備のための支援を行うこと 

【提案の背景】 

・「地方消費者行政強化交付金(平成30年度～地方消費者行政強化交付金：地方消費者行政強化事業)」で、消費者安全確保

地域協議会の構築は交付対象になっているが、補助率1/2で、活用期間も限られ、十分でない。 
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［国の制度］「消費者安全確保地域協議会」の概要 

・改正消費者安全法に基づき設置することとされた、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不

十分となった人など消費生活上特に配慮を要する消費者を地域で見守るため、医療・福祉、介護、

教育、事業者等の構成員による必要な情報交換や協議を行う見守りネットワーク 
 
④ 成年年齢の引下げに伴う若年者への消費者教育の強化               

・小･中･高等学校における消費者教育を徹底するための教材の提供、教員研修の充実、

消費生活センター等外部人材との連携強化等を支援すること 

【提案の背景】 

・2022年より成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正が成立し、新たに成年となる18～19歳の若者

が悪質業者のターゲットになる可能性が高く、消費者被害が拡大する恐れがある。 

・小･中･高校での消費者教育の推進には、消費者庁と文部科学省の連携による取組が不可欠である。 
 

⑤ 消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体の活動支援                

・消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体の財政的基盤の確保に必要な国補助金制度

や支援基金などの仕組みを創設すること 

【提案の背景】 

・適格消費者団体が行う差し止め請求訴訟業務及び新たに認定される「特定適格消費者団体」が行

う集団的被害回復関係業務は、いずれも公益性が高く、安定的かつ継続的に行われる必要がある。 
 
(5) 自転車保険への加入を義務付ける制度の創設          【国交】 

・自転車保険への加入を義務付ける制度を創設すること 

【提案の背景】 

・人対自転車の交通事故が急増し、その事故による賠償金額が高額となる事案が増えている。 
 

［本県の取組］「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の概要 

・条例において、自転車事故における被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減のため、事故への
備えとして以下のとおり保険加入の義務付けを規定した。 
- 自転車利用者への自転車損害賠償保険等への加入 
- 保護者による、監護する未成年者の自転車損害賠償保険等への加入 
- 事業者による、従業者の自転車損害賠償保険等への加入 

 

(6) 空き家対策の強化                                    【国交】 

① 立入調査権限の強化                               

・長屋等について、住戸単位で空き家となっている部分を空家等対策の推進に関する特

別措置法の対象とし、立入調査などの法に基づく対応が可能となるよう見直すこと 

【提案の背景】 

・４戸が壁を共有した長屋建の建築物について、空き家になっている住宅（住戸）の一部が崩れ保

安上危険となるおそれのある状態になっているが、他の住戸に居住者がいるため特措法の対象と

ならず、法に基づく措置ができず対応に苦慮している事例がある。 

・当該長屋の所在市は条例を制定し指導を行っているが、条例による指導には、税制上の措置（固

定資産税等の住宅用地特例）がないことから、その効果が限定的となっている。 
 

② 所有者が不明となっている空き家対策の強化                    

・所有者が不明となっている特定空家等への略式代執行に要した経費への国庫補助率を

3/5（現行2/5）に拡充すること 

・空き家の倒壊を防ぐ応急措置や空地の崩落防止措置に対しても財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・所有者等が不明な場合は、市町の負担で略式代執行を行い、土地の売却益等で費用をまかなって

いるが、特に地価の低い地域の市町の財政的な負担が大きい。 

・応急的危険回避措置は、市町が独自に条例に基づき取り組んでいるが、財政的負担が一定生じる。 
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③ 住宅用地特例継続の対象に関する統一的な基準の整備                

・空家除却後の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の継続を市町が判断する際の一

定の基準を国が整備すること 

【国制度の問題点】 

・更地化すると固定資産税（最大1/6）・都市計画税（最大1/3）の住宅用地特例を受けられなくな

ることが円滑な空家除却の阻害要因となっている。 
 

 [ﾃﾞｰﾀ1]本県における空き家の状況 

・県内の空き家は356,500戸と10年で42,900戸（14％）増（平成25年住宅・土地統計調査） 

・うち二次的住宅(別荘等)や賃貸・売却用になっていない空き家が43,000戸(41％)と急増 

[ﾃﾞｰﾀ2]空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく本県の措置状況（H27～29実績） 

・特定空家631件（助言・指導573件、勧告40件、命令3件、略式代執行15件、代執行0件の計） 
 

(7) 厳しい治安情勢への的確な対応               【内閣府、国公委、警察】 

① 警察官の増員                                 

ア 警察官の増員 

・情勢に応じた警察事象に迅速かつ的確に対処するため、警察官を更に増員すること 

【提案の背景】 

・重要凶悪事件への対応はもとより、暴力団等による組織犯罪をはじめ、悪質巧妙化する特殊詐欺、

増加の一途をたどる人身安全関連事案、高度・多様化するサイバー犯罪、突発するテロ事案や南

海トラフ地震などに対処するため、警察官を更に増員する必要がある。 

［ﾃﾞｰﾀ1］特殊詐欺発生件数等の推移 

区 分 
兵庫県 全国 

H27 H28 H29 H27 H28 H29 
認知件数 375 425 766 13,824 14,154 18,201 

 振り込め詐欺 308 398 751 12,741 13,605 17,915 

 オレオレ詐欺 104 137 189 5,828 5,753 8,475 

架空請求詐欺 156 191 398 4,097 3,742 5,754 

融資保証金詐欺 28 19 43 440 428 549 

還付金詐欺 20 51 121 2,376 3,682 3,137 

振り込め詐欺以外 67 27 15 1,083 549 286 

被害額（億円） 14.90 14.80 14.62 482.0 407.7 390.3 

［ﾃﾞｰﾀ2］人身安全関連事案認知件数の推移 

区 分 
兵庫県 全国 

H27 H28 H29 H27 H28 H29 
人身安全関連事案 9,476 10,659 11,672 192,337 219,773 - 

 ストーカー事案 1,103 1,176 1,103 21,968 22,737 23,079 

DV事案 2,736 3,010 3,380 63,141 69,908 72,455 

児童虐待事案 705 1,290 1,996 25,193 42,278 52,022 

行方不明関係事案 4,932 5,183 5,193 82,035 84,850 - 
 

 

イ 条例定数化した警察官の政令定数化 

・県単独定数として条例定数化した警察官を政令定数化すること 

【提案の背景】 
・厳しい治安情勢に的確に対応するため、平成７年度に交通巡視員260人の警察官への身分切替を

実施し、その260人を県単独定数として条例定数化した。 

・県単独定数として条例定数化した警察官については、現行の水準を維持しつつ、国に対して政令

定数化による財政措置を講じることにより、県の財政負担の解消につながる。 

 

② 警察装備等の整備推進                             

ア 装備資機材と人材育成の充実 

・警察捜査の新たな課題に対応する装備資機材と人材育成の充実を図ること 

・高度な知識・技能を有した捜査員を育成する研修の充実を進めること 
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【提案の背景】 

・重要凶悪事件への対応はもとより、暴力団等による組織犯罪をはじめ、悪質巧妙化する特殊詐欺、

増加の一途をたどる人身安全関連事案、高度・多様化するｻｲﾊﾞｰ犯罪、突発するﾃﾛ事案や南海ﾄﾗﾌ地

震など、警察捜査の新たな課題に対応するための装備資機材と人材育成の充実を図る必要がある。 

・特に、暴力団対立抗争事件の防あつや、迅速的確な初動捜査に資する装備資機材、犯罪立証や身

元不明死体特定等の DNA 型鑑定に関する機器の充実強化と、高度な知識・技能を有した捜査員を

育成する研修の充実を進める必要がある。 

［例示］提案する個々の装備資機材及び人材育成内容 

 
 
 
 
 
 

 

イ 災害対策装備資機材・施設等の整備促進 

・災害対処能力強化に向けた訓練の推進及び災害対策装備資機材・施設等の追加整備を

進めること 

・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、警察待機宿舎の整備事業

について財政措置を講じること 

【提案の背景】 

・多発する豪雨災害や今後発生が懸念される南海トラフ地震等に的確に対応するため、災害対処能

力強化に向けた訓練の推進及び災害対策装備資機材・施設等の追加整備を進める必要がある。 

 ・また、警察待機宿舎は、大規模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に必要

な施設であり、その耐震化事業等の整備事業について、緊急防災・減災事業債の対象事業とする

など、財政支援を講じる必要があるため。 

［例示］提案する個々の災害対策装備資機材及び施設等の内容 

 

 

 

 

 
(8) 刑務所出所者等の再犯防止対策の推進              【法務、厚労】 

① 刑の一部執行猶予制度による保護観察対象者の増加への対応            

ア 保護司の増員や更生保護施設の増設等の実施 

・保護司の増員や更生保護施設の増設等の措置を講じること 

イ 専門医療体制の強化 

・薬物事犯の保護観察対象者が専門治療を受けられる薬物処遇重点実施更生保護施設の

増設等により専門医療体制を強化すること 

【提案の背景】 

・専門治療が行える病院は限られており、薬物事犯対象者に対して重点的な処遇を実施する薬物処

遇重点実施更生保護施設は県内1箇所(全国25箇所)のみであり、民間ﾘﾊﾋﾞﾘ施設は県内に存在しない。 

［国の制度］刑の一部執行猶予制度（2017.6～） 

 裁判所が3年以下の懲役(又は禁錮)判決を言い渡す場合に被告の刑期の一部を執行猶予できる制度 

 

 

そ
の
他

解析ツールの更新整備、通信費用等の維持管理コストの補助金制度の設立、
DNA型鑑定周辺機器の整備、サイバーセキュリティー捜査・研修に係る資機材の整備、
速度違反自動監視装置の更新整備と老朽化対策、常時録画式交差点カメラの整備

育
成

人
材 部内通訳員の語学研修制度の創設

一
般
装
備

各種解析用パソコン132台、インターネットパソコン10台、サイバー補導用端末14台、
WT-1携帯型無線機10台、IPR無線機332台、UW-301型イヤホンマイク20個、小型Webカメラ等８式、
防弾帽336個、防弾衣423着、車載録画装置17個、二輪車ライディングトレーナー１台、
潜水隊資機材40式（一部20式）

・
車
両

航
空
機

捜査用車18台（普乗11台、軽四６台、普貨１台）、防弾仕様車１台、交通取締用車（覆面）１台、
警ら用車１台、小型警ら用車31台、交通捜査用車48台、交通鑑識用車２台、サインカー１台、
捜査用二輪車16台、警察用航空機１機

装
備

一
般

・
車
両

航
空
機

救助用プロペラボート１台、エアーテント３式、現地指揮所用装備資機材セット３式、
リュックサック型災害用救助工具セット847式、チェーンソー21台、エンジンカッター22台、
水中探査装置１機

指揮支援隊四輪駆動車５台、災害対策用バギー車１台、オフロード二輪車11台

そ
の
他

警察待機宿舎の耐震化事業等に要する財政措置、災害警備訓練等の予算化
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② 再犯防止対策を行う推進体制の整備                       

ア 国と地方公共団体の役割の明確化 

・｢再犯の防止等の推進に関する法律｣に基づき、基本的な方向性を定めた国の｢再犯防止推

進計画｣に地方公共団体の役割分担が明記されていないため、指針等で明確にすること 
【国制度の問題点】 

・再犯の防止等の推進に関する法律が施行され、地方公共団体においても地域の実情に応じた再犯

防止等に関する施策を講じる責務が課せられたが、施策推進の基本的な事項を定めた国の「再犯

防止推進計画」で地方公共団体の役割分担が明記されていない。 
 

イ 必要な情報・ノウハウ等の提供 

・地方公共団体が地方再犯防止推進計画の策定や再犯防止等に関する施策を検討・実施

するにあたり、国として必要な情報やノウハウの提供、助言の実施、支援団体の育成

などの支援策を講じること。 
【提案の背景】 

・国が地方公共団体へ情報やノウハウを伝えるルートがない。また、再犯防止の各種支援を行える

団体は極めて少ない。 

 

ウ 国による財政措置の実施 

・国の「再犯防止推進計画」に基づき、地方公共団体が実施する就業支援、保健医療・

福祉サービスの提供等の施策に対して必要な財政措置を講じること 
【提案の背景】 

・地方公共団体に実施を望む施策に対する国の財源が確保されていない。 

 

③ 国による新たな就労機会創出のための制度の創設                 

・刑務所出所者等の雇用の場の確保のための軽易な業務を含む仕事の創出を実施すること 
【提案の背景】 

・就労により、生活基盤を確保し社会的自立に繋がることとなるが、刑務所出所者等が気兼ねなく

働ける場が十分ではない。 

・県には、刑務所出所者等の犯罪歴や更生過程の情報がなく、就労支援に必要なﾉｳﾊｳもない。 

 
(9) 犯罪被害者等に対する支援の充実               【法務、国公委、警察】 

① 生活支援制度の創設                              

・低利・長期の生活資金融資制度、被害直後の家事援助・介護支援者派遣・一時保育費

用の補助など犯罪被害者等の生活を支援する制度を創設すること 

【提案の背景】 

 ・犯罪被害に遭った被害者や遺族は、様々な精神的負担を強いられ外出もままならず、また、再被

害を受けるおそれのある被害者等が転居を必要とする場合もあるなど、経済的負担も大きく、生

活を支援する制度が整備されれば、被害者や遺族の精神的・経済的負担の軽減に繋がる。 

 ・転居費用の補助については、被害者支援条例により一部補助を行っている自治体もあるが一律の

制度ではなく、また、県の取組として、再被害等のおそれのある被害者の一時避難について経済

的支援を実施しているが、あくまで短期的なものである。 
 

② 国民理解の促進                                

・犯罪被害者等が直面している問題について国民の理解を促進すること 

【提案の背景】 

 ・被害者も加害者も出さないという規範意識の向上及び社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸

成するため、中学・高校生を対象に命の大切さを学ぶ教室を開催しているが、経費を理由に開催

を断念している学校があるだけでなく、自治体によっては開催希望校が多いことから抽選により

開催校を決めているなど、経費の負担が活動の障壁となっている。 
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③ 民間団体への支援の充実                            

・被害者支援センター等民間の犯罪被害者等支援団体の活動を支援するための運営費補

助など財政措置を充実すること 
【提案の背景】 
 ・きめ細かな支援を行うためには犯罪被害者等支援団体との協力・連携が重要であるが、支援団体

の運営は補助金や寄付金等により行われているなど、財政基盤は不安定である一方、支援団体の
取り扱う被害者支援業務は年々増加している状況である。 

 

④ 性犯罪被害者支援の充実                            

・性犯罪・性暴力被害者のワンストップ支援センターの運営を支援するため、「性犯罪・

性暴力被害者支援交付金」を恒久的な財源措置として位置づけるとともに、交付要件

の緩和及び交付額の引き上げなど財政的支援を充実すること 
【国制度の問題点】 

・平成32年までに各都道府県に最低１カ所設置すること（国基本計画）とされ、平成29年度に「性
犯罪・性暴力被害者支援交付金」が創設されたが、いつまで交付されるか不明とされているほか、
実施内容ごとに上限額が設定され交付金額も減少傾向にある。 

 

(10) 人権擁護のための早急な法整備                               【法務】 

① 簡易迅速で利用しやすい人権救済制度の創設                    

ア 人権救済機関の創設をはじめとした法整備 

・人権救済機関の創設をはじめ、司法的救済を補完し被害者の実効ある救済を図るため

の法整備を早急に進めること 
【提案の背景】 

・人権侵害の被害者に対して実効ある救済を図るためには、司法的救済を補完する何らかの公的機
関が第三者的に入ることにより、より実効ある人権擁護が担保される仕組みが必要である。 

 
イ 地方組織体制の整備 

・法整備に当たり、人権侵害の被害者への実効ある救済を図るための調停委員会や仲裁

委員会の設置など、地域での差別事象を適切に処理する地方組織体制を整備すること 

【提案の背景】 

・人権救済制度が創設され、地域での差別事象を適切に処理する地方組織体制が整備されることで、

司法的救済に比べ、簡易迅速で利用やすい人権救済が可能となる。 
 
② 部落差別の解消に向けた抜本的な対策                      

ア 法的措置も含めた抜本的な対策 

・インターネット上も含め、部落地名総鑑が流布しないよう法的措置も含めた抜本的な

対策について、積極的に取り組むこと 

【提案の背景】 

・「「部落地名総鑑」のような図書の発行、販売、購入等の各行為は重大な人権侵犯行為である。」

との国の見解（平成元年７月）を踏まえた対応が必要である。 

・昭和50年に発覚して以降、法務省が事実関係の調査、当該図書の回収・廃棄、発行者や販売者等

に対する人権侵犯事件としての措置等の処理を行っており、全国的に対応すべきである。 
 
 イ 国と地方公共団体の役割分担等の明確化 

・「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行に関して、国と地方公共団体の役割分担

等を明確にすること 
【提案の背景】 

・「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行に関する国と地方公共団体の役割分担については、
関係省において検討が行われていると聞いているが、現時点では示されていない。 

・部落差別実態調査について、法務省が平成29年度から調査内容・手法等を調査研究しており、「地
方公共団体の協力」について今後検討されると聞いているが、現時点では公表されていない。 
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(11) 戸籍謄本等不正取得事件の再発防止                    【総務、法務】 

① 抜本的な再発防止措置の実施                           

・司法書士等による個人情報の流出などの人権問題に対して、再発防止に向けた抜本的

な取組を積極的に行うこと 

② 第三者が戸籍謄本等を取得した場合の本人通知に関する法整備             

・不正の有無に関わらず、第三者が戸籍謄本や住民票の写し等を取得した場合の本人へ

の通知について、全国統一的に実施できるよう、関係法律を改正すること 

【提案の背景】 

・司法書士等による戸籍謄本等不正取得事件が後を絶たず、大量の個人情報が流出するなど看過し

がたい全国規模の人権問題となっている。平成19年に戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、戸

籍謄本等の交付条件の厳格化、罰則の強化がとられたが、依然として、不正取得が続発している。 
 

(12) 不活動宗教法人対策の推進                           【文化】 

・不活動宗教法人の整理が促進されるよう、一定期間不活動状態が継続した場合には解

散したものとみなす制度を導入するなどの制度改正を行うこと 
【提案の背景】 

・不活動宗教法人の売買による宗教法人制度の悪用を防止する必要がある。 
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Ⅲ 次代を担う人づくり 
 

１ 教育の充実 
 

(1) 義務教育教職員給与費の確実な財源確保              【総務】 

・義務教育教職員給与費について、地方交付税において給与費単価を地方財政計画上の

単価に引き上げた上で適切な財源措置を行うこと 

【国制度の問題点】 

・交付税算入されている給与単価と地方財政計画上の給与単価に乖離が生じている。 

・地方交付税法第17条の４に基づく意見において同様の趣旨の意見申し出を行ったが、意見は採用

しないものの、引き続き検討するとされた。 
 

(2) 教職員定数の改善                      【財務、文科】 

① 教職員基礎定数の改善                              

  標準法で措置されている定数については、従前どおり着実に実施するとともに、新たな

課題について学校の指導・運営体制が効果的に実施できるよう適切に対応すること 

ア 35人学級編制の拡大 

・小学校１年生にのみ実施されている基礎定数化による35人学級編制について、義務標

準法を改正し、中学校３年生まで拡大できるよう、定数改善計画を早期に策定し、着

実に実施すること 

イ 高等学校の定数改善計画の早期策定と着実な実施 

・高等学校において以下のような取組を行うため、高校標準法を改正し、新たな定数改

善計画を早期に策定し、着実に実施すること 

○ 習熟度別少人数指導の充実 

○ 国基準で措置されていない特色ある学科や類型等への実態に応じた十分な教員措置 

ウ 学校運営に関する教職員定数等の充実 
  ・校長、教頭が学校運営に専念できるよう、教職員定数の充実、外部人材の活用促進

などを図ること 
【国制度の問題点】 

・平成13～17年度までの第７次の定数改善計画以降、計画的な定数改善が行われていない。 

・個々の子どもへの指導、支援をより充実させるためには、学習指導や生活指導の基盤となる学級

規模を小さくすることが効果的であることから、本県では独自に少人数学級を設けている。 

・職業学科等については、国が定める学科が基礎定数上での措置の対象となるが、兵庫県が設置し

ている学科等で現在措置の対象となっていないものについても、定数改善計画の中で学科の特色

や実態に応じて措置の対象とする必要がある。 

・教職員の働き方改革の推進ためには、学校長などの管理職のリーダーシップが重要であり、校長、

教頭が学校運営に専念できるよう、教職員定数の充実、外部人材の活用などを図る必要がある。 
 

［県の取組］本県の小学校の学級編制 

学 年 国基準 本県の学級編制 

1年生 35人（※1） 

35人 

全校で35人学級編制 

2年生 

40人（※2） 

研究指定校で35人学級編制 3年生 

4年生 

5年生 
40人 

兵庫型教科担任制 
（教科担任+少人数学級） 6年生 

 (※１)１年生の35人学級編制は法定措置 
 (※２)２年生は加配措置による35人学級編制（平成24年度～） 

［基礎定数上での措置の対象］ 

・国基準で措置されているもの（農、工、商、水産、国際、家庭、看護、福祉、理数、音楽、美術、体育） 

・国基準で措置されていないもの（環境防災科（舞子）、演劇科(宝塚北) ※県基準では措置） 

平成 13年度から児童生徒の

成長発達段階や教科等の特

性に応じて柔軟に少人数学

習集団の編成等を行う「新

学習システム」を推進 
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主② 教職員加配定数の改善                              

ア 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 
 
イ 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 
【提案の背景】 

・加配定数は、いじめや不登校への対応等個別の事情に応じて措置するものであり、基礎定数化さ
れると児童生徒数の減少に連動して一律に削減されるため、きめ細やかな対応が困難となる。 

［H30定数増］H30の加配定数の増加（1,210人［うち兵庫32人］）の内訳 
①小学校専科指導(英語)に必要な教員の充実（1,000人）、②中学校生徒指導体制の強化（50人）、 
③貧困等に起因する学力課題の解消（50人）、④養護教諭、栄養教諭、学校事務職員の充実（60人）、 
⑤統合校・小規模校への支援（50人） 

［国の制度］義務標準法改正（H29.4.1施行）による加配定数の一部の基礎定数化 
区 分 内 容 

発達障害等の通級
指導担当教員 

・児童生徒13人に対して担当教員1人を定数措置(旧16.5：1) 
・10年かけて加配９割を基礎定数化 
・１割はへき地や通級指導対象児童生徒の少ない障害種対応のため引き続き措置 

外国人児童生徒等
の指導の担当教員 

・児童生徒18人に対して担当教員１人を定数措置(旧21.5：1) 
・10年かけて加配の９割を基礎定数化 
・残り１割は散在地域等への対応のため引き続き措置 

初任者研修の指導
担当教員 

・初任者研修を受ける教員6人に対して担当教員1人を定数措置(旧7.1：1) 

指導方法工夫改善
加配の一部 

・指導方法工夫改善加配(約41,000人)のうち、約9,500人を基礎定数化 
 

 
［効果］「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 
 

ウ 中等教育学校後期課程及び併設型・連携型の教職員定数の加配措置の拡充 

・中等教育学校後期課程及び併設型・連携型の高等学校における教職員定数の加配措置

について、開設科目基準の引き下げ及び措置数の拡充を図ること 

【国制度の問題点】 

・本県は、地域の過疎化等にも配慮しながら、地域と連携した活性化方策を研究する連携型中高一

貫教育校を設置（氷上西高等学校及び千種高等学校）しているが、学校規模が小さいために教職

員定数の加配措置に必要な科目数を確保できず、国の加配措置を受けることができない。 

［国の制度］中高一貫教育における教職員定数の加配措置  

・後期課程（高等学校に相当）等で開設科目数が45科目以上の場合に加配 
区 分 内 容 

中等教育学校及び併設型 ３人（教諭２＋事務職員１） 
連携型 1.5人（教諭１＋事務職員0.5） 

  ※ 連携型の県立氷上西高等学校及び千種高等学校については、学校規模が小さく、45科目以上の科目開設ができない。 
 

③ 特別支援学校の教職員定数等の改善                         

・特別支援学校の学級編制や教職員定数について、学校現場の実態に即した配置が可能

となるよう配置基準を改善すること 

○ 障害の程度に応じた適切な人員配置や就労支援の実施 

○ 小中学校との連携などセンター的機能を発揮するための専任教員の配置 
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【提案の背景】 

・障害の重度・重複化、多様化が進んでいることから、一人一人に応じたきめ細かな指導の一層の

充実を図るため、看護師、介助員をはじめ、言語療法士等の多様な人員の配置が必要である。 
・特別支援学校が専門性を生かしながら地域の小・中学校を支援するためには、相談の窓口や校内

外との関係者との連絡調整等を行う専任教員の適切な配置が必要である。 
［制度改正］平成29年特別支援学校指導要領等の改定の概要 

 ・幼稚園、小・中・高等学校の教育課程との連続性を重視 
 ・一人一人の障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実 
・卒業後の自立と社会参加に向けた教育の充実 

 

(3) グローバル化に対応した教育の推進                   【文科】 

① 外国語活動、外国語教育の充実                          

主ア 小学校英語の教科化への対応 

・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 

イ ＡＬＴの配置拡充のための財政措置の充実 

・ALT(外国人外国語指導助手)の配置拡充のための補助制度の新設等、財政措置を充実すること 

【提案の背景】 

・平成32年度の新学習指導要領の完全実施に向けて、英語指導力を持つ教員の確保が急務であるが、

加配教員の英語力に関する要件が厳しいため、加配教員の確保が困難な地域がある 

・新学習指導要領で示された、聞く、読む、話す、書くの４技能をバランスよく育成することや、

グローバル人材を育成するための英語以外の授業における英語の導入、大学入学共通テストの英

語で導入される民間検定試験への対応するため、より一層のALTの活用を図る必要がある。 

［国の動き］加配措置の経過 

 平成30年度 小学校英語専科教育の加配措置（+1,000人） 

［加配教員の要件］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 相当以上の英語力を有する者(小学校教諭免許状、又は中学校英語･高等学校英語の免許

状のいずれの免許状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 
 

［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、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） 
  

② グローバル化に対応した先進的教育課程の開発・研究の促進             

・「スーパーグローバルハイスクール」の指定校数を増やすこと 

【国制度の問題点】 

・グローバル人材を高校段階から育成するため、先進的教育課程の開発・研究を促進する拠点とな

り、語学力とともに、幅広い教養、問題解決能力等の国際的素養を学べるモデル校の10校指定を

目指して取組を進めているが、平成29、30年度の新規募集がなされていない。 

［状況］スーパーグローバルハイスクールの指定状況 ※ H29･H30募集なし 

年度 本県（うち新規） 全国（うち新規） 

H28 ４校（０校） 123校（11校） 

H27 ４校（３校） 112校（56校） 

H26 １校（１校） 56校（56校） 
  

(4) 発達段階に応じた体系的な体験活動の充実             【文科】 

・小学校から高等学校まで各発達段階に応じた体系的な体験活動の実施に対する財政支

援等を充実すること 
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【提案の背景】 

・学習指導要領が改訂され、特別活動の目標及び内容に「一人一人のキャリア形成と自己実現」が

記述されており、キャリア教育の視点からの兵庫型「体験教育」充実を図る必要がある。 
 

［県の取組］兵庫型「体験教育」の推進（公立学校全校において展開） 
学 年 事 業 目 的 

小学３年生 環境体験事業 自然との触れ合いにより、命の大切さを実感させる。 
小学５年生 自然学校 ４泊５日の宿泊体験活動の中で、自分の役割や責任を果たすとと

もに、集団への連帯意識を高めさせる。 
中学１年生 わくわくオー

ケストラ教室 本物の演奏に触れることで、豊かな情操を育む。 

中学２年生 トライやる・ウ
ィーク 

就業体験を通じて地域や社会と関わることで、地域の一員である
ことを自覚させるとともに、将来の生き方、進路を考えさせる。 

高 校 生 

就業体験(イン
ターンシップ) 

将来進む可能性のある仕事や職業を経験し、自分の生き方につい
て考え、目標を持って主体的に進路を選択させる。 

ふるさと貢献
活動 

地域の課題を発見し、他者と協力しながら課題解決する中で、ふ
るさと意識を醸成する。 

 

 

(5) 小学校における効果的な体育を実施するための支援の充実   【スポーツ】 

・体育授業の充実に必要となる小学校教員の資質向上に向けた研修を充実すること 

・専門性に優れた地域の外部指導者を活用できるよう補助制度を創設すること 

【提案の背景】 

・本県は、全国体力テストにおいて、全国平均値を下回る項目が多くなっている。 

・授業を「楽しい」と感じている児童生徒ほど、体力が高く運動時間も多くなっていることから、

本県では独自に県内70校程度（県内公立小学校数753校）の小学校に体力アップサポーターを派

遣し、小学校児童や教員に対して授業及び研修を実施している。 

・派遣校では、体力ﾃｽﾄで高い結果が出ていることから、更なる研修の充実が求められる。 

［ﾃﾞｰﾀ］H29年度小学校５年生の体育授業の楽しさと体力合計点（29全国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

 

 

 

 

 

 
 

(6) 特別支援教育の充実                                 【文科】 

① インクルーシブ教育システム構築に向けた環境整備に伴う財政支援制度の創設     

ア 体制整備や環境整備の基準の明確化 

・ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑ構築に向けた環境整備について、高等学校も補助対象にすること 

【国制度の問題点】 

・国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」において、施設は構造の改善等の環境整備に努め

なければならないとされているが、それに伴う高等学校への財政支援策が講じられていない。 

・未整備による合理的配慮の不提供は、障害差別にあたるとされている。 

［概要］インクルーシブ教育システムの構築に必要なこと 

・エレベータ、トイレの手すり、点字ブロック、スロープ等環境整備と文字の読み書きが困難な方

の読み上げソフト、イラストを用いた具体的な指示等 

・校種が変わっても同様の教育を受けることができる、通常の学級、通級による指導、特別支援学

級、特別支援学校を用意しておくこと（連続性のある「多様な学びの場」の用意） 
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② 学習環境の整備に対する支援の充実                         

ア 政令市や中核市等における特別支援学校の設置の促進 

・子どもにふさわしい教育を地域で責任を持って行う観点から、補助制度の充実を含め

た特別支援学校設置のあり方を検討すること 

【国制度の問題点】 

・都道府県から政令市・中核市への権限移譲等が進む中、特別支援教育における県と市町の役割分

担が旧態依然のまま不明確である。 

・特別支援教育を必要とする児童生徒数が増加しており、政令市や中核市等における特別支援学校

の設置が促進される。 
 

イ 教室不足を解消する補助制度の充実 

・新増築や大規模改修の補助率や補助単価を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・障害の重度・重複化、多様化等を踏まえ、一人一人の教育ﾆｰｽﾞに対応できる施設整備を行うには、

自立活動や職業教育等の充実のための特別な施設設置が必要であるが、特別支援学校建物の新増

改築及び大規模改修に対する補助制度は義務教育諸学校と同等となっており不十分である。 

［国の制度］国の補助制度の概要 

小・中学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(小・中学部)における教室不足解消を目的  
区  分 新増築 改築、大規模改造 
補助対象 学校家具、備品は対象外 面積の増減を伴わないものが対象 
補 助 率 １／２ １／３ 
補助単価 １７５千円  （参考）西神戸高等特支（H28,3建築）単価２３８千円 

 

 

③ 障害の特性に応じた支援の充実                          

ア 高等学校における通級指導導入への支援の充実  

ⅰ）小・中学校からの指導の連続性が確保できる制度設計 

・平成30年度からの高等学校への通級指導導入に当たり、小・中学校からの指導の連続

性が確保できるよう、指導を担当する加配教員の配置基準が明確に示されていない 

【提案の背景】 

・平成30年度から高等学校においても通級による指導が制度化されたが、小・中学校までの教育的

支援を引継ぐ切れ目のない指導体制を構築するためには、小・中学校で通級指導を受けてきた生

徒が高等学校でも引き続き指導を受けられるような制度設計が必要である。 
 
ⅱ）教室環境の整備に対する財政支援制度の創設 

・空調等の教室環境の整備に対する財政支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・高等学校における通級による指導のためのタブレット端末や書画カメラ等の教材・教具について

は、地方交付税措置が新設されたが、通級指導教室を設けるに当たっての教室の空調等環境の整

備に対する措置が講じられていない。 
 
 

イ 特別支援教育支援員の配置への支援の充実 

・特別支援教育支援員の配置に要する財政措置の更なる充実を図ること 

【提案の背景】 

・発達障害者等特別な教育的支援を要する児童生徒が増加している中、児童生徒の個々の状況に応

じた個別的かつ弾力的な指導体制と支援の充実が必要である。 

［ﾃﾞｰﾀ1］特別支援教育支援員の配置数の推移  

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 

特別支援教
育支援員数 

1,636 1,803 1,888 1,958 2,051 
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［ﾃﾞｰﾀ2］支援を要する児童生徒の推移 

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 

特別支援学校在籍 5,179 5,294 5,438 5,456 5,622 

特別支援学級在籍 6,529 6,963 7,344 7,924 8,636 

通級による指導 1,717 1,934 2,175 2,419 2,675 
 

 

ウ 看護師配置に要する予算確保 

・たんの吸引等の医療的ケアを担う看護師配置に要する経費への補助について、必要な

予算を確保すること 

【提案の背景】 

・看護師配置に伴う経費は教育支援体制整備事業費補助金の対象で、経費の1/3が国から補助され

るものの、特別支援学校だけでなく、小・中学校への医療的ケアを必要とする児童生徒の就学が

増加していることに対応するため市町での看護師配置に伴う経費負担が増加している。 

［ﾃﾞｰﾀ］看護師配置に伴う経費の措置状況 

区 分 H28 H29 

市町立学校で医療的ケアが必要な児童生徒数 195 269 

看護師配置人数(補助金充当人数) 76(19) 110(110) 
 

 

(7) 中等教育学校の後期課程における施設整備対する支援の拡充    【文科】 

・中高合同の授業や行事等に必要な施設整備に対する支援について、前期課程と同様に

後期課程の校舎等も対象とすること 

【国制度の問題点】 

・校舎等の施設整備に対する支援制度である「学校施設環境改善交付金」では、中等教育学校の後

期課程は対象外となっている。 

［国の制度］中等教育学校の施設整備に対する支援 

・前期課程(中学校に相当)における校舎等の施設整備に対する支援 ※後期課程(高等学校に相当)は補助制度なし 

区 分 内 容 

新増築 1/2(公立学校施設整備費負担金) 

改 築 1/3(学校施設環境改善交付金) 
 

 

(8) 小規模な小中学校の存続に向けた支援の拡充        【財務、文科】 

・小規模な小中学校について、極めて小規模となる場合以外は、地域住民の合意の下に

存続できるよう、支援を拡充すること 

【提案の背景】 

・小中学校は地域のコミュニティ拠点として重要な役割を果たしており、標準的な学校規模や適正

配置の目安を示して一律的・機械的に統合を進めることは、地域活性化の動きに逆行する。 
 

［本県の取組］「過小規模校への支援」の概要 
 ・過小規模校に対し、国の標準を上回る教職員を配置 

小学校学級数 国標準 県基準 
１～２学級 学級数と同人数 学級数＋１人 
３～５学級 学級数＋１人 学級数＋２人 

 

 

(9) 部活動への支援の充実                      【文科】 

主① 部活動指導員の配置に対する支援制度の充実                   

・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（現行1/3 → 10/10） 

・部活動指導員の養成等に対する支援制度を充実すること 

② 地域人材活用のための補助制度の創設                                

・（公財）日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者等、地域の人材を部活動に活用できる

補助制度を創設すること 
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【提案の背景】 

・経験のない部活動の技術指導や長い練習時間、休日の大会引率等のため、日常の授業の準備等に

支障を来たし、負担を感じている教員が多数いる。(H28勤務時間実態調査：中学40.1%、高校31.8%) 
［ﾃﾞｰﾀ］専門的な技術を有しておらず、かつ指導に困っている主顧問の部の状況（平成29年度部活動実態調査） 

区 分 
専門的な技術を有しておらず、かつ指導に

困っている主顧問の部のある学校数 
学校数 

専門的な技術を有しておらず、かつ指導に困
っている主顧問の部のある学校の割合 

運動部 文化部 計 
147校 

運動部 文化部 計 
高等学校 114校 76校 125校 77.6% 51.7% 85.0% 

［国の制度］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 

 

 
［本県の取組］「運動部活動活性化推進事業」の概要 

区 分 内 容 

概 要 専門的な技術指導を受けられない生徒のために、運動部活動指導員の派遣等を実施 

派遣等先 県立の高等学校、中等教育学校、特別支援学校 

実施事項 
・専門的指導力を有する運動部活動指導員の派遣 
・運動部活動専門家会議の開催 
・指導力向上研修会（専門的な技術指導ができない運動部顧問を対象） 

 

 

主(10) いじめ等の問題行動への対応強化             【内閣府、文科】 

① スクールカウンセラー等の配置義務による配置促進                

・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 
【提案の背景】 
 ・不登校や問題行動等の増加や低年齢化が進む中、対応するには教職員だけでなく専門的知識を持

つｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等の配置が不可欠である。 

［概要］制度概要等 
区 分 役 割 必要性や課題 本県の状況 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

児童生徒本人及び保護者
の心の問題に着目して問
題解決を図る。 
資格 
・臨床心理士等 
職務内容 
・児童生徒へのｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 
・教職員に対するｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

ﾏｲﾝﾄﾞに関する研修 
・児童生徒への対応に関して、

保護者・教職員への助言 

・不登校や問題行動等の増加や低
年齢化が進む中、教職員のｶｳﾝｾ
ﾘﾝｸﾞ能力の向上が求められてお
り、市町からは配置拡大や配置
時間の増加の要望がある。 

公立小：130校配置 
公立中：全校配置 
公立高：全校配置 
［目標］ 

全 公 立 小 (585
校)に配置 

 
 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙ
ﾜｰｶｰ 

児童生徒を取り巻く環境に働
きかけて問題解決を図る。 
資格 
・社会福祉士、精神保健福祉士等 
職務内容 
・個別ケースにおける福祉等

の関係機関との連携・調整 
・家庭環境への働きかけ 

・教育分野の知識に加えて、社会
福祉等の専門的な知識・技術を
用いて、児童生徒の置かれてい
る様々な環境に働きかけて支援
を行うことが求められている。 

（H27.12.21 「チームとしての学
校の在り方と今後の改善方策に
ついて」中央教育審議会答申） 

公立中学校区単位
に設置（96校区）【対
象：市町立小中特高】 
［目標］ 

全公立中学校区
に配置(173校区)
※指定都市・中
核市を除く 

 

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          

・学校ﾈｯﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙに加え、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上のﾄﾗﾌﾞﾙの相談窓口も支援対象とすること 

【国制度の問題点】 

・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。 
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［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 

区 分 内 容 

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 

方 法 ① 電話相談 月～土 14:00～19:00（日、祝日、12/28～1/3を除く） 
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 

 

 
主(11) 教職員の働き方改革の着実な推進                                                

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 
【提案の背景】 

・社会の価値観の変化や地域・家庭の教育力の低下により、学校課題が一層複雑化・多様化してお

り、学校や教員だけでは解決が困難な課題が増大している。 

・本県においても、教職員の超過勤務の実態を踏まえ、平成 21 年からその縮減に取り組み、平成

29 年には「教職員の勤務時間適正化推進プラン」を策定し、学校・市町教委・県教委連携の上、

具体的な取組目標を定め業務改善等を推進している。 

・文部科学省による緊急対策が公表されたが、業務改善だけでは限界があり、抜本的な見直しのた

めには、人的支援を中心とする国の財政的支援が不可欠である。 

［国の制度］スクール・サポート・スタッフの概要 

役割 必要性や課題 本県の状況(H30) 

授業準備・外部対応・会
議準備など教職員(教頭
含む)以外でも従事可能
な業務を分担し、超過勤
務の縮減を図る 

教職員を中心とした学校組織か
ら、教職員が多様な専門家や地域
人材と連携・協働する新しい学校
観への転換が求められており、市
町教育委員会及び県立学校から
は配置拡大の要望がある。 

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) 
〔目標〕 
希望する全公立学校に１名を配置 

 

 

(12) 私立学校教育の充実                                    【文科】 

① 私立高等学校等経常費助成費補助金の充実                     

ア 当初予算どおりの交付 

・私立高等学校等経常費助成費補助金について、予算の総額を確保し、当初示した予算

単価及び補助率どおり交付すること 

【国制度の問題点】 

・本県では、国の予算単価及び補助率に基づき予算措置を行った上で私立高等学校等への補助金を

交付しているが、最終的な国の交付額は大幅に減額されており、県の負担増となっている。 

 

イ 幼稚園等特別支援教育経費の充実 

ⅰ）補助対象の拡大 

・幼稚園等特別支援教育経費について、障害児１人以上（現行：２人以上）に補助対象

を拡大すること 

【国制度の問題点】 

・発達障害児は年々増加し、園においてきめ細やかな対応が求められるなか、障害児1人の園は国

庫補助対象外であり、県が独自に補助している状況であるが、2名以上の園と補助単価が異なる。 
 
ⅱ）予算の確保 

・交付要綱に定める補助率どおりに補助金を交付すること 

【国制度の問題点】 

・平成21年度以降、国庫補助申請額に圧縮率を乗じた額で交付決定され、差額分を県が負担してお

り、県の負担増となっている。（H28,29は圧縮無し） 
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② 私立高等学校等の施設整備費に対する補助の一層の充実              

ア 予算の確保・充実 

・私立高等学校等における耐震化の推進に加え、障害のある生徒等の円滑な校舎の利用

のためのバリアフリー化等施設整備について、予算を確保・充実すること 

【国制度の問題点】 

・平成30年度の補助要綱にﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等施設整備の事業ﾒﾆｭｰがあるものの、近年の補助事業募集は

耐震等安全対策が優先であり、募集がない。 
 

イ 補助対象の拡充 

・改修に加え増築工事を補助対象とするなど補助制度を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・平成30年度の施設整備にかかる補助要綱上に増築工事を補助対象とする事業メニューがない。 
 
③ 私立学校建物其他災害復旧費補助事業の適用要件の緩和             

・「私立学校建物其他災害復旧費補助事業」の適用要件を「公立学校施設災害復旧事業」

と同等まで緩和すること 

【国制度の問題点】 

・激甚災害に指定されない台風や地震等不測の災害により被害を受けた場合でも、私立学校が早急

に施設等の復旧を図る必要がある。 

・平成30年度より私立学校に対する適用要件について一部緩和(局地激甚災害指定区域に立地していれ

ば対象となった)されたものの、依然として公立学校施設とは適用要件や財政措置に差がある。 

［国の制度］公立学校施設災害復旧事業の対象災害 

①降雨：最大24時間雨量80mm以上、又は連続雨量が特に大である場合（3日間（72時間）雨量180mm

以上）、又は時間雨量が特に大である場合（1時間雨量20mm以上） 

②暴風：最大風速15m毎秒以上（10分間平均の風速） 

③洪水、高潮、津波等：被害の程度が比較的軽微なものと認められないもの 

④その他：降灰、噴火、地震、大火、融雪、竜巻、落雷等 
 
主(13) 専門職大学の創設に関する適切な制度設計           【総務、文科】 
① 設置基準の柔軟な運用                              

・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 

【提案の背景】 

・専門職大学については、大学設置基準に比べ、小規模収容定員の基準の新設や、校地・校舎面積、

教員定数に関して柔軟な基準となっている設置基準が平成29年9月に公布されたが、地方が積極

的に専門職大学の設置を行うにあたっては、同基準の柔軟な運用が必要である。 

［基準］専門職大学の主な設置基準 
区  分 内  容 

校地面積 
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 

体育館等 
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 

校舎面積 
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 
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② 設置運営に対する財政支援                           

・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

地実務実習等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 

【提案の背景】 

・安定的な専門職大学の設置運営には、運営に対する十分な財政支援措置が必要である。 

［制度概要］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》 

区  分 内  容 

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) 

［交付税］公立大学の運営に要する地方交付税の算定（単位費用×学生数） 

区 分 医学系 歯学系 理科系 保健系 社会科学系 人文科学系 家政系・芸術系 

単位費用(千円) 3,839 2,234 1,647 1,885 212 441 704 
 

 
［本県の取組］本県で検討中の専門職大学構想 

区 分 内 容 

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 観光・ツーリズムの振興 
 

(1) アジア・欧米等の多様な国からの訪日観光客誘致対策       【観光】 

① 国による先導的なプロモーションの実施                     

・訪日観光客の多い中国、韓国、台湾等のアジア諸国をはじめ、欧米や豪州等において

も、国が主体となる先導的なプロモーションを実施すること 

【提案の背景】 

・訪日観光の更なる促進のため、地域が個別に行うプロモーションとともに、国において、ＷＥＢ

等の様々な媒体を活用した訪日グローバルキャンペーンの実施に併せた、地方への波及効果が期

待できる先導的プロモーションを継続的に実施する必要がある。 
 

② 国によるファムトリップの実施                          

・訪日旅行に影響力を持つマスメディアを対象とするファムトリップ（招聘取材旅行）

を国においても実施すること 

【提案の背景】 

・地域の魅力を効果的にPRし訪日観光客の拡大を図るため、各国の消費者に対して大きな影響力を

持つ海外著名人や世界的メディア（TV局、旅行誌記者など）の招請など、地域が個別に行う取組

だけでなく、国においても実施することによる、さらなる情報発信が必要である。 
 

(2) 広域観光圏の形成                   【観光、文科、外務、経産、環境】 

① 関西広域連合における広域観光交流圏の形成                   

ア 「関西・美の伝説」の推進 

・広域観光周遊ルート｢関西・美の伝説｣の推進主体となるＤＭＯ、地方公共団体等の取

組に対する支援を充実すること 

【提案の背景】 

・関西エリアの認知度向上による誘客促進を図るため、ＤＭＯが中心となって行う、地域の関係者

が連携して観光客の広域周遊、滞在を図る取組の充実により誘客促進を図る必要がある。 

・国のＤＭＯに対する財政支援策が不安定であり、ＤＭＯの安定的運営を圧迫しており、自律を促

進する制度となっていない。ＤＭＯの持続可能な基盤形成による誘客促進を図る必要がある。 
 

イ 海外への積極的な情報発信 

・観光庁の様々な事業を通じ、関西の魅力を海外へ積極的に情報発信すること 

【提案の背景】 

・海外からの誘客を促進するためには、地域の個別の取組だけでなく、国による訪日グローバルキ

ャンペーンの実施等に併せた、関西の魅力ＰＲの機会を確保することが必要である。 
 

② 山陰海岸ジオパークの推進                                                    

広域観光周遊ルート｢関西・美の伝説｣の一角を占める｢山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸ｣について、ﾕﾈ

ｽｺの正式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ化を契機に、国の窓口を設置し、京都府・兵庫県・鳥取県にわたる観光

資源をﾈｯﾄﾜｰｸ化した以下のような誘客促進対策を関係省庁の連携により支援すること 

ア アクセスのための交通機関の整備 

・山陰近畿自動車道等の地方交通機関を整備すること 

イ クルーズツーリズムの促進 

・クルーズツーリズムの促進に関する支援制度を創設すること 

ウ 但馬－羽田直行便の実現 

・首都圏からの誘客のための但馬―羽田直行便を実現すること 
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エ 再審査に向けた取組に対する財政支援  

・世界ジオパークネットワークによる４年ごとの再審査に向けた財政支援を行うこと 

○ ガイド認定研修やガイド交流会の開催  

○ 外国人観光客受入に向けた研修 

○ ジオサイトの看板整備・改修 

○ ＧＧＮ（世界ジオパークネットワーク）国際大会の参加に要する経費 等 

オ 調査研究等に対する財政支援  

・国内外のｼﾞｵﾊﾟｰｸの調査研究、ｾﾐﾅｰ開催等研究充実に対する財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・世界ジオパークの認定を維持するためには４年ごとに再審査を受ける必要があり、さらなる認知

度向上と誘客拡大の具体的な取組を推進する必要がある。 

・世界的な学者による再認定審査に耐えうる、専門的な調査・研究の充実が必要である。 
 

カ 学校教育への導入  

・学校教育における学習単元としての組み入れ、児童生徒の環境体験学習を推奨すること 

【提案の背景】 

・児童・生徒等子どもへのジオパークの普及が進んでいない。 
 

③ 瀬戸内海における広域観光交流圏の形成                     

ア 「せとうち・海の道」の推進 

・広域観光周遊ルート「せとうち・海の道」の推進主体となるＤＭＯ、地方公共団体等

の取組に対する支援を充実すること 

イ クルーズツーリズムの促進策の実施 

・船舶を活用したツアー実施に対する補助制度の創設など、クルーズツーリズムの促進

策を実施すること 

【提案の背景】 

・瀬戸内エリアの認知度向上による誘客促進を図るため、ＤＭＯが中心となって行う、地域の関係

者が連携して観光客の広域周遊、滞在を図る取組の充実により誘客促進を図る必要がある。 

・国のＤＭＯに対する財政支援策が不安定であり、ＤＭＯの安定的運営を圧迫しており、自律を促

進する制度となっていない。ＤＭＯの持続可能な基盤形成による誘客促進を図る必要がある。 

・近年、クルーズツーリズムは注目を集めており、瀬戸内の観光振興のために更なる推進に取り組

みたいが国の補助制度がない。 
 

主(3) 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         【環境】 

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 
 

① 特別地域内の行為の許可基準の緩和                       

・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 
【提案の背景】 

・国立公園計画変更による集団施設地区の指定により、一般利用を前提とした公園事業は大幅な活

性化が期待される。 
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［現状］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 

（30.0％） 
81件 

（34.8％） 
71件 

（30.5％） 
11件 

（4.7％） 
233件 

（※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 

 
② 企業保養所等を公園事業（宿舎）に位置付ける判断要件等の明示          

・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） 
【提案の背景】 

・六甲山が一般利用施設より前に、別荘・企業保養所として発展してきた歴史的経緯があり、これ
ら施設の活性化が必要である。 

 
(4) 外国人旅行客等の受入環境の整備 【内閣府、法務、外務、総務、厚労、観光】 

① 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             

ア 個人観光査証発給要件の緩和 

・訪日に当たってビザが必要な国の中でも特に潜在力の大きいアジア諸国をターゲット

に、個人観光査証発給要件の更なる緩和を行うこと 
【提案の背景】 
・訪日観光を更に拡大するためには、アジア諸国をターゲットにしたいが、特に潜在力が大きい中・

印・インドネシア・ベトナム・フィリピン等においてビザの発給要件の緩和が必要である。 
 
主イ 国際的イベント開催期間中の観光査証発給条件の緩和 

・東京オリンピック・パラリンピック、ラグビーワールドカップ2019やワールドマスター

ズゲームズ2021関西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】 

・国際的スポーツイベント等の開催を契機として訪日観光客を確実に取り込むためには、期間中の
緩和を行うべきである。 

 
② 地域通訳案内士制度の取組に対する支援                      

ア 制度運用にあたっての都道府県の意見の反映  

・地域通訳案内士制度の基本方針や語学能力等の基準の策定に当たっては、都道府県の

意見を十分に踏まえること 

【提案の背景】 
・改正通訳案内士法では、国土交通大臣が地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針や求める

べき外国語能力についての基準が示されることになっている。 
・地域の実情に応じた運用を行うためには、都道府県の意見を十分に踏まえる必要がある。 

 
イ 都道府県の取組に対する財政支援制度の創設 

・都道府県が行う計画策定や研修等の実施に対する財政支援を行うこと 
【提案の背景】 

・地域通訳案内制度を導入する場合は、「地域通訳案内士育成等基本計画」を策定し観光庁長官の
同意が必要となる。 

・地域案内通訳士になるには、計画に記載された研修を受講する必要があるが、国による財政支援
がないため、地方の負担となっている。 

 
主③ 無料公衆無線LANなど外国人旅行者受入基盤の整備                  

・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、これまで外国人が訪れなかった場所にも旅行者が来て
いることから、さらなる支援が必要である。 
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④ 観光人材確保対策の推進                               

 ア 観光産業の人材確保対策等の支援制度の創設 

・観光産業の人材確保対策や就労環境改善に対する支援制度を創設すること 

   ○ 旅館等への就職を促進するセミナーの開催 

   ○ 保育所整備、職員宿舎の整備 等 
【提案の背景】 

・国では、経営人材や中核人材などマネジメント層の人材育成事業はあるが、旅館等の現場の人材
確保対策や就労環境改善に対する支援がない。 

・訪日外国人観光客に日本らしいおもてなしを提供できるよう、ホテル・旅館等をはじめとした観
光産業に対する支援が必要である。 

 
主イ ホテル・旅館における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 
【国制度の問題点】  

・ホテル・旅館の業務は、フロント、客室案内、食事配膳、清掃、物販等、多岐にわたる業務から
なり、１年以内では修得困難だが、技能実習2･3号の対象となっていない。 

［国の制度］技能実習制度の概要 
国際貢献のため、開発途上国等の外国人を一定期間受入れ、OJTを通じて技能を移転 

区 分 在留期間 修得する技能 

技能実習1号 
1年以内 母国で修得不可能又は困難かつ単純作業ではな

いもの 

技能実習2号 
技能実習1号の期間を合わせて
3年以内 

一定水準以上の技能を修得したことを公的に評
価できるもの（農業、漁業、建設、食品製造、
繊維衣服、機械金属等74職種）に限定 

技能実習3号 
技能実習1号及び2号の期間を
合わせて5年以内 

  
主ウ 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 

内  容 
・県協議会が受入機関（民間事業者等）を認定 
・受入機関が外国人を雇用し家庭に派遣 

受入要件 
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 
  

エ ワーキング・ホリデー制度の充実 

・以下の場合、2回目のﾜｰｷﾝｸﾞ･ﾎﾘﾃﾞｰ査証を取得できる制度(最長2年滞在可)を創設すること 

  ○日本の生活様式の普及促進につながる業務(ホテル・旅館の業務等)に半年以上従事した場合 
【国制度の問題点】 
・ワーキング・ホリデー査証により入国した外国人は、原則１回（最長１年）しか利用できない。 
・日本文化や和食に触れることのできるホテル・旅館での業務に従事する場合については、回数、
期間を延長することで、より多くの青少年が日本文化等に触れ、理解を深めることが可能である。 

［国の制度］ワーキング・ホリデー制度の概要 
・二国・地域間の取決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び
滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度 
※ オーストラリアでは2005年から政府が指定した仕事に一定従事した場合は２回目の査証を発行してい

る。対象業種も、当初の農業から、畜産業、林業、漁業、採掘、建築・建設へと順次拡大されている。 
 
主⑤ 訪日外国人消費動向調査の調査地点等の拡充                            

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 
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【国制度の問題点】 
・「訪日外国人消費動向調査」は、全国17の空海港における四半期ごとの約8千人の聞き取り調査で

あり、訪日外国人旅行者が急増しているにもかかわらず、調査地点や調査母数があまり変わって
いないため、外国人旅行者の訪問地や消費額が適切に把握できない。 

・各地へのインバウンド誘客に関する基礎データが整備されることにより、インバウンド推進施策
の、より的確な戦略的展開が可能となる。 

 
主⑥ 国際観光旅客税の地方への配分                             

・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 

【国制度の問題点】 

・国際観光旅客税（平成31年１月７日施行予定）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、地方へしっかりと配分されるべ

きである。 （参考）本県の観光施策に関するH30年度予算額 956百万（うち一般財源632百万） 
 
主⑦ 外国人観光客の災害時の安全確保対策                       

・外国人観光客の災害時の安全確保のための以下のような取組により、旅行事業社を含

め関係機関と連携した体制を整備すること 

   ○ 在外公館との連携による安否確認手順の確立 
   ○ 公衆無線LANの整備促進を含む情報伝達手段の充実 
   ○ 一時滞在施設の提供や避難誘導 

【提案の背景】 

・現時点においては、各自治体において宿泊・観光事業者や警察・消防と連携した防災訓練等が実

施されているが、防災対策の観点からは、広域にわたる各関係機関の連携が必要である。 

・災害時には、旅行事業者から旅行者の緊急連絡先への電話等による安否確認に加え、無線公衆LANの整備による

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝへの情報提供や、ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等を通じた多言語での避難情報等の広域的な発信が不可欠である。 

・外国人旅行者が数日程度滞在する一時滞在施設の確保については、各自治体等と宿泊事業者との協力体制を広域的に構築する必

要があり、また、災害発生時には各観光施設職員や各自治体職員が担う避難誘導機能を広域的に構築することが必要である。 
 
(5) 2025年大阪万博誘致活動等に対する支援                  【経産】 

① 地方公共団体が行う誘致に資する取組に対する支援                

・オールジャパン体制で誘致活動が行えるよう、国に協力して地方公共団体が行う機運

醸成のための取組や海外の姉妹州省でのPR活動等に対して支援すること 

② 地方公共団体が開催する関連イベント等への支援                 

・開催国に選ばれた際には、開催期間中に周辺地域で地方公共団体が開催する関連イベ

ント等に対する支援を検討すること 
【提案の背景】 

・大阪万博が実現すれば、関西及び本県のみならず、日本全体にとっても大きな経済効果や知名度
向上が期待できる。 

［開催概要］2025年日本万博博覧会の概要 

テ ー マ 
いのち輝く未来社会のデザイン 
［サブテーマ］- 多様で心身ともに健康な生き方 

- 持続可能な社会・経済システム 
開催場所 大阪府大阪市此花区夢洲 
開催機関 2025年５月３日～11月３日（１８５日間） 
入場者数 約３，０００万人を想定 

開催国決定 
までのｽｹｼﾞｭｰﾙ 

2017年11月 第２回プレゼン（ＢＩＥ総会） 
2018年１月 開催地視察（ＢＩＥによる） 

６月 第３回プレゼン（ＢＩＥ総会） 
11月 第４回プレゼンの後、投票で開催地決定（ＢＩＥ総会） 
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主(6) 統合型リゾート（ＩＲ）推進に伴うカジノ対策        【内閣官房】 

・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 
［法案1］特定複合観光施設区域整備法案の概要 
 ・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/回（24時間毎）国3千円＋都道府県3千円 
［法案2］ギャンブル等依存症対策基本法案の概要 
 ・政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定（３年毎に見直し） 
  内閣にギャンブル等依存症対策推進本部を設置 
 ・都道府県にギャンブル等依存症対策推進計画の策定の努力義務 
 ・具体的な対策案 
  ○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：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％ 
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２ 芸術文化・スポーツの振興 
 

(1) 芸術文化活動への寄附に対する税制優遇措置の充実      【財務、文化】 

・（独）日本芸術文化振興会が現在実施している「日本版アーツカウンシル」に新たに認

定制度を設け、認定された芸術文化事業への寄附について、地方公共団体や公益法人

等への寄附と同等の税制上の優遇措置を適用すること 

【提案の背景】 

・県民一人一人が芸術文化を支えていく機運を醸成し、個人や企業等が芸術文化活動に対して行う

支援をより一層促進する。 

［日本版アーツカウンシル］ 

・現在、(独)日本芸術文化振興会に専門家を配置し、助成事業の申請に対する審査・採択、事後評

価等を行っているが、寄附対象事業の審査・認定までは行っていない。 
 

(2) 日本遺産をはじめとする歴史遺産の活用への支援の充実       【文化】 

① 日本遺産活用の支援                               

新・日本遺産について、一過性のものにするのではなく、認定された地域の認知度が高ま

り定着する支援を検討すること 

【国制度の問題点】 

・日本遺産認定市町への支援制度である「日本遺産魅力発信推進事業」は認定後３ヶ年に限られて

おり、日本遺産の魅力を発信し定着させるためにはもう少し長期での財政支援が必要である。 
 
② 歴史学習・研究施設整備等に対する財政支援                           

・淡路島で発見された松帆銅鐸や弥生時代の遺跡群などを活用し、地元自治体が行う地

域活性化策や歴史学習・研究に資する施設整備等に対する財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・淡路島は、銅鐸祭祀の実態を示す松帆銅鐸や、鉄器づくり集落跡である国史跡五斗長垣内遺跡な

ど、弥生時代の特に金属の使用にかかる発見が相次いでいる。 

・これらを活用して地域創生の核として活用するため、専門の研究機関により詳細な実態研究を積

み重ねることが有用である。 

・埋蔵文化財の展示公開等を行う施設について、既存施設の改修・整備を行うための補助制度（国

1/2、県1/4、市1/4）はあるが、新たに施設を建設する場合の補助制度がない。 
 

③ 歴史研究機関の設置検討                            

・歴史遺産の発見が相次ぐ「国生みの島」淡路島に国の鉄器や銅鐸文化に関する歴史研

究機関の設置を検討すること 

【提案の背景】 

・文化財の保存における専門機関が国内では１箇所(奈良県：奈良文化財研究所)しかなく、地域の

特性に対応するためには、地域性や時代ごとの歴史文化に特化した研究機関が必要である。 
 

(3) 東京オリンピック・パラリンピック等に関する取組の支援 【内閣府、文化、スポーツ、観光】 

① 事前合宿招致等に資する情報の定期的な提供                   

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業に関する情報を地方公共団体へ定期的に提供すること 

【提案の背景】 

・全国知事会でも「推進本部」を設置し、合宿の誘致や観光情報の発信に連携・協力しているもの

の、国からの大会参加国の合宿条件や要望事項などの情報提供が不足している。 
 

② 芸術文化の発信等地方公共団体が行う取組に対する支援措置の実施           

・東京オリンピック・パラリンピックに向け、世界の芸術文化を国内に紹介するととも

に、日本各地の独自の文化を世界に発信できるよう、地方公共団体が実施する事業に

対して財政的な支援措置を講じること 
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【提案の背景】 

・1件あたりの補助額が低廉なメニューを追加する等、よりきめ細やかで自由度の高い支援措置が必要である。 
 

(4) 「ラグビーワールドカップ2019」に関する取組の支援      【スポーツ】 

① 事前合宿等招致に資する積極的な情報提供                     

・事前合宿等の招致に必要な情報を地方公共団体へ積極的に提供すること 

【提案の背景】 

・大会参加国の事前合宿等に関する情報が不足しており、未決定の国への働きかけが十分にできない。 
 

② 開催地による交流事業等に対する支援                          

・「ラグビーワールドカップ2019」(神戸市でも開催)の開催地が実施する小･中学生や高校生

をはじめとする地域住民と選手との国際交流事業などの広報活動での支援を行うこと 
【提案の背景】 

・「ラグビーワールドカップ2019」は、集客効果による地域経済の活性化に加え、地域文化の活性
化、国際交流等に寄与する。 

・そのため、本県でも、県体協との連携のもと開催PRを行い、機運醸成を図っているが、大会認知
度が不足しており、広報活動などの取組が進んでいない。 

 
主(5) 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」開催に対する支援【総務、文科、スポーツ、観光】 

① 国家的プロジェクトの位置付け及び財政支援                    

・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 

【提案の背景】 

・ワールドマスターズゲームズ2021関西は、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。 

・生涯スポーツのより一層の振興を図るためオリンピック・パラリンピックと同様に、世界最大の

一般参加型、生涯スポーツの国際総合競技世界大会として、国家的プロジェクトに位置付け、国

からの財政支援が不可欠である。 

［関西の取組］近畿宝くじ「ワールドマスターズゲームズ協賛くじ」 

・近畿２府４県で発売（平成３０年１月４日～１月16日）した近畿宝くじにより、大会運営費の一

部を確保することだけでなく、本大会の周知活動において一定の効果を得られた。 
 

② 東京オリンピック・パラリンピック等との一体的な広報活動等の支援         

ア 機運醸成に向けた取組に対する支援 

・ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピックとの一体的

な広報活動の展開など、国内外で本大会の機運醸成に向けた取組を支援すること 

【提案の背景】 

・「スポーツ参画人口」の拡大を図る国家的プロジェクトとして、３つの世界大会をひとまとめに

したポスターを作成するなどの、一体的な広報活動が展開できるよう支援していただきたい。 
 

イ 各大会に共通する取組に対する一体的な支援 

・各大会に共通する取組について、一体的な支援を行うこと 

○ 大会運営のノウハウを共有するための人的交流 
○ 競技用具、システムの有効活用 
○ ボランティアの育成 等 

【提案の背景】 

・2019年から連続するスポーツ３大会をｽﾑｰｽﾞに運営するには、国主導により、国家的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと

して、一体的に支援するｼｽﾃﾑの構築が必要であり、第2期ｽﾎﾟｰﾂ基本計画で目標としている「する」

「みる」「ささえる」ｽﾎﾟｰﾂ参画人口の拡大を図る必要がある。 
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・ｱｽﾘｰﾄを活用した、ｽﾎﾟｰﾂに関わる人材の育成を図るための人的交流や、施設や設備を整備・管理
することによる競技用具の有効活用、また、ﾎﾟｰﾂﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体に対して先進事例の紹介や団体間
の情報共有を図ることによる、大会を継続して担ってもらうﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成などが考えられる。 

［比較］日本で開催される大規模国際的スポーツ大会の比較 

大会名称 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西 
組織委員会 独立組織 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 森喜朗・日本スポーツ協会名誉会長 

名誉顧問(最高顧問)  内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長 文部科学大臣、ｽﾎﾟｰﾂ庁長官 など 

顧  問 
 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ大会推進議

員連盟、(公社)日本青年会議所会頭など 
府県市関係国会議員 
ｽﾎﾟｰﾂ議員連盟国会議員 など 

会  長 
御手洗冨士夫・経団連名誉会長 森喜朗・日本スポーツ協会名誉会長 井戸敏三・関西広域連合長 

松本正義・関西経済連合会会長 
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 木下博夫・元国土事務次官 

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、ＪＯ
Ｃ、東京都副知事 など 

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 

参加選手数 
620人 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 
50,000人（うち海外20,000人） 
※障害者を含む 

参加国・地域数 20※予選参加国90 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ205、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ159 100 ※前回大会実績 

競 技 数 1 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ33、ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ22 34※障害者が参加可能な競技種目を含む 
開 催 地 12都道府県12市町 9都道県26市区町 8府県47市町  

(6) 生涯スポーツの振興に向けた支援                            【スポーツ】 
① 地域の生涯スポーツ大会に対する支援                         
・生涯スポーツのすそ野拡大に向けた地域の生涯スポーツ大会に対する支援を行うこと

（ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西の機運醸成ｲﾍﾞﾝﾄとなる「関西ﾏｽﾀｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」など） 
【提案の背景】 

・国際大会である2021年のワールドマスターズゲームズ開催の機運醸成のためには、国と地方が一
体となって、地域の生涯スポーツ大会等をさらに活性化する必要がある。 

・生涯ｽﾎﾟｰﾂの各競技団体は、会員も少人数で運営基盤が不安定な団体が多く、活動も小規模な活動に
留まっていることから、用具などの整備や大会開催に要する費用等について支援する必要がある。 

 
② 指導者の養成等に対する支援                            
・総合型地域スポーツクラブの運営を行うクラブマネジャーや地域のスポーツ活動にお
ける指導者（マネージメントを含む）の養成等に対する支援を行うこと 
【提案の背景】 

・健康の保持増進と地域ｺﾐｭﾆﾃｨの形成には、県民だれもが、いつでも、どこでも気軽にｽﾎﾟｰﾂを楽
しめる「総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ」の役割が期待され、その活性化に向けた取組が必要である。 

・活性化のためには自立したｸﾗﾌﾞ運営ができることが必要であるが、そのためには、地域ｽﾎﾟｰﾂの企画・運営に携わ
るｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰや地域のｽﾎﾟｰﾂ指導者が必要であり、その人材を養成するために必要な受講料等の支援が必要である。 

 
(7) 次代を担うジュニア層を中心とした競技力向上に対する支援  【スポーツ】 
・世界の第一線で活躍できる次世代ｱｽﾘｰﾄの育成・強化に対する財政措置を行うこと 

【提案の背景】 
・「ＪＯＣエリートアカデミー」では、①対象競技種目がレスリング、卓球等の一部の競技に限ら
れている。②全国大会等で優秀な成績を収めている者の中から、さらに絞られた者が対象となる。 
本県では、①②に該当はしない将来有望なｱｽﾘｰﾄに対し、｢ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣を展開し、｢JOC
ｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ｣を補完する役割を担っており、その充実を図るため、国の財政支援が必要である。 

 
［本県の取組］「ゴールデンエイジ・プロジェクト」の概要 

区 分 内 容 
対 象 者 小学校４、５、６年生 

事業内容 
①スポーツ体験教室等の実施 
②オリンピック選手等を講師とするスポーツ体験教室の実施 
③能力開発・育成プログラムと競技体験プログラム等の実施 

実施団体 県体育協会、体育協会加盟の競技団体等 
  

(8) 体育・スポーツ施設整備に対する支援の充実                  【スポーツ】 
・社会体育施設の整備に対する助成制度について、自転車競技場など特定の種目に特化
した施設も対象とするとともに、助成割合の嵩上げを行うこと（現行：国1/3） 
【国制度の問題点】 

・現行の補助制度では、体育館やプール等の社会体育施設に限られている。 
・多額の費用を要する施設整備について、地方負担（2/3）が大きい。 

 


