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３ 兵庫の強みを生かした産業力の強化 
 

(1) 科学技術基盤の整備と利用促進                    【文科】 

① 計算科学研究教育拠点の形成とスーパーコンピュータの産業利用の促進        

主ア 「京」からポスト「京」への円滑な移行 

・｢京｣の後継機となるスーパーコンピュータ(ポスト｢京｣)の開発整備を着実に進めること 

・｢京」からポスト｢京｣への移行期にあっても、電気料金を含む維持管理費を確保し、｢京｣

及びポスト｢京｣の安定運用を図ること 

・ポスト「京」に産業利用者が円滑に移行できるよう、ユーザーにとって使いやすいソ

フトウェアの開発を同時に進めること 
【提案の背景】 

・計算科学分野の振興や産業経済の発展を図るため、「京」の後継機となるポスト「京」において

も引き続き計算科学研究教育拠点の形成が不可欠である。 

・ポスト「京」の運用開始とともに産業界の利用者が円滑に利用するためには、システムの開発段

階から利用環境を整備することが必要である。 
 
イ （公財）計算科学振興財団への支援の充実 

・「HPCIアクセスポイント神戸」の運用を引き続き計算科学振興財団に担わせること 

・財団が行うスパコン利用者の裾野拡大に向けた取組に対する財政支援を継続すること 
【提案の背景】 

・（公財）計算科学振興財団は、これまで「HPCIアクセスポイント神戸」の運用やスパコン利用者

の裾野拡大に向けた取り組みにより、「京」をはじめとするスパコンの産業利用を促進してきた

実績・ノウハウがあり、今後も更なるスパコンの産業利用の促進が期待できる。 
 
ウ 教育機関における技術者配置等への財政支援の実施 

・神戸大学計算科学教育センターや兵庫県立大学計算科学連携センターにおける技術者

の配置等への財政支援を行うこと 
【提案の背景】 

・計算科学分野人材のニーズが高まる中、高度教育を行う技術者が不足している。 
 
主エ 「FOCUSスパコン」増強に対する財政支援  

・ポスト「京」の開発にあわせて、計算科学振興財団が行う｢FOCUSｽﾊﾟｺﾝ｣の性能向上・

能力拡大に対する財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・ポスト「京」の産業利用の成果を最大化するためには、産業界のスパコン利用者が高度な機能を

持つポスト「京」を十分に利用できるよう、「FOCUSスパコン」を増強し、ポスト「京」へのステ

ップアップ支援を行う必要がある。 
 
② 大型放射光施設「SPring-8」・Ｘ線自由電子レーザー施設「SACLA」の利用促進        

ア 年間総運転時間の拡大 

・「SPring-8」の電気料金を含む維持管理費を確保し、年間総運転時間を拡大（夏期停止

時間を縮小）すること 
【提案の背景】 

・SPring-8の利用ﾆｰｽﾞが高まる一方で、光熱水費等の経費削減を理由にした夏期に約2ヶ月間の運

転停止のため、利用を希望するﾆｰｽﾞに十分対応できない。(共用ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝの課題採択率は70%前後で推移) 
 
イ 技術者の配置拡大と定期的な機器の更新 

・利用者の効率的な研究促進のため、研究者のビームライン使用を支援・補助する技術

者の配置拡大と定期的な機器の更新を進めること 
【提案の背景】 

・利用者を支援・補助する技術者の配置拡大と定期的な機器更新により、実験の効率化が図られ、

ビームラインの有効活用につながるとともに、より高度な成果創出が期待される。 
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ウ 新たなビームラインの整備推進 

・「SACLA」を活用した最先端研究を促進するため、新たなﾋﾞｰﾑﾗｲﾝの整備を推進すること 

【提案の背景】 

・世界中から利用者が集まるSACLAにおいて、新材料、創薬開発など産業界における利用を促進す

るためには、新たなビームライン整備によりビームタイムを増加させることが必要である。 
 
③ 大型放射光施設の高度化                            

・新材料開発など放射光を活用した国際的な研究開発での優位性を保つため、国家プロ

ジェクトとして次世代「SPring-8」の開発整備の検討を開始すること 

【提案の背景】 

・各国で新たな放射光施設の建設や整備計画が検討されている中、供用開始から20年が経過し老朽

化が進むSPring-8の優位性の低下が懸念されている。 
 
④ 放射光科学・情報科学・材料科学の融合による研究開発の促進            

・環境・次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ分野の研究開発を促進するため、放射光科学・情報科学・材料科

学の融合による新材料開発に向けた産学ﾈｯﾄﾜｰｸの構築などへの財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・新たなものづくり手法として産業界の注目を集める、放射光科学・情報科学・材料科学の融合に

よる新材料開発を促進するためには、(国研)物資・材料研究機構（NIMS）が取り組む「情報統合

型物質・材料開発ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ（MI2I）」など産学ﾈｯﾄﾜｰｸ構築への継続的な支援が必要である。 

※ 本県は、平成28年4月にNIMSとMI2Iにおける連携・協力に関する覚書を締結し、放射光科学・情

報科学・材料科学の融合による新材料開発の促進に取り組んでいる。 
 
(2) 健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックスへの財政支援   【文科】 

・｢健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス｣において、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮ

ﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑの構築、研究開発、人材育成等に対する継続的な財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・健康分野において、｢京｣など世界最高水準の計算科学基盤や大学・研究機関、医療関係企業等の

集積を効果的に活用し、世界に先駆けたｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝと新産業の創出を図るためには、国の継続的な

支援が必要である。 
 
(3) 理化学研究所科学技術ハブ推進本部関西拠点の機能充実       【文科】 

・理研科学技術ハブ推進本部関西拠点が、その調整機能を十分に発揮できるよう、責任

者やコーディネーターなど体制を充実すること 
【提案の背景】 

・健康・医療分野をはじめ様々な新産業の持続的な創出に向け、異分野の産学連携による継続的な
研究開発の展開を目指す理研科学技術ハブ推進本部関西拠点が、その調整機能を十分に発揮でき
るようにする必要がある。 

［理化学研究所科学技術ハブ推進本部関西拠点の概要］ 
・理研科学技術ハブ推進本部関西拠点を中心に、理研関西地区の研究センターや神戸事業所研究支

援部等、複数の大学、異分野の研究機関、病院、異業種の企業、地元自治体等による産学官のネ
ットワークを構築 

・｢神戸リサーチコンプレックス｣の円滑な推進をはじめ産学官共同で研究開発等の諸活動を絶え間
なく継続して展開することにより、関西広域での産学連携、イノベーションの創出を目指す 

 

(4) 中小企業等への支援の充実        【総務、経産、中企、国交、環境】 

① 小規模企業者への支援に関する財源措置の拡充                  

・経営指導員等の設置経費に対する財源措置を業務増に併せて十分に拡充すること 

【国制度の問題点】 

・商工会・商工会議所では、「経営発達支援計画」を策定し国の認定を受けた際に、計画に位置付

けた事業に対して経費補助が受けられる。 

・現在、計画の作成、実施に関する業務が増加し、これに対応する経営指導員等が不足する状況に

なっているが、人件費については補助対象となっていない。 
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② 中小企業が取り組むIoT・AI等を活用した研究開発の促進               

・「戦略的基盤技術高度化支援事業」の予算を増額すること 

【提案の背景】 

・兵庫経済の元気づくりには、国内外の競争に勝ち抜く力を持った中小企業の育成が不可欠である。 

・資金力に乏しい中小企業の積極的な取組を支援するには予算の増額が必要である。 

［国の制度］「戦略的基盤技術高度化支援事業」の概要（H30国予算：地域中小企業・中小企業等連携支援事業 178億円の内数） 

・情報処理、精密加工、ﾊﾞｲｵ等の12技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援 

○ 補助上限額：１件あたり4,500万円（ものづくり） ※初年度以降は異なる 
 

③ 地場産業に対する総合的な支援                         

ア 地場産業に特化した支援制度の創設 

・新製品や新技術開発、国内外の販路開拓に対する支援など地場産業に特化した支援制

度を創設すること 

【提案の背景】 

・郷土の歴史と伝統に培われ、地域において重要な役割を果たしている播州織、淡路瓦などの地場

産業の振興には、既存の支援制度では不十分のため、特化した支援制度を創設すべきである。 
 

イ 皮革関連予算の拡充 

・「皮革産業振興対策事業」などの皮革関連予算を拡充すること 

【提案の背景】 

・皮革産業は、消費者ニーズの多様化、海外製品の輸入増等による天然皮革の消費低迷など、経営

環境の悪化から製造品出荷額や企業数が減少の一途を辿っている。 

・マーケットインの視点等による高付加価値化、ブランド力の強化及び販路開拓を進めるため、消

費者ニーズに対応した取組強化や「ひょうご天然皮革」のブランド化が必要である。 
 
ウ 皮革排水の処理に要する経費への財政支援の充実 

・皮革排水の処理に関する支援制度を充実すること 

○ 関係市町の財政負担を軽減する特別交付税措置の継続 

○ 補助金の創設 等 
【提案の背景】 

・皮革排水は汚濁度が高く、多額の処理経費を要する。特別交付税措置もあるが、十分ではなく、

関係市町の負担軽減のため、県単独の補助制度を設けている。 
 
④ 信用補完制度の安定的な運営                          

・信用保証協会の保証料率を全体に引き下げ、信用保証料の負担を軽減すること 

・日本政策金融公庫への信用保険向け政府出資金を増額することにより、同公庫が信用

保証協会から徴収している保険料率を引き下げること 

【提案の背景】 

・金融機関から資金調達する際、相対的に高止まった保証料が中小企業等の負担となっている。 

・中小企業の資金需要に適時適切に対応し、経営の安定と地域経済の発展に資する。 
 

(5) 規制緩和による成長戦略の推進 【内閣官房、内閣府、文科、厚労、農水、経産、国交、環境】 

① 関西圏国家戦略特区の推進                           

関西における医療等の国際ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点の形成及び国際的ﾋﾞｼﾞﾈｽ拠点の形成に向けて

企業が機動的に事業展開できるよう、以下のような大胆な規制緩和等を講じること 

ア 航空機部品等の輸出に関する手続きの簡素化 

・航空機部品等の輸出に関する手続きについて、次の場合は経済産業大臣の輸出許可及

び判定・審査を不要とすること 

○ 海外製造事業者から輸入した部品の不具合品を、同じ海外製造事業者に返送する場合 
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・航空機部品等の輸出に関する手続きについて、次の場合は作成書類等を一部省略又は

使い回しできるなど判定・審査の手続きの簡素化を認めること 

○ 複数の部品から組み立てた機械（判定・審査済み）の構成部品を輸出する場合 

○ 判定・審査済みの部品と同じ品番の部品を追加で輸出する場合 

【提案の背景】 

・輸出に関する判定・審査手続きには多大な労力と時間を要する。手続きを簡素化することで、航

空機関連産業の生産性向上や競争力強化を図ることができる。 
 
イ 検体検査の外部委託の容認 

・先進医療実施に関わる検体検査の一部工程の外部委託を容認すること 

【提案の背景】 

・新技術を用いた検体検査システムを保険医療機関ごとに構築することは、財政的・人材的に容易

ではない。外部委託を容認することで、個々の患者にとって最適な治療の提供が可能となる。 
 

ウ 神戸医療産業都市の高度専門病院群の特例対象医療機関の認定 

・神戸医療産業都市に集積する高度専門病院群全体を保険外併用療養の特例対象医療機

関として認定すること 

【提案の背景】 

・患者への先進医療の提供の迅速化が図られる。 
 

エ 水素エネルギー活用のための保安規制の緩和 

・高圧ガスと危険物との離隔距離に関する規制について、知識・経験が豊富で、保安上

の配慮が実施されている現場においては緩和すること 

【提案の背景】 

・水素ガスステーション等を整備しやすくなり、水素エネルギーの普及が期待できる。 
 
オ 国際企業（外国・外資系企業）の業務実態に応じた労務規制の緩和 

・国際企業（外国・外資系企業）において、労使間で合意が得られた場合は、午後10時

から午前５時までの勤務に対する割増賃金の支払いを不要とすること 

【提案の背景】 

・外国に本社や取引先のある国際企業においては、時差のある外国と業務を実施していることから、

労使間の合意を前提に、割増賃金を必要としない勤務形態を提供することが必要である。 
 
② 養父市国家戦略特区の推進                           

・中小企業信用保険制度の対象業種に農業を追加すること 

【提案の背景】 

・高齢化の進展、耕作放棄地の増大等の課題を抱える中山間地域の活性化の全国モデルとして、特

区を活用した農業・地域振興を迅速かつ効果的に実現することが必要である。 

・そのため、農地所有適格法人や中小企業の農業に参入を推進しているが、中小企業信用保険制度

の対象業種に農業がないことから、資金調達に支障が生じている。 

［国の制度］中小企業信用保険制度の概要 

・担保力や信用力の乏しい中小企業・小規模事業者が金融機関からの借入等により事業資金の調達

を行う際に、信用保証協会が行う債務の保証について保険を行う制度 
 
③ 関西イノベーション国際戦略総合特区（国際戦略総合特区）の推進         

「関西イノベーション国際戦略総合特区」の推進に向け、具体的な事業を実現できるよ

う、以下のような特例措置を速やかに実施すること 
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ア 税制・財政・金融の支援の拡充  

・イノベーションに必要な以下のような事業への税制・財政・金融支援を拡充すること 

  ○ SPring-8を活用した次世代省エネルギー材料の開発・評価 

  ○ 放射光とシミュレーション技術を組み合わせた革新的な創薬開発 

  ○ シミュレーション技術の人材育成 
【提案の背景】 

・国際競争力向上のためのイノベーションプラットフォームの構築に向け、引き続き、規制の特例

措置、税制上・財政上の支援措置の積極的な対応と支援が必要である。 
 
イ PMDA関西支部の業務の見直し  

・PMDA（医薬品医療機器総合機構）関西支部における審査・承認機能の拡充及び「関西

支部テレビ会議システム利用料」を抜本的に見直すこと 

【提案の背景】 

・PMDA関西支部で平成28年6月から導入されたテレビ会議システムについては、利用料が高額（１

相談あたり28万円）であり、本部（東京）と関西支部の利用者の間で不公平な状況が生じている。 
 
ウ 阪神港の港湾コスト低減措置等の実施 

・地方港-阪神港間を運航する国際ﾌｨｰﾀﾞｰ船に使用する燃料への石油石炭税の課税を免除すること 

・船の新造時に義務づけられている納付金を免除すること 

【提案の背景】 

・イノベーションプラットフォームの構築を下支えする阪神港の国際競争力を強化するためには、

集貨機能の強化や港湾コストの低減を図る必要がある。 

[紹介]阪神港の概要 

・阪神港は、日本と世界を結ぶ海上輸送拠点として、西日本全域の経済活動を支えている。 

・2010年には国土交通省から「国際コンテナ戦略港湾」に指定(※)され、集貨や創貨、さらなる 

国際競争力の強化に向けた取組みを推進している。 ※指定は阪神港と京浜港の２箇所のみ 

・関西に集積するライフ分野、グリーン分野をはじめ日本の産業を下支えする物流基盤の役割を 

発揮し、アジアのハブポートを目指す。 

[国の取組]競争力強化のための国の取組 

・阪神港の港湾運営会社（阪神国際港湾㈱）における基幹航路維持・拡大に資する集貨事業に対する支援 

＜集貨事業＞ 

①西日本諸港と阪神港を結ぶ新規航路の開設や既存航路の増便等を行う事業  

②釜山港等を経由している西日本諸港発着の海外フィーダー貨物を阪神港に転換する事業 等 

・阪神港背後に立地する物流施設等の整備に対する支援 

①十分な保管スペースや流通加工機能を有した高能率な物流施設の整備に対する補助 

②流通加工等の一連の作業を行うことができる保管施設の整備に対する無利子貸付 等  

・コンテナ船の大型化や取扱貨物量の増大等に対応する大水深コンテナターミナルの機能強化 
 
④ あわじ環境未来島特区（地域活性化総合特区）の推進                

「あわじ環境未来島特区」の推進に向けて、以下のような税制・財政・金融上の支

援措置を講じること 
 
ア 発電・蓄電設備の設置等への支援の充実 

・再生可能エネルギーを活用したエネルギーの地産地消を重点的に促進するため、以下

のような発電・蓄電設備の設置等への支援措置を充実すること 

○ 蓄電やその制御技術開発のための実証実験 
○ 蓄電設備設置への補助 
○ 設備投資に対する特別償却又は税額控除制度の創設 

【提案の背景】 

・エネルギー自立のためには、発電した電気を広域的なマネジメントのもとで自家消費する仕組み

を確立する必要があること。また、そのための設備費用についても現状では高額であり、普及促

進の妨げとなっている。 
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イ 調査・実証実験・設備整備の予算確保 

・再生可能エネルギー活用のための調査・実証実験・設備の整備に要する予算を確保す

ること 

【提案の背景】 

・未だ十分に活用されていない風力、潮力、バイオマス等の様々な再生可能エネルギー源を実用化

していく必要がある。 
 

ウ 再生可能エネルギー活用促進制度の充実 

・再生可能エネルギー活用促進制度について、以下のように充実すること 

○ 未利用地等を活用した太陽光発電所の整備への利子補給 

○ 洋上風力発電の事業化の可能性調査への補助 

○ 竹資源を活用したバイオマスボイラー設置への補助 

○ 発電にかかる固定価格買取制度での木質バイオマス価格の適用 

【提案の背景】 

・地域がエネルギー面で自立するためには、地域の特性に応じた様々な再生可能エネルギー源を実

用化していく必要がある。 
 

エ 次世代環境対応車の普及等のための支援措置の充実 

・電気自動車等の次世代環境対応車の普及及び充電インフラの整備のための支援措置を

充実すること 

【提案の背景】 

・持続する環境の島の実現に向け、運輸部門における環境問題への対応や省エネルギーの実現等を

促進しているが、CO2排出量の抑制に効果の高い次世代自動車の普及には、ガソリン車と遜色の

ないレベルの充電インフラ施設の整備が求められている。 
 
⑤ 総合特区推進調整費の交付方法の見直し                       

・各府省が実施する単年度の既存事業の補完にしか充当できない現状の運用を、複数年

に渡って使えるよう改善するなど、交付方法を見直すこと 

【提案の背景】 

・特区事業として実施しようとする調査研究や施設整備については、複数年に渡るものや各府省に

既存メニューがないものも想定されるため。 
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４ 農林水産業の振興 
 

(1) 貿易自由化への対応                  【内閣官房、農水】 

・EPAやFTAなど貿易自由化の進展に対して適切な対応に努めること 

○ 貿易自由化に関する交渉の内容や状況、国内への影響等について、国民へ正確か

つ迅速な情報発信 

○ 「総合的なTPP等関連政策大綱」の確実な実行はもとより、状況の変化を柔軟に捉

えた対策の機動的な実施 

【提案の背景】 

・TPP11や日欧EPA発効後の農林水産物の輸入拡大による国内農林水産業者の経営圧迫等を懸念する

声が農林水産業者から聞かれるため。 

  

(2) 農業の振興             【内閣府、総務、財務、農水、国交】 

① 多様な農業の担い手育成                             

ア 新規就農者に対する支援の充実 

ⅰ）地域の指導的農業者が行う応援活動に対する支援 

・新規就農者の着実な育成・定着のために地域の指導的農業者が行う取組に対する支援

制度を創設すること 

  ○ 就農前後における農業生産技術、経営ノウハウの指導 

  ○ 地域への溶け込みの応援活動 

【提案の背景】 

・潜在的な就農希望者を更に幅広に就農へ結びつけていくためには、就農希望者が、より実践的な

農業を就農前に十分経験する機会を積極的に創出していくことが重要である。 

・近年増加傾向である非農家出身者は、地域との結びつきが弱く、生活・営農両面における継続的

な支援が必要である。 
 

 ⅱ）土地利用型農業の採算性改善に資する制度の創設 

・土地利用型農業の採算性の改善に資する支援制度を創設すること（農地や機械を取得

する際に要する費用への助成など） 

【提案の背景】 

・稲、麦、大豆等の土地利用型作物において、ｻﾗﾘｰﾏﾝ並みの所得を確保するには、大規模な農地の

確保、高価な大型機械の導入が必要等、新規参入するためのﾊｰﾄﾞﾙが高く、就農希望者が少ない。 

・このため、土地利用型作物の担い手を確保し、水田農業の基幹をなす土地利用型作物での新規就

農者を確保・育成するためのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが必要である。 
 

ⅲ）就農研修事業に対する支援策の充実 

新・農業経営者育成教育事業について、就農研修においてICT、グローバルGAP等の新たな

カリキュラムに加え、基礎的なカリキュラムについても一体的に支援を行うこと 

【提案の背景】 

・就農希望者の研修後の効果的な就農・定着を図り、早期経営確立を促進するためには、事前

の就農研修において、農業生産技術から販売手法等を体系的に学ぶカリキュラムが有効であり、

本県の兵庫楽農生活センターでも、平成18年度の開設以来、受講生168名のうち137名が就農とい

う高い成果を上げている（就農率：82%）。 

・本カリキュラムでは、ＩＣＴやグローバルＧＡＰ等の新たな内容だけでなく、土づくりや育

苗等の基本的技術の習得も一体的に取り組むことが不可欠であるため、継続的な支援が必要

である。 
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主イ 法人化に対する支援の強化 

ⅰ) 個別経営体に対する支援の充実 

・農業経営法人化支援事業について、認定農業者や認定新規就農者となっている個別経

営体が法人化する場合についても事業の対象とすること 

【提案の背景】 

・農業経営体の経営力向上、雇用の確保を進め、さらに地域に根ざし、持続性の高い農業を進める

ためには、法人経営体を中心とした農業構造の確立をめざすことが必要である。 

・そのためには、集落営農組織や複数の経営体が法人化する場合だけでなく、担い手の一翼をなし、

地域農業の核となる認定農業者等の法人化をより一層促進する必要がある。（H27：199人、H28：241人） 

［国の制度］農業経営法人化支援事業の概要 

区 分 内 容 

事業主体 兵庫県農業経営法人化推進協議会 

交付対象
者の要件 

次の①から③の全てを満たす組織経営体。 
①農業経営者サポート事業における経営改善を支援する取組を踏まえて設立された

法人であること。 
②構成員が複数戸であること。 
③次のアからウのいずれかに該当すること。 
ア 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人であって、地 

域から農地の利用権設定等を受けている、又は地域から雇用していること。 
イ 集落等を単位とした農作業受託組織を基礎として設立された法人であること。 
ウ 複数集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。 

助成内容 農業経営を法人化する取組の支援（定款作成、登記に要する費用、消耗品費など） 

補 助 率 定額40万円 
 

 
［本県の取組］法人化促進総合対策事業の概要 

支援メニュー 事業対象者の要件 事業内容 補助率 

①法人化・高度化
促進施設整備事業 

○法人格を有しない個別経営体 
 単独又は他の農業経営体と共
同で法人を設立すること 
 
○法人格を有する個別経営体 
 雇用の拡大を行う又は他の農
業法人と合併・統合を行うこと 

経営の多角化・高度化に必要な
農業機械・施設の整備を支援 

1/3 
以内 

②法人経営新ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽ展開支援事業 

経営の多角化・高度化のために行
う新品目の生産等の取組を支援 

1/2 
以内 

③法人運営ﾌﾟﾛﾌｪｯ
ｼｮﾅﾙ雇用事業 

企画調整・事務処理等、法人設立
に必要な能力を有する者を雇用
又は業務委託する経費を支援 

1/2 
以内 

 

 

ⅱ）機械・施設等の導入支援 

・経営体育成支援事業に法人化促進メニューを創設するなど、法人化に取り組む経営体

への機械・施設等の導入に対する支援を行うこと 

【提案の背景】 

 ・経営体育成支援事業では、地域の担い手に対して農業用機械・施設導入を支援しているが、経営

の継承や人材の確保等、農業経営の継続性の確保のためには担い手や集落営農の法人化が効果的

であり、法人化を目指す経営体への補助率の嵩上げなど、法人化へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが必要である。 

［国の制度］経営体育成支援事業の概要 

・地域の担い手（「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体、農地中間管理機構から賃借権

の設定等を受けた者等）の育成・確保を推進するため、農業用機械・施設の導入を支援。 
 

［本県の取組］ 

・県では、農業の基幹産業化に向け、平成30年度から平成32年度までの３カ年を「法人化強化期間」

と位置づけ、農業経営体の法人化や法人経営体の経営強化を強力に推進している。この中で、法

人化に向けたインセンティブの一つとして機械・施設導入を支援する事業を整備している。 
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ウ 企業の農業参入の推進 

ⅰ) 法人農地取得事業の一般制度化 

・養父市国家戦略特区の法人農地取得事業を一般制度化すること 

【提案の背景】 

・農業の担い手が不足する中山間地域では、多様な担い手の確保・育成が急務であり、参入企業が

地域に根ざし長期安定的な農業経営の実現を図るための農地取得のﾆｰｽﾞにも対応が必要である。 

・現在特区で農地取得した法人は、取得農地を適切に活用できており、特区以外の市町での事業導

入も可能と考える。 

［ﾃﾞｰﾀ］企業の農業参入数（H28.12末現在） 

・本県は企業(一般法人)の農業参入数が全国一。 ※農地の取得ではなく、賃貸等による農業参入 

・その多くが地元の中小企業であり、地域と密着した取組を行っている。 

〔１位：兵庫県(162社)、２位：静岡県（142社）、３位：長野県（127社）[全国平均：57社]〕 
 

［制度］養父市国家戦略特区で行われている法人農地取得事業の概要 

・農地を取得して農業経営を行おうとする「農地所有適格法人以外の法人」が次の要件を満たす場

合には、市を経由して農地取得が可能(法施行後5年間に限り手続きができる) 

- 農地が適正に利用されていない場合、市へ所有権移転する旨を契約に明記 

- 業務執行役員のうち１名以上が耕作等に従事すると認められる 等 

＜法人農地取得事業の流れ＞ 

 

［一覧］農地取得を行う法人(H28.11.9、H29.2.21、H30.3.9計画認定) 

法 人 名 生産作物 元 会 社 
㈱Amnak 酒米を生産 山陽Amnak㈱（外壁タイル施工、住宅リフォーム等） 
兵庫ナカバヤシ㈱ ニンニクを生産 ナカバヤシ㈱（印刷製本、アルバム製造等） 
㈱やぶの花 リンドウを生産 姫路生花卸売市場（花卉） 
住環境システム協同組合 レタス等の水耕栽培 木材・住宅関連会社による協同組合 
㈱マイハニー 蜜源レンゲ、養蜂 ㈱マイファーム（農業サービス業） 

 

 

ⅱ）機械・施設の導入等への支援制度の創設 

・企業が農業参入する場合に必要な機械・施設の導入、技術習得に対する支援制度を創

設すること 

【提案の背景】 

・支援制度により農業参入を促し、参入企業が地域に根を下ろして、長期・安定的な農業経営を展

開することにより、地域農業の新たな担い手として定着が図られる。 

・参入企業の多くが生産技術の未確立や機械・設備導入ｺｽﾄ高により不安定な農業経営となってい

る。長期安定的な農業経営には機械・設備の導入や生産技術の習得・向上への支援が必要である。 
 

［本県の取組］「企業の農業参入推進事業」の概要 
・業態の転換等を指向する農業参入に意欲のある企業の円滑な営農定着に資する各取組及び雇用拡

大に向けた経営発展の取組を支援する。 
・平成29年度実績：4企業（補助金1,675千円）、事業効果：機械導入による省力化（2企業；たまね
ぎ、大納言小豆）、新品目導入に係る技術習得（1企業；メロン）、加工品試作による新商品開発
（1企業;米粉麺）〔H22年度～H29年度事業実施企業：33企業〕 

支援メニュー 事業内容 補助率（補助上限） 
①参入定着支援（H22～） 新規参入企業の農業経営の確立、経営安定を支援 県1/2以内（上限：500千円/企業） 
②経営力向上支援（H30～） 雇用者を増加させる企業の新たな事業拡大の取組を支援 県1/2以内（上限：400千円/企業） 

 

 
主エ 農業における施設貸与制度の創設 

・市町や組合が施設・設備を購入・保有し、利用者に貸与する制度を創設すること 
【提案の背景】 

・新規就農者や参入企業にとって生産性向上のためには農業施設や機会など初期投資が必要となる
が、金融機関等からの融資は農業経営にとって大きなリスクとなる。 

・本県における平成29年度事業実績：46経営体（補助金額290,334千円）、事業効果：県内施設面積
385a増加、生産額221百万円増加予定。 

農地所有者 養父市 法人
所有権 所有権

土地代金 土地代金
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［本県の取組］農業施設貸与事業の概要 

区 分 内 容 
事業主体 農協、市町等 
利 用 者 新規就農者、農業法人等 
対象施設 園芸用ハウス及び附帯設備 

助成内容 

対象施設の整備を県が補助することで新規就農者等が支払うﾘｰｽ料・使用料を軽減 
※利用者は貸与の方法としてリース方式（利用者が希望する仕様の施設を貸与。リ
ース期間終了後、利用者は取得可能）とレンタル方式（事業主体の標準仕様施設を
貸与。年間使用料はリース方式と比較して一般的に低額）を選択可 

補 助 率 新規就農者向け1/2、農業法人向け1/3 （高度な環境制御栽培施設は15/100） 

 ＜イメージ図＞ 

 

 

 

主② 施設園芸の大規模化への支援                           

ア 強い農業づくり交付金等の予算の確保 

 ・都市近郊の立地を活かした野菜や果樹等の生産を拡大する取組の推進を可能とする強

い農業づくり交付金等の予算を確保すること 

   ○ 大規模な耐候性ハウスの整備 

   ○ 温度、湿度、二酸化炭素等をコントロールできる環境制御型の施設園芸の推進 

【提案の背景】 

・農業所得の向上や地域雇用の促進には、天候に左右されず安定的な作物生産が可能となる施設の

整備と、施設を利用できる技術を有した農業者の育成が必要である。 

・産地ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業の新規要求分がなくなる中、強い農業づくり交付金の予算拡充が不十分である。 

・環境制御装置のみを導入可能な事業が、次世代施設園芸技術習得支援事業の他になく、今後のﾘｰ 

ｽ実施が可能か不透明である。 
 

［本県の取組］加西市の次世代施設園芸団地の概要（当該ﾓﾃﾞﾙ団地の設置により施設園芸の機運が高まっている） 
区 分 内 容 

整備･所有 公益社団法人 兵庫みどり公社 

運営主体 
株式会社 兵庫ネクストファーム 
（構成員）ＪＡ兵庫みらい、(株) 東馬場農園、(株)サラダボウル、(株)ハルディン 

運営体制 正社員13名、パート約110名（H29.6） 
所 在 地 加西市鶉野町・野条町（敷地面積 約8ha） 
施設の概要 連棟温室 3.6ha、集出荷施設0.4ha、CO2発生及び暖房用ボイラー等 

栽培概要 
(1)品 目：トマト（栽培面積3.6ha） 
(2)生産量：1作目(H27.9～)実績 大玉536t、ミニ310t 計846t 目標 約1,000ｔ(平成32年度) 

  
イ 交付金の下限面積要件の緩和 

・交付金の下限面積要件（3ha）について、1haまで緩和すること 

【国制度の問題点】 

 ・兵庫県における１戸・経営体あたりの平均経営耕地面積は1.08ha（全国2.54ha、北海道26.51ha）

であり、3.0ha以上の経営耕地規模を持つ農家は全体の2.8％であるため、県内の中三間地域では

当該要件を満たす団地を確保することが困難である。（1.0ha以上では26.9％） ※2015農林業ｾﾝｻｽ 
 
③ 生産緑地における納税猶予の対象用地の拡大                                

・生産緑地において以下のような用地も納税猶予の対象となるよう制度を拡充すること 

   ○ 農業用施設用地（生産施設、農業用倉庫、農産物集出荷施設等） 

○ 収益施設用地（直売所・農家レストラン等） 
【国制度の問題点】 

・生産緑地には従前より生産施設や農業用倉庫の設置が認められていたが、生産緑地法の改正に伴

い、新たに加工施設や農家レストラン等の設置も認められた。（平成29年５月法改正） 

・農業用施設用地は農業活動と一体で活用されるものであり、農地と同様に税負担の軽減がなされ

るべきである。 

県

市
町
・
農
協
等

新規就農者・
農業法人 等

施設貸与
事業費
補助

リース料/使用料
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［国の制度］納税猶予制度の概要 

相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額の

うち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人

が死亡した場合等に猶予税額が免除される。 
 
④ 畜産物の生産振興に対する支援                         

ア 生産基盤の強化への支援 

・畜産クラスター事業や強い農業づくり交付金の予算を確保すること 

【国制度の問題点】 

・但馬牛の生産や酪農などの安定的な経営の持続には、規模拡大や糞尿処理に関する施設整備や機

械、家畜の導入支援などによる生産性向上、生産コスト低減及び環境保全の促進が必要である。 

・畜産ｸﾗｽﾀｰ事業のうち、機械導入は要望の半数程度しか採択されず、H31以降の予算が未定である。 
 
 

イ 子牛購入への支援 

・(独)農畜産業振興機構事業による子牛購入への支援について、事業内容を拡充すること 

○ 既存事業の補助単価引き上げ 

○ 新規就農者など特に支援が必要となる生産者に対する新たな補助ﾒﾆｭｰの創設 

【国制度の問題点】 

・近年、子牛価格が高騰しているにも関わらず、補助単価は据え置かれている。 

［ﾃﾞｰﾀ1］年度別和子牛価格の推移                 （単位：千円） 

区 分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

兵庫県平均価格 415 423 511 683 839 865 914 

全国平均価格 399 420 503 571 688 815 768 

［ﾃﾞｰﾀ2］農畜産業振興機構事業 肉用牛経営安定対策補完事業 雌牛導入助成単価 

区 分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

中核的担い手育成増頭支援 8万円/頭 8万円/頭と10万円/頭 

優良繁殖雌牛導入支援 － 4万円/頭 4万円/頭と5万円/頭(H30まで) 

遺伝的多様性に配慮した雌牛導入支援 － 
6万円/頭と
9万円/頭 

［国の制度］農畜産業振興機構事業の概要 

・繁殖雌牛の増頭の取り組みや優良繁殖雌牛の導入、遺伝的多様性に配慮した雌牛の確保を行う生

産者に対して、取り組み内容と頭数に応じた支援を実施 
 

⑤ 農産物等のブランド化                             

ア 生産・加工・流通・消費対策、担い手育成まで一貫して支援する制度の創設 

・生産・加工・流通・消費対策とその担い手育成をパッケージにしたブランド化を支援

する事業を創設すること 

【提案の背景】 

・本県では、神戸ﾋﾞｰﾌ、淡路島たまねぎなど、産品ごとに、生産、流通、消費を一連のものと見据

えたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略を策定・推進し、出口となる販路開拓・販売促進まで積極的な取組を進めている。 

・国の予算や制度は生産などの段階毎に限定されるなど、一体的な取組が困難であり、ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

の先導的ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ産品の育成には、全国展開や輸出を見据えたﾊﾟｯｹｰｼﾞ化した支援が必要である。 

［例］対象となり得る本県のブランド産品 

 ・全国展開や輸出を見据えたオールジャパンの先導的ブランド産品が対象となり得る。 
産品名 特 徴 

コウノトリ育むお米 
コウノトリを野生復帰させるプロジェクトを支える環境創造型農業の取
組により誕生したお米。 

丹波黒大豆 
大粒でもっちりとした食感、糖度も高く、お節料理の煮豆用以外に、洋
菓子を含めた様々な用途がある。 

 

 



- 106 - 

 

イ 大規模・中核的施設の整備促進のための予算確保 

・穀類乾燥調製施設等の再編整備など大規模・中核的施設の整備を促進する予算を確保

すること 

【提案の背景】 

・本県では、産地競争力の強化に向け、産地に点在する老朽化した穀類乾燥調製貯蔵施設等の再編

利用により、産地構造の効率化・合理化を推進するための調整をしているが、今後、全国的に事

業量の増加が予想される。 

 

⑥ 農畜水産物の輸出促進                             

ア 輸出相手国への要請 

ⅰ）輸出障壁の撤廃 

・中国をはじめ輸出相手国の植物や動物の検疫条件など、我が国からの輸出品目を制限

する輸出障壁の撤廃を要請すること 

【提案の背景】 

・依然として、中国をはじめとする輸出相手国の植物や動物の検疫条件等により、我が国からの輸

出品目が制限されており、輸出促進の阻害要因となっている。 

［例示］輸出国別の規制品目の例 

輸出相手国 品 目 

中国 
リンゴ・ナシ・米以外の農産物すべて：輸出不可 
家きん類・豚肉・牛肉・羊肉：輸出不可 
水産物：中国向け施設の登録、衛生証明書が必要 

シンガポール 鶏肉、牡蠣（冷凍牡蠣のみ衛生証明書添付で可）：輸出不可 
牛肉・豚肉・鶏卵：シンガポール政府認定食肉処理施設による加工以外は不可 

米国 
畜肉エキス・肉類・生鮮果実：当局規制対象 
水産物：HACCP導入施設での加工以外輸出不可 
着色料（クチナシ、紅花、紅糀）は使用不可 

ＥＵ 
畜産物（豚肉・鶏肉・鶏卵・乳・それらを原料とする加工食品）：輸出不可 
水産物：HACCP導入施設からの出荷以外輸出不可 
着色料（クチナシ、紅花、紅糀）は使用不可 

 

 

ⅱ）牛肉の月齢制限の撤廃 

・牛肉輸出相手国との間で定められた月齢制限の早期撤廃を要請すること 

【提案の背景】 

・依然としてマカオ・台湾・ＵＡＥ［H30.5月時点］で牛海綿状脳症（ＢＳＥ）を理由に月齢制限

（30か月齢未満）が行われている。 

・但馬牛の能力を最大限に引き出し、神戸ビーフを最高のおいしさに仕上げる月齢は、30か月齢を

超えるとされており、平成28年度の平均出荷月齢は、去勢31.4か月、雌33.0か月となっている。 

・このため、現行の月齢制限下においては、本来のブランド価値を損なっている状況にあり、輸出

頭数のさらなる増加のためにも月齢制限の撤廃が不可欠である。 

 

ⅲ）産地証明書の要求等の緩和・撤廃 

・福島第一原子力発電所の事故以降行われている諸外国の輸入規制（産地証明書の要求

等）の緩和・撤廃を継続的に要請すること 

【提案の背景】 

・本提案内容を反映した事業は平成25年度から予算化されているが、23の国(地域)［H30.4月時点］

で輸入規制が継続して実施されており、輸出促進の阻害要因となっている。 

［国の取組］平成30年度国事業名：輸出環境整備推進事業 

原発事故に伴う諸外国の輸入規制等の撤廃・緩和を図るため、政府間交渉に必要となる情報・科学

的データの収集・分析等を実施。また、日本の既存添加物等が米国等で認められるためにデータ収

集を行う等、自ら輸出環境の整備に取り組む事業者への支援を行う 
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イ 輸出関係国でのアンテナショップの設置 

・都道府県が共同利用できる現地商談機能も備えたｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟを輸出関係国へ設置すること 

【提案の背景】 

・本県では、香港フード・エキスポやSIAL(シアル)パリへの出展などの機会を捉えて、海外に直接

出向いたプロモーションを行っているが、我が国の農畜水産物の一層の輸出促進のためには、各

都道府県の特色ある産品を海外の現地において継続的にプロモーションできる場が必要である。 
 
⑦ 卸売市場の整備の推進                              

・卸売市場の施設更新に当たって、生鮮食品の品質管理の高度化や物流の効率化等を図

るために行う施設整備を支援する予算を確保すること 

【提案の背景】 

・神戸市卸売市場本場、姫路市中央卸売市場が平成34年度まで、施設全体の移転再整備などの大規

模な施設整備を予定しており、事業主体（開設者である各市）の負担軽減を図る必要がある。 
 
⑧ 米政策の見直しを踏まえた経営安定対策の充実                  

ア 米政策の見直し 

ⅰ）地域独自の取組への支援の充実 

・平成30年産以降の地域が独自に実施する取組に対する支援を充実すること 

【提案の背景】 

・制度変更に対応するため、県農業活性化協議会と各市町の地域農業再生協議会を中心に、生産者

や農業団体、集荷業者、行政等が一体となって行う県産米の需要動向の調査・分析及びこれを踏

まえた生産目安の算定・提供や米生産をめぐる情報提供等の地域独自の取組が円滑になされるこ

とが必要である。 

・現在、国においては県農業活性化協議会と各市町の地域農業再生協議会の活動に対して経営所得

安定対策等推進事業で支援がなされているが、現状の割り当てられた予算では作付状況の確認な

ど最低限必要な経費を賄うにとどまっており、IT等を活用した効率的な現地確認や需要に応じた

生産のための実需者とのﾏｯﾁﾝｸﾞ等、地域独自の活動を行うためには予算の拡充が必要である。 
 
ⅱ）情報提供の継続 

・各地域別・品種別・用途別の米の価格や需給動向等に関する詳細な情報等、地域での

需要に応じた米生産を推進するための情報を引き続き提供すること 

【提案の背景】 

・国は米政策の見直しを踏まえ、マンスリーレポートなどで、主食用米の需給見通し、産地別契約・

販売状況、米の相対取引価格・数量等を情報提供しているが、これらの情報は、地域が需要に応

じた米生産を実施するために必要な情報である。 
 

 ⅲ）機械・施設導入への支援の充実 

・集落営農組織等が、野菜などの新たな品目へ経営転換を図っていく場合の機械・施設

導入への支援を充実すること 

【提案の背景】 

・機械・施設の導入が可能な経営体育成支援事業は、要望額を満たす予算が措置されていない。同

じく機械・施設が導入できる産地パワーアップ事業も、H27～29年度のいずれも補正予算のみで

あり、計画的な経営転換を進めるためには、当初予算で措置することが必要である。 
 
イ 経営所得安定対策の充実  

ⅰ）経営所得安定対策の充実とすべての農地が維持管理される仕組みの構築 

a）収入減少影響緩和対策の改善 

・補填額に最低基準額を設けるなどの改善を行うこと 
【提案の背景】 

・収入減少影響緩和対策(ﾅﾗｼ対策)は、米価下落が継続した場合、限度なく減少し続けることから、
対策加入者に対して再生産可能な一定水準の補填が行われる仕組みとすることが必要である。 
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・補填金が早期に支払われる仕組みを導入すること 

【提案の背景】 

・補填金の支給を受けるためには、収穫翌年の4月に交付申請書を提出し、6月に交付される。 

・翌年度の作付に向けた資金需要に間に合うよう、早期に支払いが行われる仕組みを導入し、農業

者に示すことで、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとしての安心感が増大し、農家経営の安定化に寄与する。 
 

b）水田活用の直接支払交付金の充実 

・水田活用の直接支払交付金（戦略作物助成）の単価及び対象品目を充実すること 

【提案の背景】 

・水田を有効活用するため、飼料用米をはじめとする主食用米以外の米生産及び野菜、麦、大豆等

に誘導する取組を推進しているが、加工用米及び飼料用米では現行の単価では主食用米並の収益

を確保するには不十分であり、また、野菜等園芸作物への国段階での設定はない。 

［国の制度］水田活用の直接支払い交付金の概要 

水田を有効活用し主食用米以外の戦略作物の生産拡大を図るため、全国統一単価による交付金を交付 
作  物 交付単価 

麦(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆及び飼料作物 35,000円/10a 
ＷＣＳ用稲 80,000円/10a 
加工用米 20,000円/10a 
飼料用米及び米粉用米 収量に応じ、55,000～105,000円/10a 

  
c）畑作物の直接支払交付金の充実 

・畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）の数量払について、自然条件等の差に起因する

地域別の単収や生産費の格差等を反映した単価設定、加算措置等を実施すること 

【提案の背景】 

・稲、麦、大豆等による二毛作や２年３作など水田の高度利用の一層の促進が必要である。 

・現行の基準では、全国一律の単価となっているが、地域により、土質などの自然条件等の影響で

平均収量に差が出てくるため、その差を埋めるだけの十分な措置が必要である。 

［国の制度］畑作物の直接支払い交付金(ゲタ対策)の概要(対象品目：麦、大豆、そば、なたね) 

 (ｱ)数量払 

a）標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分を単位数量当たりの全国一律単価で交付 

b）単価については、品質による格差を設けた単価表に基づき増減（品質加算） 

(ｲ)営農継続支払 

営農を継続するための最低限の経費相当額として、全国一律に2万円/10a(そばは1.3万円)を当年産の作付面積に基づき交付 
 
d）産地交付金の充実 

・産地交付金を増額すること 

【国制度の問題点】 

・産地交付金は、地域の特産作物の振興や二毛作による水田の高度利用の促進、担い手への農地集

積、また主食用米以外の米への誘導など米の需給調整にも寄与している。 

・年度当初に9割、秋以降国全体の予算執行状況を見ながら残りを配分する2段階方式に変更され、

年度途中での単価変更が毎年必須となり、農業者への制度説明や事業推進に支障が生じている。 

［国の制度］産地交付金の概要 

県や市町段階で作成する作物振興の設計図「水田フル活用ビジョン」に基づき、戦略作物への上乗

せや地域振興作物への助成、二毛作や耕畜連携への助成、新技術や新品種の導入など、地域の判断

で各地域での施策誘導に資する使途や単価を設定できる仕組み。 
 
ⅱ）農業経営収入保険制度の普及啓発に向けた支援 

新・県農業共済組合連合会や市町等が行う普及啓発活動への支援を充実すること 

【提案の背景】 

・本年10月から受付が開始される農業経営収入保険制度については県農業共済組合連合会や市町等

が加入推進に取り組んでおり、7月以降、業務委託先である市町等に対しﾀﾌﾞﾚｯﾄが配布され加入

推進に活用することとなっている。 

・専門農業経営体のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとして大きな役割が果たせるよう、農業経営収入保険事業の業務の委

託費に職員研修費や広報活動費を計上するなど更なる普及啓発活動の充実に向けた支援が必要

である。 
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［国の制度］農業経営収入保険制度の概要（平成31年度～） 

・品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとの収入全体を見て総合的に対応し得る制度 

  （価格低下も含めた収入減少を補填、全ての農業経営品目を対象、青色申告者対象） 

・平成30年10月受付開始。全農家への周知徹底を経て、平成31年から実施予定 

 

⑨ 農地の有効活用の促進                             

主ア 不耕作農地を活用するための総合的な支援制度の創設  

・地域での話し合いによる農地利用図の作成から、生産から消費まで一貫して担うJA等

の子会社の活動支援と機械導入、人材確保まで総合的に支援する制度を創設すること 

【提案の背景】 

・本県では、不耕作農地対策として、JA等の子会社に対する総合的な支援メニューを設けている。 

・この結果、集落営農組織が不耕作農地の所在を明らかにした地図を作成し、明らかとなった不耕

作農地をJA出資法人が借受け、たまねぎを栽培する事例など多様な取組が各地で生まれている。 

 
［本県の取組］「地域農地管理事業」の概要 

・優良農地での不耕作農地の活用促進と､中山間地等の農地の有効活用を図るため、ＪＡ等の子会

社により生産から消費まで一貫して担う事業を促進する。 
支援メニュー 
〔事業主体〕 

事業内容 補助単価（補助率） 

①農地利用図の作成支援 
〔ＪＡ、市町等〕 

地域の話し合いを促進するために農地利
用図の作成を支援 

850千円/地域 

②農業機械の導入支援 
〔JA等(支援対象:集落営農法人等)〕 
≪農業施設貸与事業≫ 

不耕作農地等を借受けて経営規模を拡大
する際に必要となる農業機械の導入を支
援 

１/３以内 等 

③人材確保への支援 
〔ＪＡ出資法人、集落営農法人等〕 

不耕作農地等を活用して作物の生産・販売
を行うための人材確保を支援 

１年目：2,400千円/人 
２年目：1,200千円/人 

④農地集積・活用支援 
〔ＪＡ出資法人、集落営農法人等〕 
≪条件不利農地集積奨励事業≫ 

条件不利農地（未整備農地）を借受けて当
該農地を長期活用する取組を支援 

20千円/10ａ 等 

 

 

イ 実行性ある農地中間管理事業の制度充実 

ⅰ)販路拡大から６次産業化までをセットで支援する制度の創設 

・機構集積協力金による農地の出し手への支援に加え、農地を借り受ける担い手が行う

販路の拡大や６次産業化までをセットで支援する制度を創設すること 

【提案の背景】 

・現在は、出し手への協力金の支給だけがあり、農地を借り受ける担い手に対する支援がない。 

・農地を借り受ける担い手が、借り受け時期に合わせて、各種支援策を組み合わせて経営計画を立

て規模拡大を図ることが可能となることにより、機構を通じた農地の集積・集約化が図られる。 

［国の制度］農地中間管理事業の概要 

・出し手の分散し錯綜した農地を借受け 

・担い手がまとまりある形で利用できる 

よう農地利用を整理し集約化 

 

 

 

ⅱ)機構集積協力金及び機構運営に要する予算の全額国庫化 

・機構集積協力金及び機構運営に要する予算を全額国庫により十分確保すること 

【提案の背景】 

・機構運営に要する経費について、依然として県に３割の負担が求められている。 

 

 

出し手には

協力金を支給

本県提案の受け手への新たな支援例

　・加工施設等整備への支援

　・商品開発や販路開拓への支援 等

農地中間管理機構
出

し

手

受

け

手
貸

付

け

貸

付

け
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［国の制度］機構集積協力金及び機構運営に要する予算 

区 分 内 容 

機構集積協力
金交付事業 

H30国予算：63億円（H29国予算：100億円） 
・地域集積協力金：機構にまとまった農地を貸し付ける地域への支援 
・経営転換協力金：経営転換やリタイアする個々の出し手への支援 
・耕作者集積協力金：農地の集積・集約化に協力する個々の出し手への支援 

農地中間管理
機構事業 

H30国予算：21億円（H29国予算：25億円） 
・機構の運営や業務委託に必要な経費の支援 

 

 

ⅲ)条件不利農地を集積して規模拡大を行う担い手を支援する制度の創設 

・農地中間管理事業を活用し、条件不利農地を集積して規模拡大を行う担い手を支援す

る制度を創設すること 

【提案の背景】 

・区画が不整形で狭小なことや草刈等の作業負担が大きい長大法面の多い条件不利農地を抱える地

域においても、条件不利農地を含めた利用集積を進めることができる制度が必要である。 
 

［本県の取組］「条件不利農地集積奨励事業」の概要 
区 分 内 容 
対 象 者 農地中間管理機構を通じて農地を借り受けた経営体 

補助内容 
・条件不利農地：20,000円/10a （ほ場整備未整備地） 
・悪条件農地 ：40,000円/10a （急傾斜地(1/20以上)の農地、進入路が狭く機械作業が困難な農地等） 

 

 

ウ 耕作放棄地対策の制度充実 

・荒廃農地等利活用促進交付金の対象を農業振興地域の農用地区域内農地から農業振興

地域の全ての農地に拡大し、農地中間管理事業と一体的に運用できるようにすること 

【提案の背景】 

・荒廃農地等利活用促進交付金の対象農地を農地中間管理事業の対象農地と整合させることで、耕

作放棄地の再生と担い手への農地集積のより一体的な推進が可能となる。 

（農業振興地域内農地面積：約8万ヘクタール、農用地区域内農地面積：約6.2万ヘクタール(H28.12.31現在)） 

［国の制度］荒廃農地等利活用促進交付金の概要 
区 分 内 容 
目  的 耕作放棄地の再生利用の促進 

対象農地 

農業振興地域のうち農用地区域内の耕作放棄地 
※ 農地中間管理事業の対象：農業振興地域の全農地 
・農業振興地域：経済的社会的条件や自然条件等を踏まえ、総合的に農業の振興が必要な地域 
・農用地区域 ：将来にわたり保全すべき10ha以上の集団的農地やほ場整備済みの農地等 

補 助 率 
①再生利用(5万円/10a、1/2以内 等)、②発生防止(2万円/10a、1/2以内等) 
③施設・機械等の整備(1/2以内 等)、④土作り･作物導入(2.5万円/10a 等) 

 

 

エ 農業委員会の機能と体制の強化 

・「農地等の利用の最適化の推進」に関する事務について、農業委員会の機能強化と体制

整備に必要な財政措置を講じること 

○ 農業委員会交付金、農地利用最適化交付金、機構集積支援事業の予算の拡充 

○ 地方交付税交付金に関する農業委員会費の充実 

【提案の背景】 

・農業委員会が、業務と組織運営を円滑に実施し、農地等の利用の最適化の推進の成果をあげるた

めには、事務局の体制整備・強化と、業務の内容を的確に踏まえた財源の確保が必要である。 

［用語］「農地等の利用の最適化の推進」とは 

・農地等の利用の最適化の推進とは、①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の発生防

止・解消、③新規参入の促進を柱とした活動。 

・改正農業委員会法(平成28年４月１日施行)で農業委員会の最も重要な事務に位置付けられた。 
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オ 開拓道路の舗装整備の推進 

新・農業利用より一般利用の多くなった開拓道路については、市町が譲与を受けるまでの

間、安全確保のための道路舗装に国交付金の活用を可能とすること 

【国制度の問題点】 

・開拓道路は､将来の市町への管理換（譲与）を予定して一時的に国（県）で管理してきた。 

・市町は未舗装や幅員が狭いこと等から開拓道路の譲与を受けることに躊躇し、国（県）の管理対

象として多くが残っているが、市街化による交通量の増加等に伴い一般利用が増えたことから､

県民からは安全確保のための道路舗装の要望が出ている。 

・しかしながら、開拓道路は未舗装が本来の状態であるとされ、国有農地の管理及び処分促進を目

的とする国交付金では、道路舗装を対象としていない。 

［用語］開拓道路とは （県内の開拓道路･水路：142.6ha（H30.3.31現在）） 

・戦後の開拓事業の一環として農水省が買収した土地に所在する農業利用のための道路。 
・機能管理は地元市町に委ねられている。 

 
⑩ ウメ輪紋病対策の推進                              

ア 年度当初における補償・処分費まで含めた予算の配分 

・年度当初に補償・処分費まで含めた予算を配分すること 

【国制度の問題点】 

・国は、調査確定後に補償・処分費を県へ配分するとしている。 

・感染拡大を防止するためには、感染樹を発見次第、処分を行うことが効果的であることから、調

査から感染植物等の補償・処分に至るまでの年間を通した切れ目のない防除と防除区域内でのウ

イルスの潜伏危険性の除去が円滑に行える予算の配分が必要である。 

 

イ 補償対象範囲の拡充 

・緊急防除区域の指定によって宿主植物の販売・流通が規制されることによる営業損失

など本来得られるはずであった逸失利益も補償すること 

【国制度の問題点】 

・現在、造園業者、流通業者等に対しては、感染樹等の処分についての補償が受けられる。 

・しかし、販売・流通の規制に伴う損失に対しては、大きな損失になるにも関わらず補償が受けら

れないため、造園業者や流通業者から、営業補償との要望がなされている。 

 

ウ 廃棄命令の迅速な運用 

・ウメ輪紋病感染植物の廃棄処分に同意しない所有者・管理者に対する植物防疫法第18

条及び同条施行通知に基づく植物防疫官の廃棄命令の迅速な運用を図ること 

【国制度の問題点】 

・個人の財産権に配慮した結果、処分できなければ、感染源となるだけでなく、周辺地域は永久に

緊急防除区域から除外されないことになるため、防除区域内で営業していた苗木生産者や造園業

者が早期に事業再開できるよう廃棄命令の迅速な運用が必要である。 

・国は、感染樹の処分に際して同意が得られたものに対して廃棄命令を出しているが、過去に同意

が得られず、廃棄処分が１年遅れたことがある。 

 

⑪ 農地・農業用水の保全及び整備の推進                      

ア 農業の競争力強化を図るためのほ場整備などの推進 

ⅰ)農業競争力強化農地整備事業の予算確保 

・農地中間管理権を設定した農地を対象に農業者の負担を求めない農地中間管理機構関

連農地整備事業だけでなく、下表の地区における農業競争力強化農地整備事業の予算

を当初予算で確保すること 
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本県のほ場整備等計画地区 

区 分 地区名 受益農地 予定工期 総事業費(百万円) 

継続 国衙
こくが

(南あわじ市)ほか15地区 576ha H23～H36 16,495 

H30新規 上笹
かみざさ

（たつの市） 53ha H30～H34 998 

計 629ha H30～H34 17,493 

 
【提案の背景】 

・農業競争力強化農地整備事業は、作業効率の向上や担い手への農地集積の加速化、田畑輪換(同

一農地において、水稲と畑作物を交替生産する利用方式)による農地の有効利用の促進等を実現

する生産基盤の整備を進めるために活用している。 

・しかし、当初予算は農地中間管理機構関連農地整備事業に優先配分され、農業競争力強化農地整

備事業は補正予算に頼らざる得ない状況にあり、計画的な事業執行に支障が生じている。 

 

ⅱ) 農地中間管理機構関連農地整備事業の制度拡充  

新・農地中間管理機構関連農地整備事業の要件を満たさないが、同事業と一体的に整備す

る農地について、一体的な換地計画が策定できるよう制度を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・相続未登記等で中間管理権を設定できない、もしくは1ha未満の団地（飛び地）など、農地中間管

理機構関連農地整備事業の要件を満たさない農地についても、地域農業の更なる合理化を図る上

で、県単事業等の活用などにより一体的に整備する必要がある。 

・農地中間管理機構関連農地整備事業と県単事業等の換地計画を一体的に策定することができず、

所有権の集約化を図れないことで地域内の不公平感が生じるなど合意形成の支障となっている。 

・県単事業等により農地中間管理機構関連農地整備事業と一体的に整備する場合には、県単事業等

を農地中間管理機構関連農地整備事業の付帯工事に位置付けるなどの制度の拡充が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農業水利施設の維持保全 

ⅰ）国営土地改良事業の早期完成、国営造成施設の更新整備事業の計画的な実施 

・国営土地改良事業「東播用水二期地区」（平成25年着工）を早期に完成させること 

・｢東条川二期地区｣をはじめとする国営造成施設の更新整備事業を計画的に実施すること 

【提案の背景】 

・本県では、複数市町に跨がるなど大規模な土地改良事業を国が直接実施しており、昭和20年代か

ら平成初頭にかけて、東条川地区ほか3地区で基幹水利施設や農地が造成された。（下記一覧） 

・これらの施設では、造成後相当年数が経過し、水路のひび割れや漏水事故等の不具合が増加して

いる。なお、東条川地区では、平成33年度から国営東条川二期地区に事業着手を予定している。 
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［東播用水二期地区の取組状況（平成26年度着工）］ 

区  分 内  容 

主要工事 
➀淡河川・山田川幹線水路の改修(明治から大正にかけて建設され、変状や破損が著しく、特に早急な対応が必要) 
②大川瀬導水路・中央幹線水路の補修・補強 
③呑吐ダム・大川瀬ダム小水力発電施設の設置  等 

事業期間 平成25年度～平成33年度（9年間） 

受益面積 7,313 ha（受益者数13,046戸） 

事 業 費 186.9億円[農水145.4億円：上水41.5億円] 

農水負担率(%) 国：県：市町：農家＝66.6：17(30)：6(3.4)：10.4(0) ※（ ）書は耐震対策 

［一覧］主な国営造成施設 

地区名 関係市町 主要施設 造成年度 

東 条
とうじょう

川
がわ

地区 加東市、小野市、三木市 鴨川
かもがわ

ダム,船木
ふ な き

池,安政
あんせい

池,水路 23km S22～S39 

加古川
か こ が わ

西部
せ い ぶ

地区 加西市ほか５市町 糀屋
こうじや

ダム,井堰 4 基,水路 81km S42～H2 

東播
とうばん

用水
ようすい

地区 神戸市ほか４市町 呑吐
ど ん ど

ダム,大川瀬
おおかわせ

ダム,川代
かわしろ

ダム,水路 110km S45～H4 

北淡路
きたあわじ

地区 淡路市 農地造成 400ha,常盤
と き わ

ダム,谷山
たにやま

ダム,水路 48km S43～H 元 
 

 

ⅱ）更新整備における規模に関わらない国の事業実施 

・国営造成施設の更新整備の末端受益面積要件を撤廃し、全て国が対応すること 

【提案の背景】 

・現行制度では、末端受益面積500ha以上（重要施設100ha以上）の国営造成施設の更新整備は国が

実施し、それ以外の施設は県または市町、土地改良区が実施することとなっている。 

・面積要件に満たない基幹的な国営造成施設についても原則国有財産となっていることから、施設

造成者である国の責任で更新整備を実施すべきである。 
 

ⅲ）基幹水利施設管理事業の拡充 

・公益性の高い国営造成施設の維持管理を支援する基幹水利施設管理事業について、受

益面積や通水量等による要件を撤廃すること 

【国制度の問題点】 

・現行では、受益面積300ha、ダム設計洪水量300ｍ3/s以上または貯水量2,500千m3以上、幹線通水

量5㎥/s以上等が補助対象となっているが、国から施設を受託管理している本県の北淡路土地改

良区は、受益面積以外の要件を満たさない（受益面積350ha、ダム設計洪水量184m3/s、ダム貯水

量633千m3、幹線通水量0.1㎥/s）ため、維持管理への支援が受けられない。 

・施設の大小に関わらず一定の施設管理費用を要する国営造成施設の支援に面積要件等を設けるこ

とは不適切である。 

 

ウ 多面的機能支払交付金の安定的な実施 

・多面的機能支払交付金の予算を確保すること 

・平成31年度からの次期対策においても現行制度を維持すること 

【提案の背景】 

・「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農地・農業用水等の資源の保

全管理を地域ぐるみで行う共同活動や水路などの施設の長寿命化を図る活動の取組を更に推進

するため、十分な予算を確保する必要がある。 

・交付金の中でも、特に「資源向上支払（長寿命化）」は地域要望も多く、施設の補修・更新によ

る農地・水の保全に大きく寄与しているが、第１期対策（H26～H30）が活動満了を迎えることか

ら、次期対策においても維持される必要がある。 

 

エ 農地・農業用施設災害関連事業の充実・強化 

・農地・農業用施設の災害関連事業の国庫補助率の嵩上げなど制度を充実すること 
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【国制度の問題点】 

・災害関連事業は国庫補助率が50％となっており、残りは市町及び農家の負担となる。 

・激甚災害に指定された場合、別途補助率の嵩上げ（80％～92％）はあるものの、農地災害関連区

画整理事業の農地と災害関連農村生活環境施設復旧事業の水害については、補助率の嵩上げ対象

外となっており、国庫補助率が著しく低くなっている。 
 
オ 農業生産を支える農地防災施設のインフラ長寿命化対策の推進 

・小規模な修繕・更新にも補助事業が適用できるよう制度を充実すること 
【国制度の問題点】 

・堤防の修繕、水門設備の更新などの小規模な農地海岸の老朽化対策などでは、要領に記されてい
る総事業費（高潮・浸食対策：10,000万円以上、海岸耐震・海岸堤防等老朽化対策：5,000万円
以上）に満たないことが多く、小規模な修繕・更新等のきめ細やかな対策を実施できない。 

 
⑫ 中山間地域における農業生産活動の推進                      

ア 中山間地域等直接支払い交付金等の予算確保 

・中山間地域等直接支払交付金と、きめ細かな指導・支援に必要な推進交付金の予算を

確保すること 

【国制度の問題点】 

（中山間地域等直接支払交付金） 

・本県では、本交付金を活用しつつ、集落での地域活動や農業生産活動等の取組に対する支援を行

い、中山間地域における農地の保全に取り組んでいる。 

・平成30年度の国の交付額は、交付要件を満たす集落の要望額を満たしておらず(約97％)、各集落

が予定していた活動が十分に出来ず、農家の営農意欲が減退し、耕作放棄地の増加が懸念される。 

・当交付金は農業生産条件が不利な地域における適正な農業生産活動を継続するために必要不可欠

であり、集落への満額交付に努める必要がある。 

（きめ細かな指導・支援に必要な推進交付金） 

・平成30年度において、要望額の86％となっている。交付金の交付対象面積が増加し、実施状況の

確認事務が増加しているにも関わらず、推進交付金が不足している。 
 

イ 中山間地域等直接支払い交付金の交付要件の緩和 

・交付要件である「５年間以上継続して農業生産活動を行うこと」を廃し、単年度の実

施でも交付すること 

【国制度の問題点】 

・「５年間以上の継続した農業生産活動」が要件となっていることから、取組に意欲があっても、

特に高齢化が進む集落では将来が見通せないために、交付金申請を躊躇する事例も少なくない。 

・本交付金は農業生産条件が不利な中山間地域において平地との生産条件の格差是正を行うことに

より、農業生産活動を維持することを目的としており、単年度でも取組でも支払うべきである。 
 

⑬ 環境保全型農業直接支払交付金の安定的な実施                  

ア 十分な予算の確保 

・実施した営農活動に対して交付金を全額交付できるよう十分に予算を確保すること 

【国制度の問題点】 

・要望に対し、ここ数年十分な予算の確保がなされておらず、生産者は、事業に取り組んだにもか

かわらず要領に定められた単価が支給されていない状況にある。（交付率 H28：69%→H29：67%） 

［国の制度］「環境保全型農業支払交付金」の概要 （29国予算：24億円、28国予算：24億円） 
区 分 内 容 

趣 旨 
農業者の組織する団体等が化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わ
せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援 

対象取組 
全国共通取組：カバークロップ、緑肥の作付け、堆肥の施用、有機農業  
地域特認取組：冬期湛水、中干延期、草生栽培、リビングマルチ 等 

その他 
30年度から、環境保全効果が高いこと等を理由に全国共通取組を優先配分することや、
将来的に国際基準GAPの取組が必須要件となる見通し。 
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イ 地域特認取組への配分の堅持 

・生物多様性保全に効果の高い地域特認取組についても、全国共通取組と同等に扱い、

差を設けずに交付金を配分すること 

【提案の背景】 

・降雪や畜産農家不在等の理由から、全国共通取組に取り組むことが困難な地域では、地域特認取

組として、冬期湛水などを行っている。地域特認取組も、全国共通取組と同等に生物多様性保全

効果が高いことが調査により確認されている。(環境保全型農業直接支払交付金に係る都道府県中間年評価) 

［国の制度］全国共通取組と地域特認取組の違い 

区 分 全国共通取組 地域特認取組 

地球温暖化防止 カバークロップ、堆肥の施用 リビングマルチ、草生栽培 
生物多様性 有機農業 冬期湛水、中干延期 

 

 

⑭ 農山漁村地域整備交付金の予算確保                       

・下表の地区における農山漁村地域整備事業の予算を確保すること 

［計画］平成31年度 農山漁村地域整備交付金 主な事業計画               （単位：百万円） 

事 業 名 地 区 所要額(国費) 

農業農村 

基盤整備 

農地整備 雁
がん

戸井
ど い

（加古川市）ほか11地区 443 

水利施設整備 蓼
たで

川
がわ

（豊岡市）ほか9地区 249 

農村整備 平野
ひ ら の

印路
い ん じ

（神戸市）ほか 25地区 550 

計       48地区 1,242 

森林基盤 

整備 

治山事業 上
かみ

小田
お だ

(神河町)ほか19地区 720  

林道改良事業 瀞
とろ

川
かわ

・ 氷
ひょう

ノ山
の せ ん

線ほか10地区 87 

林道点検診断・保全整備事業 瀞
とろ

川
かわ

・ 氷
ひょう

ノ山
の せ ん

線ほか5地区 27 

森林空間総合整備事業 六甲山地区（神戸市） 27 

花粉発生源対策促進事業 波賀町皆木（宍粟市）ほか 886 

計 39地区 1,747 

水産基盤整備 

漁村再生交付金事業 南あわじ地区（南あわじ市）ほか2地区 55  

漁業集落環境整備事業 坊
ぼう

勢
ぜ

（姫路市）ほか3地区 55 

計 7地区 110  

海岸保全施設整備 
海岸保全施設整備事業(漁港) 沼

ぬ

島
しま

（南あわじ市）ほか6地区 186 

計 7地区 186 

合計 101地区 3,285 

 

⑮ 地方創生道整備推進交付金の予算確保                      

・広域農道・林道整備事業を推進する地方創生道整備推進交付金の予算を確保すること 

【提案の背景】 

・予算不足による整備待ちの状態の解消が進めば、農山村地域の活性化に不可欠な広域農道と「新

ひょうご林内路網1,000km整備プラン」に基づく林道の整備が着実な推進に寄与する。 

・林業の収益性向上が図られ、低コストかつ安定的な原木供給体制の整備が進む。 
 

［県の取組］新ひょうご林内路網1,000km整備プランの概要 

大型製材工場、木質バイオマス発電施設が稼働開始するなど、大幅な木材需要の増加が見込まれる

ことから、木材の安定供給体制の一層の強化を図るため、平成26年度から平成33年度までの8年間

で新たに1,002ｋｍの林道・作業道の路網整備と、効率的な木材生産を可能とする概ね50haをひと

まとまりとする「低コスト原木供給団地」を192団地設定する取組 
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(3) 資源循環型林業の展開                   【総務、農水】 

① 地域材の利用拡大と製材工場等の安定経営に向けた支援               

ア 地域材利用の促進 

ⅰ)CLT工法による建築物の整備促進  

a)予算の確保 

・次世代林業基盤づくり交付金の予算を確保すること 

主b)事業実施主体への負担軽減策の実施 

・CLT工法による建築物の施工例をある程度確保できるまでの間、補助率の嵩上げ(現行

50％)など事業実施主体に対する負担軽減策を講じること 

【提案の背景】 

・都市部の中高層建築物や防火地域においてCLT工法による建築物の整備を促進することで価格の

低減や施工実績の増につながるよう、当面の間、事業主体の負担軽減を図ることが必要である。 

［建築基準法改正案（木造建築物の整備の推進）］ 
・耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し（高さ13ｍ・軒高9m超→高さ16ｍ・階数４以上） 
・構造部材であるCLT等の木材をそのまま見せる（あらわし等）を可能とする 
・外壁や窓の防火性能を高めることにより建築物内部の柱等に木材利用を可能とする 

 
［県の取組］CLT工法を活用したモデル建築物 
・CLT工法の活用ﾓﾃﾞﾙとして兵庫県林業会館(神戸市中央区)の建替(５階建)を支援 
・防火地域におけるCLT工法の建設、床(耐火)へのCLT活用は全国初 

(CLT活用の意義)木材があまり使われていなかった中高層建築物での CLTの活用・普及を図り地域材の利用を促進 
 

主ⅱ)公共建築物や民間施設での地域材利用を促進する補助制度の創設 

・25年度補正予算で措置された「森林整備加速化・林業再生基金事業」と同等の補助制

度を創設すること 
【提案の背景】 

・当該基金事業は、県の裁量で予算配分が可能であったため、計画的に公共建築物や民間施設での
地域材利用を促進することが可能であった。 

 
［本県の取組］25年度補正予算における県の整備内容 

・製材工場乾燥施設や燃料用チップ製造施設等の整備を支援し、県産木材の加工流通体制の強化を
図ったほか、児童福祉施設や体験交流施設など公共施設等の木造・木質化などを実施 

 
ⅲ)次世代林業基盤づくり交付金の拡充 

・次世代林業基盤づくり交付金の補助率を引き上げるなど事業実施主体の負担軽減策を

講じること 

【提案の背景】 

・木造施設の建築意欲を高めるため、27年度までの支援策と同様の50％以内の補助率とすることで、

事業主体の負担が軽減され、木造・木質化が促進される。 

［国の制度］国の負担軽減策の例 
区 分 現行制度（28年度～） 見直しの例（27年度までの支援策と同様） 
要 件 原則木造化 木造・木質化 
補助率 15％以内（木質化の場合3.75％以内） 50%以内 

  
ⅳ)住宅等での地域材利用を促進する補助制度及び低利融資制度の創設 

・｢木材利用ポイント事業｣(25年度国補正予算)と同等の支援制度を創設すること 

・木造住宅等地域材利用拡大支援事業を継続すること 

・木造住宅建築や民間建築物の木造・木質化に対する低利融資制度を創設すること 
【提案の背景】 

・25補正で実施された木材利用ポイント事業は地域材需要を喚起するなどの効果があり、また、木
造住宅等地域材利用拡大支援事業も地域材利用促進などの効果があったが28年度で終了。 

・住宅等での地域材利用を促進するためには、助成事業だけでなく、融資制度もあわせて実施する
ことが効果的であり、全体として更なるインセンティブ効果が期待できる。 
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［国の制度］ 

区 分 木材利用ポイント事業 木造住宅等地域材利用拡大支援事業 

概 要 

木造住宅の建築等に地域材を利用した消
費者に対し、地域の農林水産品や商品券
等に交換できる木材利用ポイント（１ポ
イント１円相当）を付与 

住宅等における地域材の需要拡大を図る
ため、木材関係者等が連携して行う取組
等に対し、必要な経費を助成 

対 象 

１ 木造住宅の新築・増築又は購入 
２ 内装・外装木質化工事 
３ 木材製品及び木質ペレットストー

ブ・薪ストーブの購入 

木造住宅等における木材需要の拡大の取
組（例：住宅展示会やセミナーの開催、
住宅の設計者等への研修会や技術指導、
工法・資材の開発・試作など）" 

補助率 

１ １棟あたり３０万ポイント 
２ 床（新築）の場合、９m2で2.1万ポイ 

ント。以降３m2増えるごとに7千ポイ
ントを加算。上限30万ポイント。 

３ 製品ごとにポイントを設定。（１製品
あたり上限10万ポイント） 

事業の実施に必要となる経費の定額を助
成 

 

 
［本県の取組］兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度の概要 

区 分 内 容 
対 象 県産木材を50%以上使用して自ら居住する木造住宅を新築等する者 
条 件 融資限度額2,300万円、返済期間25年以内（上乗せ条件あり） 
利 率 1.0%(H30.4.1現在、25年間固定 

 

 
ⅴ)ペレットストーブ等利用設備導入に対する助成制度の創設 

・ペレットストーブ等利用設備導入に対する各家庭個別助成制度を創設すること 

【提案の背景】 

・木質ペレット※を使用するペレットストーブは間伐材の利用促進や地球温暖化防止対策などのメ

リットがあり、バイオ燃料の家庭への普及を図るには有効な設備であるが、普及を図るための国

の助成制度がない。 ※ おが粉やかんな屑など製材副産物を圧縮成型した小粒の固形燃料 
 
イ 安定経営に向けた支援 

ⅰ)木材産業等高度化推進資金の利率の引き下げ 

・中小規模事業体に対する「木材産業等高度化推進資金」の借入利率（1.5～1.6％）を

引き下げること 

【提案の背景】 

・製材工場等の経営の安定化を図るためには、原木購入代金等の運転資金等の借入に伴う金利負担

の軽減による製材工場への支援が必要である。 

・大規模事業体に対しては利率の引き下げが行われたものの、中小規模事業体においては、利率据

え置き（1.5～1.6%)であり、資金繰りの厳しい中小規模事業体へのより一層の支援を希望する。 
 

［本県の取組］兵庫県産木材利用促進特別融資事業の概要 
区 分 内 容 

貸付対象者 製材業者、素材生産業者等 
貸付対象事業 製材、木質バイオマス燃料の生産、高性能林業機械等の導入 
利      率 短期プライムレートの1/2（H29.4.1現在0.74％程度） 

 

 
ⅱ)少花粉品種への転換促進 

・伐採促進に加え、少花粉苗木生産に関する後継者育成対策や継続的な少花粉品種の開

発を進めること 

【提案の背景】 

・成熟化が進む本県の人工林において、今後増加が見込まれる皆伐に対応するため、皆伐後の再造

林に必要な少花粉コンテナ苗木の安定的な供給体制の確立が不可欠である。 

・国民病とも言われている花粉症の被害を低減させるため、スギ・ヒノキ人工林の少花粉品種への

転換が急務である。 
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主② 原木安定供給のための林内路網整備等への支援強化                

・県代行制度の林道等整備要件の緩和に伴う要望額の増加などに対応できるよう林業専

用道整備費補助の予算を確保すること 
【提案の背景】 

・木質バイオマス発電施設や木材加工流通施設へ原木を安定的に供給するためには、林業専用道路
整備が不可欠である。 

・平成28年度に林業専用道整備事業において、県代行制度の林道等整備の要件が緩和されたことか
ら、今後要望額の増加が見込まれる。 

［国の取組］森林環境保全整備事業の概要 H30国概算決定：374億円 H29国予算：371億円 
事業名 内 容 

森林環境保全直接支援事業 計画的な間伐等の森林施業、森林作業道の開設等を支援 
環境林整備事業 針広混交林への転換、風水害を受けた森林の復旧のための造林等を支援 

林業専用道整備事業 
森林施業のために恒久的施設となる林業専用道の整備等を支援 
※ H28に県代行の要件が緩和（林道利用区域面積要件200ha→50ha） 

 

 
③ 未利用間伐材等の低コスト安定供給に向けた支援                 

ア 未利用間伐材等の低コスト安定供給のための支援 

・高性能林業機械のレンタル料に対する支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・レンタル制度を活用して、最新の高性能林業機械の使い勝手等の試運転を経験させることにより、

リース移行へのインセンティブとする。 
 

イ 未利用間伐材等を木質バイオマス資源として利用促進するための支援 

ⅰ)作業ポイント（山土場）整備の採択基準の緩和 

・森林・林業再生基盤づくり交付金事業の「作業ポイント（山土場）整備」の採択基準

を小規模なものも対象となるよう緩和すること 

【国制度の問題点】 

・現行制度では、１箇所500万円の土場で5,000㎡程度の規模の大きなものしか対象とならない。 

・材の選別・仕分けや、乾燥を行う作業ポイントを分散設置することで経済的・安定的な材の供給

が可能となるため、小規模なものも対象とすべきである。 
 
ⅱ)林外の土場の整備に対する支援制度の創設 

・大量輸送用の大型トラックが通行する道路沿いなど林外でも土場が整備できる支援制

度を創設すること 
【提案の背景】 

・低コストで原木を安定供給する上では、森林外においても中間土場の設置が必要である。一般に
山土場に比べて大型トレーラ等による輸送が可能となるため、山土場から原木市売市場を通して
工場に搬入するよりも、物流コストを縮減することが可能となる。 

・中間土場の実績は補助対象では無く、多くの森林組合では、自所有地を代用して間伐材をストッ
クしている状況であり、今後、主伐再造林を進めるにあたって、大量の原木を確保できるストッ
クヤードが必要になる。 

 
ⅲ)輸送に関する助成制度の創設 

・伐採現場からチップ工場等までの輸送に要する経費に対する助成制度を創設すること 
【提案の背景】 

・木質バイオマス発電所で使用する未利用間伐材等は、形状や大きさが不揃いであることから、積
み込み・運搬費が増嵩するため、輸送費に対する助成制度も必要である。 

 
［県の取組］県内の木質バイオマス発電所 

市町名 稼働年月 発電出力 

赤穂市 H27.3稼働 16,530kW 

朝来市 H28.12稼働 5,600kW 

丹波市 H29.12稼働 22,100kW 

計 63,130kW 
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④ 林業公社の経営改善に対する支援の強化                      

 ア 林業公社向け資金の負担軽減 

 ・日本政策金融公庫の林業公社向け資金（利用間伐推進資金）の負担軽減を図ること 

○ 償還期間の延長（現行20年→35年） 

○ 利息等の貸付対象化 

○ 利率の更なる低減 

【提案の背景】 

・林業公社が担う事業は、本格的な伐採時期を迎えるまでの間は収益が見込めないことから、経営

安定化のために、長期間の資金調達や利息負担の軽減は不可欠である。 

［国の制度］日本政策金融公庫貸付（利用間伐推進資金）のスキーム 
区 分 貸 付 対 象 経 費 利率の低減対策 

対  象 
利用間伐に伴う事業費 有（無利子資金の併用貸し） 
既往公庫資金の約定償還元金の９割 無 

対象外 
利息、上記元金の1割、 
償還期限前の高利率資金の借換 

無 
 

 
イ 特別交付税措置の継続 

・県から林業公社に対する貸付や利子補給に関する特別交付税措置(充当率50％、上限額

５億円)について、県に対する支援を継続すること 

【国制度の問題点】 

・公益的機能の高度発揮を目指した森林整備を進めるために継続的な支援が不可欠であるが、平成

18年総務省・林野庁通知により５年間措置された後は、期限を定めず毎年度継続されている状況

にあり措置期間が未定である。 
 
⑤ 県立森林大学校の運営に対する支援の強化                    

 ア 緑の青年就業準備給付金の予算確保 

・「緑の青年就業準備給付金」の予算を確保すること 

【提案の背景】 

・将来の森林経営を担う意欲を持った人材が兵庫県立森林大学校で安心して研修に専念できるよう

な環境整備として、給付金の十分な予算の確保が必要である。 

［国の制度］緑の青年就業準備給付金の概要 
区 分 内 容 
給 付 額 最大１５０万円／年（最大２年間） 

給付の要件 
① 研修期間が概ね１年かつ 概ね年間1,200時間以上  
② 研修期間を通して林業への就業に必要な技術や知識を習得 

林業就業を給付期間の1.5 倍（3年間）の期間継続した場合、返還義務は免除 
 

 
［本県の取組］兵庫県立森林大学校の概要（平成29年４月13日開校） 

区 分 内 容 

設置目的 
次代の林業を担う人材の養成や森林に関わる人材等を幅広く育成することにより、持続可能
な森林経営の展開を図り、もって森林の有する多面的機能の増進及び地域の活性化に寄与 

設置場所 宍粟市一宮町 
入学資格 高等学校卒業又は同等程度、40歳以下 
就業年限 ２年 
学年定員 20名 

 

 
イ 特別交付税措置の創設 

・林業の担い手の着実な養成を図る意欲的な取組を行う地方公共団体に対して、特別交

付税措置を講じること 

【国制度の問題点】 

・森林大学校の管理運営費として年間約１億円（人件費込み）が見込まれるが、国庫補助はなく、

特別交付税措置もなされていない状況にある。 
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(4) 適切な水産資源管理等による水産業の振興     【総務、外務、農水、海保】 

主① 国営増殖場造成及び第２の鹿ノ瀬構想等の推進                  

ア 日本海の増殖場の整備推進 

・現行のズワイガニ等の増殖場整備を前倒しして進めること 

・前倒しに必要となる予算を増額すること 
【提案の背景】 

・日本海西部におけるズワイガニ等の漁獲量は平成4年に298トンまで減少し、その後、増殖場の整
備や資源管理の取組により2,000トン近くまで回復したが、平成20年以降は減少傾向にあること
から、水産資源の維持増大や、本県但馬地域の主力漁業である沖合底びき網漁業の生産性向上と
経営安定のため、計画的な増殖場の整備が必要である。 

［国営増殖場の概要］ 
区 分 内 容 
概  要 国と関係県(兵庫・島根・鳥取)が費用を負担し、領海外の沖合漁場において複数の増殖場を広域的に整備 
事業期間 平成19～33年度 
事業規模 保護育成礁 32箇所整備(但馬沖5箇所、赤碕沖8箇所、隠岐北方11箇所、浜田沖8箇所) 
費用負担 国3/4 関係県1/4 

［ﾃﾞｰﾀ］日本海のズワイガニの漁獲量の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 
イ 瀬戸内海の増殖場等の整備推進 

ⅰ）第２の鹿ノ瀬構想の推進 

・家島周辺海域での第２の鹿ノ瀬構想の推進に関する予算措置を継続すること 
【提案の背景】 

・漁業者からの要望の強いマコガレイ、メバル・カサゴ等の水産資源が維持増大のため、家島周辺
の生産性の乏しい砂泥海域に大規模な石材礁を整備することにより、天然の好漁場である鹿ノ瀬
等に匹敵する大規模な漁場整備を図る必要がある。 

［県営増殖場（第２の鹿ノ瀬構想）の概要］（概ね20年間実施、全体事業費約100億円） 
・加島(かしま)、院下島(いんげじま)、三ツ頭島(みつがしらじま)、加島南(かしまみなみ)の周辺

4海域の水深30～40ｍに、各10基程度の石材礁を造成 
・第1期事業として、加島周辺海域で事業を実施し25年度に完成 
・これまでのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果に基づき、第2期事業として三ツ頭島周辺海域で事業実施中 
・平成30年度から加島南地区での測量試験を開始 
○三ツ頭地区：第1地区(H24～26）石材礁4基造成（事業費約11.2億円） 

         第2地区(H27～30）石材礁4基造成（事業費約13.6億円） 
 
ⅱ）淡路島における増殖場等整備に対する予算措置 

・淡路島を巨大な天然礁と捉え、天然漁場や沿岸の既設増殖場、魚礁を補完する増殖場

等整備のための予算を確実に措置すること 
【提案の背景】 

・地域特性に応じた整備を推進することにより、本県の瀬戸内海側の水産資源が維持増大し、小型
底びき網漁業や刺網漁業、一本釣り漁業等の生産性向上と経営の安定が図られる。 

 

② 栽培漁業の推進                                

国民に水産物を安定的に供給するため、資源の積極的な増大を図る栽培漁業推進のため

の以下の措置を講じること 
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ア サワラ放流用種苗生産の推進 

・サワラの放流用種苗生産を継続して実施すること 

【提案の背景】 

・サワラは瀬戸内海の重要魚種であるが、広域回遊種であるため県単独で栽培漁業に取り組むこと

が困難であり、種苗生産を国が、中間育成と放流を関係府県が担当し連携して取り組んでいる。

今後も継続してサワラ資源の増殖に取り組むため、引き続き国による種苗生産が不可欠である。 
 

イ 疾病防除に対する技術開発の推進 

・伝染性疾病に対する、迅速かつ正確な診断法、予防法の技術開発を積極的に推進すること 

【提案の背景】 

・種苗生産現場で伝染性疾病が発生すると、疾病発生に関係する全ての新魚及び種苗を処分し、さ

らに消毒等による徹底した感染防止を図る必要があるため、種苗の生産計画に多大な被害と支障

が生じることとなる。 

・本県では、平成28年度にヒラメのアクアレオウイルスが、平成29年度にクルマエビの急性ウイル

ス血症が発生し、大きな被害を受けた。 

・これら種苗生産で被害をもたらす疾病に対しては、親魚から生産された種苗への感染（垂直感染）

を防除する技術等の早急な開発が必要である。 
 
ウ 二枚貝資源量の回復の推進 

・ナルトエビエイなど食害種の駆除等による二枚貝の生息環境の改善を図ること 

・大型の稚貝を大量生産できる技術開発を行うこと 

【提案の背景】 

・豊かな海の再生には、有機懸濁物の濾過能力が高く海域の物質循環に重要な役割を担うアサリ等

の二枚貝資源量の回復が必要である。 

・漁業者が取り組む生息環境の改善、食害生物の駆除に対する継続した支援が必要である。 

・アサリの種苗生産、放流、天然海域での育成など県や漁業者が行う取組をより効果的に進めるた

めには、大型稚貝までの大量生産・育成の技術開発など国の支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

エ 水産動物種苗の生産体制の確立 

・老朽化して水産動物種苗の生産や放流に支障を来たすようになった施設の改修に必要

な予算を確保すること 

・改築時の撤去費用に対しても支援を行うこと 

【提案の背景】 

・種苗生産施設の老朽化に対しては、これまで施設の更新や修繕に取り組んできたが、今後ますま

す老朽化が進むことから、施設の機能維持と持続的な利用を図るためには、国による継続的かつ

計画的な支援が必要である。 

 ・現行制度では、新設もしくは機能強化のための改築以外の更新は認められておらず、また一部の

補正予算を除いて改築時の撤去費用については対象となっていないため、施設の老朽化が進む状

況下にあっては、種苗生産機関の負担が大きい。 
 
③ 日本海における漁業秩序、資源管理体制の早期確立                

日本海の水産資源を保全し、本県の沖合底びき網漁業、ﾍﾞﾆｽﾞﾜｲｶﾞﾆかご漁業、いか釣り

漁業を守るため、早急に以下の措置を講じ、漁業秩序と資源管理体制を確立すること 
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ア 暫定水域の撤廃 
・日韓の排他的経済水域の早急な境界画定により暫定水域を撤廃すること 

・暫定水域内における韓国漁船の無秩序操業の排除、資源管理体制を確立すること 
【提案の背景】 

・共同で利用されるべき暫定水域を韓国漁船に一方的に占拠される状況が続いており、本県漁業者

の操業が不能となっている。 
 

主イ 取締の強化 

ⅰ）韓国漁船の違法越境操業の排除 

・韓国漁船による我が国の排他的経済水域での違法越境操業を排除すること 

・撤廃されるまでの間、韓国政府に対し、自国船に対する監視取締強化を要請すること 

【提案の背景】 

・排他的経済水域での韓国漁船による違法操業が常態化しており、漁場に放置したカニカゴ等の投

棄漁具が漁場荒廃や資源減少を招くなどの極めて大きな問題となっている。 
 

ⅱ）北朝鮮漁船の違法操業の排除 

・北朝鮮スルメイカ漁船等による我が国排他的経済水域での違法操業を排除すること 

【提案の背景】 

・平成29年６月に我が国排他的経済水域に位置する大和碓において数百隻規模の北朝鮮籍ｽﾙﾒｲｶ漁

船による違法操業があり、本県漁業者は操業の妨害を受け、安全操業を脅かす事態が生じている。 
 

主ウ 外国漁船の操業による影響を受けている漁業者への支援 

・「韓国・中国等外国漁船操業対策事業」を安定的に実施すること 

【提案の背景】 

・当該事業は平成27年度までは、基金事業として実施できていたが、平成28年度以降は、各年度の

補正予算による単年度事業での対応となっており、暫定水域の影響を受けている漁業者に対し

て、安定した事業の実施ができるよう、確実な予算確保が必要である。 
 
④ 水産業の競争力強化                              

ア 漁業者に対する経営支援策の充実  

・「水産業競争力強化緊急事業」の十分な予算を確保すること 

【提案の背景】 

・リース方式により漁船の導入を支援する「水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業」は、H28～

H30年度の３年間で、県内で127隻、全国で3,000隻を超える要望がある。 

・漁船エンジン等の機器類の導入を支援する「競争力強化型機器等導入緊急対策事業」は、H28～

H30年度の３年間で、県内で902件、全国で10,000件を超える要望がある。 

［国の制度］水産業競争力強化緊急事業の概要（29補正：230億円） 
区 分 内 容 
事業目的 水産業の競争力強化を図るため、持続可能な収益性の高い操業体制への転換の取組を支援 

事業内容 

浜の活力再生広域プラン等に基づき、以下の事業を実施 
①広域浜プラン緊急対策事業 

浜の活力再生広域プラン等に基づく実証的取組に対する支援など。 
②水産業競争力強化緊急施設整備事業 

高鮮度化、産地市場統廃合等による競争力強化を図るための共同利用施設の
新設・改築、既存施設の撤去を支援 

③浜の担い手漁船リース緊急事業 
中核的漁業者に対する得リース方式による漁船の導入を支援  

④漁船漁業構造改革緊急事業 
漁船漁業の競争力強化を図るため中核的漁業者に対するリース方式による漁船導入を支援 

⑤競争力強化型機器等導入緊急対策事業 
生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援 

⑥水産業競争力強化金融支援事業 
③～⑤の事業による借入資金への実質無利子化等金融支援 
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イ 燃油価格高騰対策の確実な実施 

・「漁業経営セーフティネット構築事業」について、発動基準の更なる緩和により、燃油

価格が上昇した場合に確実に補填金が支給されるよう改善を図ること 

【提案の背景】 

・漁業者と国との拠出金により燃油価格の高騰時に補填金が交付される漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業は、補填金支給の発動基準の引き下げなどの条件緩和が行われてきた。 

・根本的な燃油コストの削減に向けて、基準価格の固定化などの改善を求める漁業者の要望が強い。 

［条件緩和経過］ 
区 分 内 容 
H22～23 直近２年間の平均値の115% 
H24～28 ７中５平均値（直前７年間の価格のうち高値1年分と低値1年分を除いた5年分の平均値） 

H28～ 
７中５平均値を補填基準とするが、原油価格上昇率に応じて国の負担割合を段階的に
高めて補填する。加えて原油価格が急騰した場合には別途補填金を交付。 

H25～26 
原油価格が62円/Lを上回った場合は、国の負担割合を3/4に高めて補填する漁業用燃油
緊急特別対策を実施。 

［ﾃﾞｰﾀ］原油価格の状況 

・H26.7以降下落していたが、H28.2を底に上昇傾向に転じており、円安の動きも見られ先行き不透明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 漁業の担い手に対する支援の強化                        

ア 新規漁業就業者に対する支援強化 

ⅰ）予算の確保 

・「漁業人材育成総合支援事業」の十分な予算を確保すること 

【国制度の問題点】 

・本県では平成25～28年度累計で延199人が同事業を活用して研修を実施しており、新規漁業就業

者も近年増加の兆しがみられる（H28年度59人/目標50人）など、当該事業に対する漁業者からの

要望は強い。しかし、平成29年度は本県の要望額116百万円に対し、国内示額は90百万となるな

ど十分な予算確保が必要である。 

［国の制度］漁業人材育成総合支援事業の概要 

・漁業現場での研修を行う指導者に対し、雇用型は１年、独立型は３年を研修期間として、指導者

に対する謝金などを支援。 
 
ⅱ）支援期間の延長 

・支援期間を延長（３年→５年）すること 

【提案の背景】 

・近年は漁家子弟以外からの新規就業者も多く、H28年度新規就業者59人のうち、漁家子弟は18人

であるのに対し、漁家子弟以外の者は41人であった。このような状況に対応し、より就業後の定

着を図っていくためにも、研修期間を３年から５年に延長する必要がある。 
 
イ 漁業構造改革総合対策の着実な推進 

ⅰ）予算の確保 

・「もうかる漁業創設支援事業」の予算を確保すること 

【提案の背景】 

・本県の沖合底びき網漁船は高船齢化が進んでおり、全49隻のうち建造から21年以上経過している

漁船が33隻と全体の67％を占めている（H29年7月現在）。今後は多額の資金を要する代船建造に

計画的に取組んでいく必要があり、但馬地域全体で具体的計画策定が進められている。 
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［国の制度］もうかる漁業創設支援事業 
 ・高性能漁船の導入等による収益性向上の実証の取組等を支援する。（用船料等相当額の1/3） 

 
 
 
ⅱ）モデル船以外での取組の対象化 

・モデル船だけでなく、地域内で同様の改革に取り組む漁業者にも活用できるよう弾力

的な運用を図ること 

【国制度の問題点】 

・漁協等が策定する改革計画に基づく実証事業に対する支援のため、漁協が用船するﾓﾃﾞﾙ船だけが

対象となるが、同じ地域の漁業者が建造する漁船も同様に改革計画の実証に寄与する場合が多い

ことから、同地域で建造される複数の漁船を対象とするなど弾力的な運用を図るべき。 
 

⑥ 漁村地域の活性化支援の充実                          

ア 観光協会や商工会との連携事業などに対する支援の充実 

・観光協会や商工会と連携した交流事業や商品開発など漁業者の主体的取組に対する十

分な支援を行うこと 

【提案の背景】 

・観光協会や商工会と連携した取組は、地元水産物の消費拡大や漁村の活性化のため重要な役割を

果たしている。 

・各漁協等が策定する「浜の活力再生プラン」や「浜の活力再生広域プラン」で位置付けられたこ

れら連携事業等の取組を推進するため、国の継続した支援が必要である。 
 
イ 共同利用施設の整備に対する支援 

・「浜の活力再生プラン」に位置づけられた共同利用施設の整備・更新に対する十分な支

援を行うこと 

【提案の背景】 

・ﾉﾘ養殖業は本県の基幹漁業であり、漁村の活性化のためにも事業者の経営体質強化が不可欠である。 

・「ノリ競争力強化対策」（H27補正）以降、大型乾燥機等の整備支援が進められてきたが、今後も

これら機器の整備要望が多数見込まれることから、整備要件の堅持と予算の確保が求められる。 

・また、過去に導入支援した施設も耐用年数を終えることから、国内外の供給不足の解消に向けた

生産強化のため、これら老朽化施設の最新機器への更新支援が求められる。 

 

⑦ 漁業の生産活動を支える拠点漁港等の機能強化                  

ア 拠点漁港の整備に要する予算確保 

・水産物の生産・流通拠点となる漁港の整備に必要な予算を確保すること 

【提案の背景】 

・「水産生産基盤整備事業」を実施している家島漁港や沼島漁港は、地域の「生産拠点漁港」とし

て位置づけられている。今後も漁業生産活動の拠点として利用されるため、家島漁港においては

出漁準備作業の軽労化や安全確保を早急に図る必要がある。 

・また、沼島漁港においては、南海トラフ地震の発生確率が70～80％と高く津波から背後地を守る

施設の整備が急がれる。 

 

イ 漁港施設の老朽化対策、耐震化に要する予算確保 

・漁港施設（県管理漁港14、市町管理漁港39）の老朽化対策と、岸壁や防波堤の耐震化

などを計画的に実施できる予算を確保すること 

【提案の背景】 

・漁港施設の多くは建設から長期間が経過しており老朽化が進んでいる。安定的な漁業活動を維持

するためには健全な施設の確保が必要である。また、南海ﾄﾗﾌ地震の発生確率が高まる中、地震

発生時にも水産物の生産・流通機能を途絶えさせないような岸壁等の耐震化対策が急務である。 
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５ 瀬戸内海の豊かで美しい里海としての再生 
 

(1) 瀬戸内海における里海再生に向けた調査研究及び取組の推進 【農水、国交、環境】 

瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律（平成27年法律第78号）附則第２項

に基づく検討に関して以下のとおり提案する。 

［検討条項］附則第２項 

政府は、瀬戸内海における栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関す

る研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努めるものとし、その成

果を踏まえ、この法律の施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
 
① 広域的な調査研究及び取組実施機関の整備                    

・国、県及び地域の実情に通じた研究者等関係者の連携による瀬戸内海において栄養塩

類の適切な管理を具体化する広域的な調査研究及び取組の実施機関を整備すること 

【提案の背景】 

・本県では27年度から、改正瀬戸法の附則に基づく栄養塩類の減少、偏在等が水産資源に与える影

響を明らかにするため、ｲｶﾅｺﾞを対象として栄養塩の関連性を解明する調査に取り組んでいる。 

・当該調査では、ｲｶﾅｺﾞの生態系ﾓﾃﾞﾙの開発のほか、栄養塩濃度の低下が肥満度と餌料環境の変化

に関連することを示唆する結果が得られた。これらの結果を活用した取組を推進すべきである。 

・改正瀬戸法の附則に基づき、関係省庁、県及び地域の実情に応じた研究者等が広域的な調査研究

及び取組が行えるよう実施機関を早急に整備・充実することが必要である。 
 

② 栄養塩類等の調査及び里海再生に向けた取組の推進                

地域の実情に通じた研究者の意見を聴きつつ、以下のような調査及び里海再生に向け

た取組を推進すること 

ア 実態の解明 

・栄養塩類の減少、偏在等の実態を解明すること 

イ 水産資源に与える影響の解明と管理手法の開発 

・栄養塩類の減少、偏在等が水産資源に与える影響を速やかに解明し、栄養塩類の適切

な管理手法を開発すること 

ウ 循環や海中への溶出メカニズムの解明 

・藻場・干潟等沿岸域における栄養塩類の循環や底質からの栄養塩類の海中への溶出メ

カニズムを解明すること 

エ 気候変動の影響の解明 

・水深鉛直方向の水温・溶存酸素等の連続測定など地球温暖化等の気候変動の影響を解

明すること 

【提案の背景】 

・本県瀬戸内海漁獲量が平成８年以降急激に減少するなど、水産資源をはじめとする海の生物多様

性・生物生産性が低下していると指摘されている。 

・瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するためには、栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査を

行い、それが水産資源に与える影響を解明し、栄養塩類の適切な管理手法を開発する必要がある。 

・本県では27年度から、改正瀬戸法の附則に基づく栄養塩類の減少、偏在等が水産資源に与える影響

を明らかにするため、ｲｶﾅｺﾞを対象として栄養塩の関連性を解明する調査事業に取り組んでいる。 

・瀬戸内海において栄養塩類の適切な管理を具体化していくための調査研究や取組を実施するには

広域的に取り組む体制の構築が不可欠であるが、まずは国と本県が連携を密にして栄養塩類の減

少等の実態を解明するべきである。 

・提案内容は東京湾や伊勢湾等、瀬戸内海以外の海域でも問題となっており、国においてメカニズ

ムを解明し、瀬戸内海の栄養塩類の適切な管理手法の開発に反映すべきである。 
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主(2) 海域の窒素及びりんに関する環境基準の下限値の設定        【環境】 

・海域の窒素及びりんに関する環境基準の下限値を早急に設定すること 

【提案の背景】 

・瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するためには、海の生態系を支える植物プランクトンの

栄養である窒素、りん濃度の低下に歯止めをかけ、水産資源の更なる減少を防ぐため、早急に下

限値を設定することが必要である。 

［現状］海域の窒素及びりん濃度の現状 

・窒素濃度は、Ⅰ類型基準値※を下回る海域が瀬戸内海で拡大。りん濃度についても、長期的に低

下傾向であり、Ⅰ類型基準値を下回る海域が拡大することが懸念されている。 

・なお、H5.6中央公害対策審議会答申では「窒素及び燐は一次生産者である植物プランクトンの栄

養として海域の生態系の維持に必要であり、極端に濃度を低くする必要はない」とされている。 

○Ⅰ類型基準値 

・海域の窒素及びりんの環境基準にはⅠ～Ⅳの類型があり、Ⅰ類型は窒素0.2mg/L以下、りんは

0.02mg/L以下。透明度10m程度以上を目標とする、自然探勝等のための水質レベル 

［ﾃﾞｰﾀ］兵庫県(瀬戸内海)の漁獲消費基礎生産と全窒素濃度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主(３) 良好な生態系の維持に向けた窒素及びりんの削減から管理への転換【国交、環境】 

・窒素及びりんの削減から管理への転換を目的として、以下の見直しを行うこと 

○ 水質総量規制制度の抜本的見直し 

○ 放流水の水質の基準の在り方など下水処理場の排水に関する規制制度の見直し 

【提案の背景】 

・昭和55年以降、８次にわたり総量削減計画（第５次から窒素・りんも対象）を策定し、COD、窒

素及びりんに係る負荷量が削減され、水質は大幅に改善したが、栄養塩の不足により、生物多様

性・生物生産性の低下が指摘されている。 

［国の制度］水質総量規制制度（水質汚濁防止法）の概要 

・水質汚濁防止法に基づく排水基準のみによっては、COD（化学的酸素要求量）等の環境基準達成

が困難な閉鎖性海域を対象に海域に流入する汚濁負荷を総合的に削減する制度 
 
(4) 有害動植物の駆除等対策の推進              【農水、環境】 

・ミズクラゲを有害生物漁業被害防止総合対策事業の対象生物に指定し、駆除その他必

要な措置に対する支援を行うこと 

【国制度の問題点】 

・ﾐｽﾞｸﾗｹﾞは、近年瀬戸内海で突発的に大発生することがあり、大発生が続くと漁業への被害だけ

でなく、生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼす恐れがある有害動植物に該当する。 

・駆除等は漁業者が自主的に実施しているが、大型クラゲは当該事業の対象で国の支援があるにも

関わらず、広域回遊しないこと等を理由として、ﾐｽﾞｸﾗｹﾞは対象生物となっていない。 

［国の制度］「有害生物漁業被害防止総合帯策事業」の概要 
区  分 内  容 
事業対象生物 大型クラゲ、トド、ザラボヤ等 
補助対象 用船料、燃油費、処理費用等 
事業実施主体 民間団体等（定額補助による） 
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「広域総合水質調査」（環境省） 
「漁業・養殖業生産統計」（農林水産省） 
 
※漁獲消費基礎生産は、「プランクトン食性魚

介類」及び「魚食性魚類」が、それぞれ１

ｔ当り植物プランクトンを 100ｔ及び

1,000ｔ捕食するとみなし、対象魚種の漁獲

量にこれらの値を乗じて算出 

※全窒素は、大阪湾北部、大阪湾南部、播磨

灘北部、播磨灘南部の 24 地点の平均値 
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(5) 「里海」瀬戸内海の再生に向けた環境整備の推進    【農水、国交、環境】 

・地域の多様な主体による里海再生活動を支援するための施策を充実すること 

○ 藻場、干潟等の再生創出活動 

○ 緩傾斜護岸等の環境配慮型護岸の整備に対する支援 
【提案の背景】 

・瀬戸内海では、高度経済成長期を中心とした埋立により、藻場、干潟が急速に消失してきた。 
・平成27年10月に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法や同法に基づく国の基本計画では、沿岸

域の環境の保全、再生及び創出に取組むとされており、藻場・干潟の再生等を進める必要がある。 
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出典）1898、1925、1949、1969 年：「瀬戸内海要覧」（建設省中国地方建設局） 
   1978 年：「第２回自然環境保全基礎調査 海域調査報告書」（環境庁） 
   1989～1990 年：「第４回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書」（環境庁） 
   1995 年：「第５回自然環境保全基礎調査 海辺調査報告書」（環境庁） 
   2006 年：「瀬戸内海干潟実績調査」（環境省） 
 注）出典により面積測定方法に違いがある。響灘を除いた面積。 

出典）1960、1966、1971 年：「瀬戸内海要覧」（建設省中国地方建設局） 
   1978～1979 年：「第２回自然環境保全基礎調査 海域調査報告書」（環境庁） 
   1989～1990 年：「第４回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書」（環境庁） 
 注）出典により面積測定方法に違いがある。響灘を除いた面積。 
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６ 野生鳥獣被害対策等の推進 
 

(1) 野生動物による農林業等被害対策の推進            【総務、農水、環境】 

① 鳥獣被害対策の充実                               

ア 鳥獣被害防止総合対策交付金事業の拡充 

主ⅰ）シカ、イノシシ捕獲の予算の確保 

・シカ、イノシシによる農林業被害を減少させるため、捕獲目標(ｼｶ46,000頭/年、ｲﾉｼｼ

20,000頭/年)が達成できる予算を確保すること 

【提案の背景】 

・農林業被害低減に向け、県捕獲専門家チームの派遣、狩猟期中のｼｶ・ｲﾉｼｼ捕獲報償金の拡充等に

より、ｼｶ㉙4.5→㉚4.6万頭、ｲﾉｼｼ㉙1.5→㉚２万頭と捕獲目標を上げ、捕獲を促進する。 
 

［本県の取組］ 

 ・県捕獲専門家ﾁｰﾑの派遣（警察OB等） 目標：シカ1,000頭、イノシシ500頭 

 ・狩猟期中のシカ・イノシシ捕獲報償金の拡充（+2千円/頭） 

・ICT活用大型捕獲オリの活用 
 

ⅱ）鳥獣被害対策実施隊の対象拡大 

・鳥獣被害防止特別措置法に基づく捕獲活動等を担う鳥獣被害対策実施隊について、市

町が有害捕獲を委託している猟友会の有害捕獲班も対象とすること(現行は市町職員(非常勤職員含む)) 

【国制度の問題点】 

・シカ等の有害捕獲班は、効率的な捕獲を実施し、実質的な鳥獣被害対策実施隊の活動を行っているにもか

かわらず、被害対策に要する国庫補助(10/10)を算定する際の根拠となる実施隊人数から外されている。 
 

ⅲ）防護柵の予算の拡充 

・シカ、イノシシ等の生息域が拡大していることから、現在、被害が生じていない地域

も含めて防護柵を迅速に設置できるよう、予算を拡充すること 

【提案の背景】 

・シカ、イノシシの生息域が拡大している中、捕獲と防護(柵)の両輪で被害対策を進めているが、

防護柵に関する鳥獣被害防止総合対策交付金の内示は現状、要求額を大幅に下回っている。 
 

ⅳ）被災防護柵の復旧事業の対象化 

・豪雨等の自然災害により被災した防護柵の復旧を円滑に進められるよう、被災防護柵

の復旧事業を補助対象に追加すること 

【提案の背景】 

・被災した防護柵の復旧は、現在県単独事業等で対応しているところであるが、近年自然災害発生

頻度が増加しており、これまで以上の被災防護柵復旧が必要となることが想定され、迅速な復旧

のため鳥獣被害防止総合対策交付金でのメニュー化が必要である。 
 
主ⅴ）処理加工施設や減容化・焼却施設整備の予算の拡充 

・シカの有効活用を促進するための処理加工施設や、廃棄処分するための減容化・焼却

施設の整備の予算を拡充すること 

【提案の背景】 

・捕獲したシカ等を地域資源として有効活用を図るため処理加工施設の整備や、活用できない個体

や適正処理を行うための減容化施設の整備を促進しているが、整備事業に係る鳥獣被害防止総合

対策交付金の交付額は要求額を大幅に下回っている。 
 
主ⅵ）カワウ捕獲報償金の支援単価の拡充 

・アユ等の食害のある河川等以外において、内水面漁業協同組合以外の者が実施するカ

ワウの捕獲に対する報償金を拡充(200円/羽→水産庁の補助事業並3,000円/羽)すること 
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【国制度の問題点】 

・鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業におけるカワウの捕獲報償金は、200円/羽と単価が低い。一

方、水産庁の補助事業（約3,000円／羽：内水面漁業協同組合が捕獲者に支払う概ねの最低単価）

は、アユなどの水産資源を管理する内水面漁業協同組合が補助対象者であり、ため池等での捕獲

は同組合の管轄外であるため、広域的に行動するカワウの被害対策が進んでいない。 
 

［本県の状況］ 

県内においても約5,300羽（H25年平均）が生息しており、アユ等の有用魚種を捕食し、約３億６千

万円の漁業被害が発生していると推定される。 
 
主ⅶ）ＧＩＳシステムを活用した獣害対策の強化のための予算の拡充 

新・獣害対策に関するデータを一元管理するシステムの運用のための予算を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・効果的な獣害対策は、対処療法的な対応ではなく、生息数等の観測データや捕獲や対策の実施状

況等を科学的に分析し、将来予測を見据えた計画的な対策が必要であり、データ蓄積に基づくシ

ステムが不可欠である。 

・野生動物は広域的に移動するものであり、その痕跡や被害状況、捕獲や防護柵等の対策情報等を

地図上に可視化し、被害対策の立案や効果検証に活用するには、ＧＩＳシステムが有用である。 

・県域を対象にＧＩＳシステムを導入するには、初期経費で5,000万円程度、運用経費で500万円程

度が新たに必要となり、現状の鳥獣被害防止都道府県活動支援事業（限度額2,300万円）では対

応できないため、別枠で予算の確保が必要である。 
 
イ 地方負担の軽減措置の充実 

ⅰ）十分な特別交付税措置 

・鳥獣害対策に関する鳥獣被害防止総合対策交付金事業や単独事業における市町の地方

負担に対する十分な特別交付税措置を行うこと 

【提案の背景】 

・鳥獣被害対策は市町において、捕獲や防護柵の設置等主体的に取り組んでいるところであるが、

被害対策に係る経費が増大してきており市町の財政負担を軽減する必要がある。 
 
ⅱ）狩猟期捕獲個体の全頭捕獲経費の対象化 

・シカの捕獲拡大に向けた狩猟期の捕獲経費等の支援を全頭化すること 

【国制度の問題点】 

・30年度より捕獲したシカ等を処理加工施設に搬入した場合は支援対象となったが、捕獲拡大を進

める上で処理加工施設に搬入しなかった場合も支援対象とすべきである。 
 
② 有効活用できないシカ捕獲個体の処理施設整備等に対する支援             

・有効活用できないシカ捕獲個体の適正処理に必要な積替保管施設、冷凍や破砕等の焼

却等前処理施設、焼却施設等の整備に対する財政支援を行うこと 

・市町等の一般廃棄物焼却施設をシカ捕獲個体の処理が可能なように改修等をする経費

について財政支援を行うこと 

【国制度の問題点】 

・現在、有効活用できないシカ捕獲個体の多くは山中に埋設されているが、他の害獣の餌になって

しまうことから、山から搬出する必要がある。 

・それらは焼却施設で適正処理をする必要があるため、発電効率等の要件に関わらず、循環型社会

形成推進交付金の対象とする必要がある。 
 
③ 森林動物研究センターに対する支援                         

・森林動物研究センターが行っている事業に対する財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・効果的な獣害対策は、対処療法的な対応ではなく、生息数等の観測データや捕獲や対策の実施状

況等の科学的な分析や戦略的な施策立案が不可欠である。 
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・森林動物研究センターが長年培ってきた調査･研究成果及びデータを全国に発信し、主催する人

材育成研修に関西広域連合構成団体からの受講生を受け入れるなど、科学的な根拠に基づく獣害

対策を、県域を越え広域的に進めており、取組を継続するためには財政支援が必要である。 
 

［県の取組］森林動物研究センターの主な事業（丹波市青垣町） 

・野生動物、生息地、社会環境などに関する調査研究（ツキノワグマ狩猟解禁による個体数変動な

ど野生動物の保護管理についての調査研究など） 

・調査研究成果をもとに行政施策の企画立案の支援（上記研究の事業実証など） 

・行政担当者や県民の現場対応の技術支援（独自に設置している森林動物専門員による地域支援活動など） 

・野生動物の計画的な保護管理を担う人材育成、捕獲技術者の育成（自治体職員の研修等人材育成事業など） 
 

④ 野生動物の捕獲推進のための人材育成                      

ア 狩猟者の確保、育成対策に対する支援、予算の拡充 

・射撃の訓練場の整備などに対する鳥獣被害防止総合対策交付金事業の予算を拡充する

こと 

【国制度の問題点】 

・狩猟者の減少や高齢化に対応するため、射撃の訓練場の整備の需要があるが、整備事業に関する

鳥獣被害防止総合対策交付金の内示は現状、要求額を大幅に下回っている。 
 
主イ 射撃場の整備支援制度の予算の拡充 

・狩猟者の技能向上を図るための捕獲技術高度化施設（射撃場）の整備支援制度の予算

を拡充すること 

【国制度の問題点】 

・農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金において射撃場等の整備事業は交付対象とされている

が、内示は要求額を大幅に下回っている。 

・環境省においても、民間団体を新たな狩猟者とする制度は創設されたが、狩猟者育成のためのハ

ード整備は事業化されていない。 
 
⑤ シカ捕獲個体の肥料化等の早期実現                       

・シカ捕獲個体の肥料化等の早期実現に向けた調査研究及び具体的な手続き等の手法を

構築すること 

【提案の背景】 

・捕獲したシカの大半は、埋設、焼却されているのが現状であることから、捕獲個体を地域資源と

しての有効活用を図る必要がある。 
 

⑥ 野生動物による生活環境被害対策に対する支援                     

・市街地等に出没するイノシシ等の捕獲、追い払い、防護柵設置や餌付け防止の普及啓

発などの取組に対する支援制度を創設すること 

【国制度の問題点】 

・餌付け等により人慣れしたイノシシによる生活被害や人身被害が発生している。 

・農林業被害対策に対する支援制度は整備(農林水産省)されているが、生活環境被害対策に対する

支援制度が未整備(環境省)である。 
 
(2) 外来生物対策の推進                            【環境】 

① 国が直轄で防除する地域の全国への拡大                     

・国が直轄で防除する地域を、世界自然遺産候補地などの主に生物多様性保全上重要な

地域から全国に拡大すること 

【提案の背景】 

・外来生物の生息域が拡大し、広域で生じている在来種の捕食・競合・駆逐等の被害に対応する必

要がある。 
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② 地方公共団体が行う取組に対する支援制度の創設                     

・ため池固有の水生動植物保全や、アライグマ、ヌートリアなどの特定外来生物等の防

除を進めるため、地方公共団体が行う取組に対する支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・外来生物法において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係

行政機関の長は防除を行うものとされていることから、地方公共団体が防除に要した費用は国が

負担すべきである。 

 

③ ヒアリ等に関する情報共有と国による積極駆除、緊急駆除に対する財政支援         

ア 国による積極的な駆除 

・ヒアリ等の健康被害を及ぼす特定外来生物について、地方公共団体との情報共有を図

りつつ、国による駆除を積極的に進めること 

新・貿易関係国と連携して、輸入コンテナ自体にベイト剤の設置を義務付けるなど、国と

して水際対策を強化すること 

【提案の背景】 

・外来生物法においては、ヒアリ等の特定外来生物による被害の発生を防止するため必要があると

きは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は防除を行うものとされている。 

・特定外来生物の侵入が確認された時の第一報は現場の地方公共団体に入ってくることが多いた

め、情報共有を密にし、国による積極的な対応を要望する。 

・国内への侵入を阻止するためには根本要因である海外からのコンテナへの対策が重要である。 

 

イ 緊急駆除に対する財政支援制度の創設 

・地方公共団体による緊急駆除に対する財政支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・ヒアリ等の健康被害を及ぼす特定外来生物の侵入が確認されているところであるが、侵入が確認

されたときに第一報を受け、緊急駆除を行うのは現場の地方公共団体となることが多い。 

・外来生物法において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係

行政機関の長は防除を行うものとされていることから、地方公共団体が防除に要した費用は国が

負担すべきである。 

 

④ 在来種に関する研究開発の推進と地方への情報提供や技術支援                 

・国において在来種への影響調査や防除手法等に関する研究開発を推進すること 

・その成果に基づく、地方公共団体への情報提供や技術支援を行うこと 

【提案の背景】 

・外来生物法においては、外来生物による被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣

及び国の関係行政機関の長は防除を行うものとされている。 

・ヒアリやアライグマ等の健康被害を及ぼす特定外来生物についての影響調査や対策は、全国共通

のものであるため国における先導的な対応が必要である。 
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Ⅴ 自立の基盤づくり 
 

１ 国土強靱化の推進と防災体制の充実 
 

(1) 双眼型国土形成の推進       【内閣官房、総務、財務、文科、国交】 

① 関西における首都機能バックアップ構造の構築                             

ア 基幹的な交通インフラ整備による国土のリダンダンシーの確保 

・国土の脆弱性解消の観点から、関西における首都機能のバックアップ構造の構築を進

めること 

・基幹的な交通インフラの整備(下記例)により国土のリダンダンシー(代替性)を確保すること 

○ 関西都市圏・日本海国土軸の高速道路網の整備 

○ リニア中央新幹線、北陸新幹線、山陰新幹線の整備 

   ○ 国際コンテナ戦略港湾・阪神港の国際競争力の強化 

   ○ 関西の航空需要等への的確な対応 

イ 財源の確保 

・国土強靱化基本計画に基づく事業の財源を確保すること 
 

② 政府関係機関移転基本方針の速やかな実施                    

ア 基本方針で決定した地方移転の着実な実施 

・基本方針（H28.3.22 まち・ひと・しごと創生本部決定）で決定した地方移転を着実に

実施するとともに、その効果が発揮されるように対応すること 

○ 兵庫県関係：理研「科学技術ハブ推進本部関西拠点」 
 
イ 地方移転に関する実証実験の速やかな実施 

・基本方針及び今後の取組（H28.9.1 同）において明記された政府主体による地方移転

に関する実証実験について、全省庁が対象事務の選定及び実施期間を盛り込んだ工程

表を作成し、速やかに実施すること 
 

主(2) 防災庁の創設                  【内閣官房、内閣府】 

① 防災庁の創設                             

・一連の災害対策を担い、専門性を有した双眼的組織となる防災庁を創設すること 

  ○ 過去の教訓を踏まえた調査研究 

○ 事前の防災対策のシナリオ化 等 

【提案の背景】 

・南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの“国難” に的確に対処するためには、 

○ 事前対策の徹底：防災から復興までの間にとるべき対応をシナリオ化等 

○ ﾘﾀﾞﾝﾀﾞﾝｼｰを意識した体制の確保：首都圏にいかなる事態が生じてもﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟできる体制が必要 

［必要性］防災庁の必要性 

① 国民の防災意識を高めるため（防災・減災の推進役） 

② 強い調整力で事前対策から復興までを総合的に進めるため（防災の主流化と創造的復興） 

③ 災害情報の一元化を図るため（防災情報発信の司令塔） 

④ 全自治体の確実な防災対応力の向上のため（防災体制水準の確保） 

⑤ 自治体等との緊密なネットワークを確保するため（顔が見える関係の構築） 

⑥ 災害ノウハウや調査研究成果の活用のため（経験や知見の高度化） 

⑦ リダンダンシーを確保するため（首都機能のバックアップ） 

※「我が国の防災・減災体制のあり方に係る検討報告書」平成29年７月我が国の防災・減災体制の

あり方に関する懇話会（H28.7関西広域連合設置）より 
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② 西日本の拠点の神戸周辺への設置                          

・防災庁の拠点は複数設置するものとし、西日本の拠点については関西、その中でも特

に関係機関が集積する神戸周辺に設置すること 

【提案の背景】 

・本県は、国内有数の防災・減災対策拠点として国内外に貢献していることから、防災庁の拠点の

設置場所として相応しい素地がある。 
 

［本県の取組］拠点設置に資する機能集積状況 
場 所 防災機能 

三木総合防災公園 
大規模かつ広域的な災害に的確に対応する基幹的広域防災拠点であり、国際
緊急援助隊が訓練するほか、E-ﾃﾞｨﾌｪﾝｽによる基礎研究等を実施している。 

神戸東部新都心 
人と防災未来センター、国連防災戦略事務局駐日事務所、JICA関西（国際防
災研修センター）、アジア防災センター等による国際的な防災人材の育成や
防災に関するシンクタンク機能を持っている 

 

 

(3) 防災教育・研究の拠点地域の形成        【内閣官房、内閣府、文科】 

主① 防災教育・研究機関の集積促進                          

ア 関係機関の更なる集積促進 

・人と防災未来センター、WHO神戸センター、アジア防災センター等が集積する兵庫県を

国際的な防災教育・研究の拠点地域と位置づけ、関係機関の更なる集積を図ること 

【提案の背景】 

・海外においても災害が頻繁かつ激しく起こっており、より一層の国際防災協力が必要である。 

・人と防災未来センターを中心に、ＨＡＴ神戸（神戸副都心）に立地している国際防災関係機関と

継続的な連携を図ることで、効果的な調査、研究、人材育成等が期待される。 

［状況］昨今の海外の災害への協力状況 

 ・アジア各国、中南米等からの研修員、客員研究員の受入（アジア防災センター、JICA関西等） 

 ・防災グローバルプラットフォーム、アジア防災閣僚級会議等の各種国際会議における日本の復興

事例等の紹介（国際復興支援プラットフォーム等） 

 ・海外における災害被災地現地調査及び提言、衛星画像提供等（アジア防災センター等） 

［一覧］ＨＡＴ神戸に立地している国際防災関係機関一覧 

 ・アジア防災センター ・JICA関西（国際防災研修センター） ・国際復興支援プラットフォーム 

 ・国連国際防災戦略事務局駐日事務所 ・国連人道問題調整事務所神戸事務所 等 
 
イ 防災教育・研究機関の移転の推進 

・特に消防大学校、消防研究センター等の首都圏に立地する防災教育・研究機関の兵庫

県への移転を進めること 

【提案の背景】 

・本県には、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた災害対応ﾉｳﾊｳの蓄積に加え、人と防災未来

ｾﾝﾀｰ、JICA関西、実大三次元震動破壊実験施設(Ｅ-ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ)等の防災関連施設が集積している。 

・これら施設と連携した高度な教育訓練や研究の実施が期待される。 

［例示］首都圏に立地する防災教育・研究機関の例 
施設名称 設置目的 職員数 

消防大学校 消防関係者（消防職員、消防団員、その他消防事務に携わる
職員）に対し、幹部としての高度な教育訓練を行う国の機関 

12名 
収容人数 
250名程度 

消防研究センター 
火災の原因究明のための調査・試験、先進の消防資機材の開発
等消防の科学技術に関する研究開発を総合的に行う国の機関 

25名 

一般財団法人消防
防災科学センター 

消防防災に関する科学的調査研究及び情報資料の収集・分析
並びに消防防災に関する情報の提供 

18名 

 

 

主② 人と防災未来センターの体制強化                         

・「人と防災未来センター」を国の防災教育・研究の拠点機関と位置づけること 

・研究機能の充実など機能・体制の強化に対して支援すること 

・運営支援を継続すること 
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【提案の背景】 
・「人と防災未来センター」は、阪神・淡路大震災の経験と教訓の国内外へ発信するとともに、専
門研修による災害対策の実務を担う中核的な人材の養成や、大規模災害被災地の支援などに取り
組んでおり、我が国の災害対応力の向上に貢献している。 

・国内外で災害が多発していることを踏まえ、国内外の大学、研究機関等との連携・交流を引き続
き展開し、研究機能の充実を目指し、関係機関の更なる集積や体制強化を図る必要がある。 

［国の支援］人と防災未来センターへの国の支援の状況 運営費の補助及び副センター長職の派遣 
 

［概要］人と防災未来センターの概要 
 ・国の支援を得て平成14年４月に兵庫県が設置、公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構が

指定管理により運営 
・阪神・淡路大震災の経験と、そこから学んだ防災の重要性等の教訓を後世に継承するとともに、
その経験と教訓を生かし、防災に関する知識及び技術の普及を図ることにより、地震等の災害に
よる被害の軽減に貢献することを目的とした研究、研修等を実施 

 
③ 公立大学法人兵庫県立大学における防災研究に対する支援              

・兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科で実施する防災関係機関と連携した取組など、
同大学における独自性の高い防災研究、教育に対する支援を行うこと 
【提案の背景】 

・現状では、大学が防災関係機関や他大学と連携して取り組む防災教育、研究に対する支援制度が
ないため、防災教育、研究に対する支援制度を国に求める必要がある。 

 
［本県の取組］「兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科」の概要（平成29年4月開設） 

区 分 内 容 
入学定員 １学年12名 
修業年限 ２年 
設置場所 人と防災未来センター東館内 

教育研究内容 

・減災復興アセスメント領域（自然災害史、生活環境アセスメント、防災情報 等） 
・減災復興コミュニケーション領域（社会心理、防災教育、災害ボランティア 等） 
・減災復興マネジメント領域（災害対応マネジメント、コミュニティ防災、地域産業復興政策 等） 
・減災復興ガバナンス領域（自治体防災行政、被災者支援政策、国際防災協力 等） 

 

 
(4) 直近の災害への対応と経験と教訓を踏まえた防災体制の強化    【内閣府、総務、厚労、国交、復興】 

主① 大阪府北部を震源とする地震への対応                        

新・４名の尊い命を奪うとともに多くの負傷者や、住家のほか、道路等の都市インフラの

損壊を生むなど、甚大な被害をもたらした大阪府北部を震源とする地震で明らかにな

った以下の課題について、早急な対応を求める 

○ 道路、水道管等の都市インフラの復旧や、安全確保のためのブロック塀等の撤去・ 
改修について、技術的・財政的な支援を行うこと 

＜本県における補強コンクリートブロック造等の堀の緊急点検の結果概要＞ 

緊急点検対象施設(県立公共施設等) 
点検済施設数 法に抵触する疑いのある施設数 ※ 

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ／Ａ） 箇所数 
12,310 11,559 1,106 0 2,218 

※今後の詳細な確認により数値が変動することがある 
※①高さ（220㎝以下）、②壁の厚さ（15㎝以上、高さ2ｍ以下の塀は10㎝以上）、③控壁の有無、④控壁の感覚（340

㎝以内）、⑤控壁の突出長さ（高さの1/5以上）のいずれかの項目が建築基準法施行令の基準を満たさない施設 

  ○ 帰宅困難者等が避難する一時滞在施設の確保や備蓄に対し、財政支援を行うこと。
地震発生時の鉄道運行再開等に関する迅速な情報発信のあり方について、国にお
いても検討すること 

  ○ 管路や施設の耐震化などによるガス・電気等ライフラインの更なる強靱化を推進
するよう、ライフライン事業者を指導・監督すること 

 

② 東日本大震災の復興支援                           

ア 実践活動団体等派遣事業等に対する財政措置の創設 

・コミュニティの再生、こころのケア等の実践活動団体等の派遣及び県内避難者への支

援などに対する財政措置を講じること 

【提案の背景】 

・震災から７年以上が経過し、被災地では復旧・復興事業が着実に進展している。 
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・今後の復興過程においては被災者の生活復興とまちのにぎわいづくりが重要であり、阪神・淡路大震

災等での支援の経験を活かした被災者のこころのケアやまちづくり等の支援の継続が必要である。 

イ 計画的な支援の実施 

・復興事業の実施スケジュールに合わせた被災地方公共団体に対する計画的な人的支援

の実施など国による抜本的な対策を講じること 
【提案の背景】 

・被災地方公共団体の職員不足を補うため、他の地方公共団体からの職員派遣が継続して行われて
いるが、今後の復興事業の進展や生活復興分野のウエイト増大などの被災地のニーズの変化等に
対応するためには、復興事業に携わる被災地方公共団体の職員確保が引き続き課題となる。 

・一方で、他の地方公共団体からの職員派遣は長期にわたっているとともに、派遣側の地方公共団
体は、定員の適正化等により職員派遣の増員要請に応えることが難しくなってきていることか
ら、国による人員面に関する抜本的な対策が必要である。 

 
(5) 防災・減災対策に対する財政支援の充実              【総務】 

主① 緊急防災・減災事業債の対象拡大                         

・頻発する風水害や津波等に対応するため、以下のような事業にも活用できるよう、対

象事業の範囲を更に拡大すること 

○ 地震・津波対策を推進するための防潮堤等の整備事業 

○ 砂防・治山・河川・海岸等の整備事業 

○ 道路封鎖のおそれのある危険建築物の除去事業 

○ 耐震化に資する公共施設の建替え事業 

○ 大規模災害時に拠点となる庁舎や災害発生時の初期段階における集団警察力を確

保するための警察待機宿舎の整備事業 
【国制度の問題点】 

・現状では公共施設の耐震化のみが対象事業となっており、地震・津波対策にかかる防潮堤等の新
規整備を始めとする、防災・減災対策に資する整備事業等が対象となっていない。 

・耐震化に資する公共施設の建替え事業についても、平成29年地方債計画において創設された公共
施設等適正管理推進事業債（市町村役場機能緊急保全事業）で対象とされた耐震化未実施の市町
村の本庁舎の建替えを除き、対象とされていない 

・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
であるにも関わらず、その耐震化事業等に要する財政支援制度が講じられていない。 

［国の制度］緊急防災・減災事業債(充当率100％、交付税算入率70％)の平成29年度制度拡充 
○対象事業の追加 
・指定避難所におけるWi-Fi等の整備 
・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の新型受信機の導入・情報伝達手段の多重化 
・消防の共同化に伴う高機能消防指令センターの整備 
※ なお、29年度末までとされていた当該制度の期間は、東日本大震災に係る復興・創生期間である32年度まで継続 

 
② 防災情報基盤の整備に対する財政支援制度の拡充                    

ア 防災情報通信ネットワークシステムの整備等に対する財政措置の継続・拡充 

・地方公共団体が独自に実施する防災情報通信ネットワークシステムの整備運用と国の

制度改正等に伴う改修等に対する財政措置を継続・拡充すること 
【提案の背景】 

・近年、気象庁の特別警報、防災気象情報レベル化などの制度改正、Ｌアラート（災害情報共有シ
ステム）への連携など、災害時等の情報伝達に関する災害関連情報の内容拡充が図られている。 

・それに対応するために、地方公共団体独自の防災情報システムは大規模な改修が必要となってい
るが、費用負担が大きく、困難な状況である。 

 
イ 市町の財政力を考慮した財政支援の拡充 

・市町が実施する防災行政無線の整備に対する財政支援について、市町の財政力を考慮

した制度とすること 
【提案の背景】 

・市町防災行政無線の整備には、多額の費用が伴う。 
・財政規模が小さい市町が新たに起債を行った場合、実質公債費比率が上昇する恐れがある。 

 ・そのため、実質公債費比率に応じた財政支援制度が必要である。 
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(6) 災害救助法の見直し等                  【内閣府、総務】 

① 救助費用の全額国庫負担化                          

・避難所運営や応急仮設住宅の建設等災害救助法に基づく救助費用について、国が指定

する大規模災害の場合は、全額国が負担すること 
【提案の背景】 
・現行制度では、災害発生時の被災県の財政的負担が大きい。 
・全額国負担とすることにより、迅速な復旧・復興に向けた積極的な応急対応が可能となる。 

［国の考え方］現行の国の負担の考え方 
・災害救助法第21条に基づき、その額の都道府県の普通税収入見込額の割合に応じ、国が負担 

（例えば、普通税収入見込額の2/100以下の部分は50/100など） 
 
主② 災害救助法の対象範囲の拡大及び運用見直し                    

・災害救助法の対象範囲の拡大と運用の見直しを行うこと 

【国制度の問題点】 

・災害救助法の対象範囲は限定的であり、救助費の対象とならない経費が多い。 

・災害が発生した際に、その災害が特別基準に該当するかどうか国へ協議が必要となっているが、

大規模な災害が発生するたびに一般基準を超えた救助が必要であり、その協議に時間を要する。 

・救助範囲の拡大と運用の見直しにより、被災地のニーズが迅速に救助内容に反映され、的確で十

分な被災者支援の実現と被災者の早急な生活再建が可能となる。 

［例示］見直しの例 
救助範囲の拡大 運用の見直し 

・家屋被害認定調査、罹災証明書の発行 
・災害ボランティアセンターの設置運営 
・災害ボランティア活動 等 

・期間や使途などの制約の撤廃 
・特別基準の設定の地方への委任 

  
③ 地震により一部損壊した家屋への適用                         

ア 地震災害による家屋の一部損壊の災害救助法の対象化 

・水害による床上浸水被害のみなし規定に準じて、地震災害による家屋の一部損壊を災

害救助法の適用要件とすること 

【提案の背景】 

・平成25年４月の淡路島地震の被害の多くが一部損壊で、みなし規定が適用されず、法を適用できなかった。 

［ﾃﾞｰﾀ］平成25年４月淡路島地震の建物被害 
全  壊 半  壊 一部損壊 

６棟 73棟 7,988棟 
※ みなし規定：床上浸水した世帯は、３世帯をもって滅失した１の世帯とする。 

 
イ 修理工事を先行し事後的な手続きを可能とするなど制度の見直し 

・国が指定する大規模災害の際には、現物給付の原則に基づき行われる手続きの大幅な

省略又は手順変更を認めること 

【国制度の問題点】 

・南海トラフ地震等の大規模災害では、住宅の応急修理や障害物の除去等に関する事務が追い付か

ず、迅速な応急救助が困難となることが想定される。 

・住宅の応急修理や障害物の除去等は、現行では、契約主体である県（事務委任している場合は市

町）が、他の災害対応業務が膨大にある中で、発注、契約、審査及び支払いの事務をしなければ

ならず、迅速な救助事務に支障が生じている。 
 
④ 早期の避難情報発出のための支援措置の拡充                    

・避難所開設等に要する経費については、災害救助法が適用されない場合でも財政支援

措置を講じること 

【提案の背景】 

・円滑な避難のためには早期に避難情報を発出する必要があるが、空振りに終わった場合、避難所

開設等に要する経費には災害救助法が適用されず、市町に大きな財政負担が発生している。 
［例示］過去の空振りに終わって財政負担が生じた例 
  平成29年台風第18号では33市町で427箇所の避難所を開設されたが、災害救助法が適用されず。 
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⑤ 避難者に関する基礎情報の一元化                         

ア 避難者名簿の様式・項目の統一 

・災害時における被災者支援の基礎情報となる「避難者名簿（避難者カード）」の様式・

項目を全国的に統一すること 
【国制度の問題点】 

・避難所運営に必要な避難者名簿（避難者カード）については、避難所運営ガイドラインにより市
町が作成することとされているが、様式・項目については示されていない。 

・様式や項目が市町により異なっている現状では、市町村や都道府県域を越える広域災害に対応す
る際、十分な情報が得られず、支援の遅れを招く可能性がある。 

 
イ 被災者の配慮事項等の共有システムの構築 

・被災者の配慮事項等を全国で一元的に情報共有できるシステムを構築すること 
【提案の背景】 

・原子力災害や大規模災害など広域的な対応を要する場合において、中長期にわたる被災者支援を
総合的かつ効率的に実施するには、自治体間での被災者の情報共有が不可欠である。 

・しかし、被災者支援に必要な被災者の配慮事項を自治体間で情報共有できるシステムがなく、災
害時要援護者に対する細やかなかつ切れ目のない支援につなげられない事例が生じている。 

 
(7) 被災者生活再建支援法の充実等     【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

① 大規模災害における国の対応                              

新・相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生時は、

東日本大震災の対応や教訓等を踏まえ、特別の国の負担により対応すること 
【提案の背景】 

・都道府県の相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の範囲を超える大規模災害については、
災害対策における国と地方の役割の原則を踏まえ、特別の国の負担により対応する必要がある。 

 
主② 半壊世帯、一部損壊への適用                               

・全壊、大規模半壊に加え、半壊世帯も被災者生活再建支援法の支援対象とすること 

・一部損壊のうち、障害者手帳所持者を含む世帯、ひとり親世帯又は市町村民税非課税

世帯といった特に配慮を要する世帯も対象とすること 
【提案の背景】 

・自然災害の被災者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すると
いう同法の目的を鑑みると、半壊世帯も支援対象とする必要がある。 

［例示］平成21年台風第９号災害 
 全壊189世帯、大規模半壊306世帯、半壊659世帯 

 
主③ 同一災害により被災した全区域への適用                             

・同一の災害により被害を受けたすべての被災区域が支援の対象となるよう見直すこと 
【提案の背景】 

・現行制度は、住宅全壊の被害を受けた世帯が一の都道府県又は市町村で一定数以上発生したこと
が適用要件となっている。 

・例えば、平成26年8月豪雨災害において、県内では、18世帯の全壊被害が発生した丹波市には法
の適用があったが、全壊被害が3世帯であった宝塚市及び1世帯であった淡路市には法に基づく支
援を行えないなど、同じ災害でも支援を受けられない地域が発生するという不均衡が生じた。 

 
④ 対象拡大に伴う財源負担等に関する地方との協議                 

・対象拡大に伴う支援金額及び財源負担については、全国知事会と協議の上、決定すること 
【提案の背景】 

・都道府県は制度の運営主体であり、被災者生活再建支援法に基づく基金への拠出の財政負担を担
うことから、対象の拡大にあたっては、全国知事会と協議の上、決定すべきである。 

 
(8) 住宅再建共済の全国制度化        【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

・住宅所有者等が災害時に備え、平時から住宅再建資金を寄せ合う相互扶助の仕組みと

して本県が創設、実施している住宅再建共済制度を全国制度化すること 
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【提案の背景】 

・自然災害被災者の住宅の自力再建を促すためには、地震保険、貯蓄等の自助や、被災者生活再建

支援制度等の公的支援だけでは限界がある。 

・住宅所有者等が平時から住宅再建資金を寄せ合う相互扶助の仕組みにより、災害時の備えを充実

することが必要である。 
 

［県の取組］兵庫県住宅再建共済制度の概要 

区  分 
住宅再建共済 

家財再建共済 
本体制度 付加制度 

共済負担金 年5,000円／戸 年500円／戸 
年1,500円（本体制度と併せて
加入の場合1,000円） 

給付対象 半壊以上で建築 
・購入・補修 

一部損壊（損害割合10％以
上）で建築・購入・補修 

半壊以上又は床上浸水で補
修・購入 

共済給付金 最大600万円 最大25万円 最大50万円 

  ※ その他、マンション共用部分を対象とした制度あり 
 

(9) 地震保険料控除制度の改善       【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

新・本県の実施する住宅再建共済制度（地方公共団体が条例に基づき実施する自然災害に

対する共済制度）についても、地震保険料控除制度の対象とすること 

【提案の背景】 

・地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、｢一定の資産を対象とする契約で、地震等による損

害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約｣とされているが、住宅再建共

済制度は、地震により生じた損失をてん補するものではなく、住宅再建を支援するため住宅再建

方法に応じて給付するものであることから、地震保険料控除制度の対象外とされている。 

・しかしながら、住宅再建共済制度は、被災者の住宅再建に資する制度であり、地震災害に対する

国民の資産保全を図ることを目的とする地震保険料控除制度の趣旨に合致することから、同制度

の対象とすべきである。 
 
(10) 災害援護資金貸付金制度の改善                  【内閣府、財務】 

① 平成27年4月通知に基づく免除処理の速やかな実施                 

新・債権管理法及び平成27年4月通知により債権を免除できる要件を速やかに提示すること 
【提案の背景】 

・平成 27 年４月の内閣府通知以降、内閣府と阪神・淡路大震災の災害援護資金の債権管理、
特に無資力要件による債権免除について調整を行っているが、無資力の考え方（所得水準や
所得・資産把握方法等）について協議が整わない状況となっている。 

・債務者の高齢化などを考えるとこれ以上の先送りは困難な状況であることから、免除処理を
速やかに実施することが必要である。 

 
② 現行法の枠組みで解決できない問題の対応                                          

新・行方不明等により回収が困難なケースや保証債権の放棄など、債権管理法の枠組みで

解決できない問題に対する新たな枠組みを創設すること 

・ただちに免除対象とすることが困難な場合は、市から県、県から国への償還期限を更

に延長すること 
【現行の債権管理法の問題】 

・行方不明者や外国籍の者などの徴収困難者について、免除の規定がない 
・保証契約を解除できる規定がなく、債権の放棄ができない 

 
③ 貸付原資償還について返還があった場合のみに変更                                 

・県及び政令市から国への貸付原資の償還は現実に返還があった場合のみ行うよう制

度を変更すること 
【災害援護資金貸付制度の償還における問題】  

・他の貸付金（例：介護福祉士修学資金貸付金や生活福祉資金）制度においては、実際に償還があ
った額に対する国庫補助負担割合分を国へと償還することとなっている。実際には返還されてい
ない貸付金についても、市や県が借受人に代わって国に償還しなければならない災害援護資金貸
付制度は自治体に対して重い負担を求めている。 
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④ 起債に関する金利負担分に対する特別地方交付税措置                              

・起債に関する金利負担分に対する特別地方交付税措置を行うこと 
【提案の背景】 

・阪神・淡路大震災では、大混乱の状況下で早期の被災者の救済が求められたが、当時は中低所得
の被災者の生活再建には災害援護資金以外の選択肢がなく、貸付から20 年が経過している現在
においても、多くの労力と費用を費やして償還業務にあたっている。 

［現状］災害援護資金貸付金の償還状況（H29.3末時点） 
  貸付額約1,309億円（うち神戸市分約777億円）のうち、償還額約1,106億円、 

償還免除額約145億円、未償還額約58億円（うち神戸市分約32億円） 
 
 (11) 阪神・淡路大震災の被災地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえた財政支援 【総務】 

① 震災復旧・復興のために発行した地方債の実質負担軽減               

・阪神・淡路大震災の復旧・復興のためのインフラ整備のために発行した震災関連地方

債の元金償還や利子負担を軽減するよう、適切な財政措置を講じること 

【提案の背景】 

・阪神・淡路大震災の被災地方公共団体は、震災から20年を経過した今日においても、その震災関

連公債費の影響もあり、厳しい財政状況が続いている。負担軽減には、東日本大震災の復旧・復

興事業と同様の軽減措置が必要である。 

［ﾃﾞｰﾀ］阪神・淡路大震災復興事業のうちインフラ整備の地方債残高 
区 分 地方債残高A 交付税措置B 実質的な負担A-B 
兵庫県 1,237億円 274億円 963億円 
被災市 448億円 149億円 299億円 

計 1,685億円 423億円 1,262億円 
(注1)被災市：尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、淡路市 
(注2)地方債残高：平成28年度決算ベース 

 
② 公的資金繰上償還における補償金免除制度の適用                  

・平成25年度に創設された、東日本大震災の特定被災地方公共団体に対する旧公営企業

金融公庫資金の補償金免除制度と同等の措置を適用すること 

【提案の背景】 

・阪神・淡路大震災の被災地方公共団体の復旧・復興事業のため多額の借入を行った当時の金利水

準である４％以上の公的資金借入残高（816億円［うち旧公営企業金融公庫資金借入金残高は188

億円］）に対する負担軽減措置が必要である。 
 
(12) 消防団充実強化のための支援の拡充               【消防】 

・市町村の消防団（非常備消防）に対する財源措置を拡充すること 

【提案の背景】 

 ・消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律を踏まえ、本県でも市町が消防団員の確

保に取り組んでいるが、人口に比して団員の割合が高い市町が多く、団員装備費等の財政負担が

重くなっている。現行の普通交付税（人口10万人当たり消防団員数583人分をベースに市町村ご

とに算出）や特別交付税等の更なる拡充など市町の実情に応じた更なる財政支援が必要である。 
 
(13) 災害救援支援のボランティア活動支援制度の創設     【内閣府、厚労】 

・災害ボランティアの活動に要する交通費や宿泊費、保険の割引など活動を財政面から

支援する全国的な基金の創設など社会全体で支える仕組みを創設すること 

【提案の背景】 

 ・災害ボランティアは、災害からの早期復旧・復興に不可欠となっており、災害ボランティアの活

動を社会全体で支える仕組みをつくることが必要である。 
 
(14) 原子力災害対策の充実                  【内閣府、原子力】 

① 実効性のある防護措置実施のための支援                      

ア 緊急時モニタリング体制や情報伝達手段等の充実 

・緊急時モニタリング体制や情報伝達手段等を充実すること 
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【提案の背景】 

・緊急時モニタリング体制の構築は、国の責任において実施されるが、UPZ外においては、具体的

な計画等が示されていない。 

・国による防護措置の判断や避難の指示等が、迅速かつ的確に伝達されることが求められるが、一

般回線のみでは、通信不全の時の備えとしては不十分である。 
 
イ 防護措置のあり方の理解促進 

・原子力災害対策指針の内容について、国民及び関係地方公共団体の理解を得ること 

  ○ 放射線の実測値に重点をおいた防護措置 
○ UPZ外の地域での防護措置のあり方 等 

【提案の背景】 

・UPZ外における防護措置のあり方等について、国の責任において、更なる周知・啓発が必要である。 
 
ウ 防護体制の整備・支援 

・国の責任による防護体制の整備・支援を行うこと 

○ モニタリングポストの増設 
○ UPZ外における安定ヨウ素剤の配備 等 

【提案の背景】 

・緊急事態における住民等への放射線の影響を、最小限に抑えるための防護措置について、万全の

体制で臨む必要がある。 

［現状］防護体制の状況 
区 分 現 状 

モニタリングポストの設置 環境放射能水準調査用として県内６箇所に設置 
UPZ外における安定ヨウ素剤の配備 UPZ外自治体に対する国の財政支援の措置がない 

 

 
② 広域避難対策の充実                               

・都道府県域を越える広域的な避難の実施に必要となる、以下のような取組を行うとと

もに、必要な財政支援を行うこと 

○ 避難退域時検査や除染等に関する要員・資機材の確保 
○ 広域避難の際の渋滞解消対策 
○ 避難車両及び運転員の確保対策 
○ 要支援者対策の広域調整及び実戦的な訓練の実施 

【提案の背景】 

・都道府県域を越える円滑な広域避難の実施に向け、その対応を地域の都道府県に任せるのではな

く、国が積極的に各取組を実施するとともに、財政面の支援も行うべきである。 
 

(15) 新型インフルエンザを含む感染症対策の強化     【内閣府、厚労、農水】 

① 新型インフルエンザ等への備えの強化                      

ア 水際対策の的確な実施 

・海外で新型インフルエンザが発生した際には、水際対策を的確に実施すること 

○ 発生国からの入国者を検疫する空港・港の集約 
○ 第三国経由での入国者の捕捉 等 
○ 発症者の停留 
○ 未発症者（要健康観察者）に対する感染防止措置の啓発 
○ 健康観察を要する帰国者情報の都道府県等への提供 

【提案の背景】 

・新型インフルエンザ等、海外で発生する感染症の国内侵入をできる限り遅らせるため、検疫所で

の水際対策の徹底は不可欠である。 
 
イ 集団発生時の体制の確保 

・集団発生時の医療、搬送、検査体制を確保すること 

○ 国立病院等の遊休病床等（休止中の結核病床等）を活用した病床の確保 
○ 都道府県が行う防疫、検査、搬送、入院・外来医療機関の確保への支援 等 
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【提案の背景】 

・大量患者発生の際には、国立病院等の遊休病床等の活用が必要である。休床利用等を円滑に行え

るようマンパワーの確保支援を行うことで、新型インフルエンザ発生時の医療体制の確保や集団

発生時の対応が行えるため。 
 

ウ 対策に必要な財政支援 

ⅰ）休業措置等を行った社会福祉施設等に対する財政支援 

・県の要請等で休業措置等をした介護施設など社会福祉施設等に対する財政的な支援を

行うこと 
【提案の背景】 

・休業措置等を行った社会福祉施設等から財政支援を求められることが考えられる。支援を行うこ
とで、県の要請がスムーズに受諾され施設内での集団感染等の防止につながるため。 

 

ⅱ）薬剤保管経費の全額国費化 

・備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の保管経費は、全額国費で措置すること 

【提案の背景】 

・備蓄薬剤の購入・廃棄経費は地方財政措置が講じられている一方で、備蓄薬の保管には、日本薬

局方に規定される室温（１～30℃）で保管できる空調設備を備え、厳重な施錠管理ができる大き

な保管庫が必要であるが、これに要する保管経費に対する地方財政措置は講じられていない。 
 
ⅲ）事務職員等の補償の対象化 

・県の要請等で医療の提供を行う医療事業者が、患者と直接接する業務に事務職員等を

活用した場合には、医療関係者のみならず、事務職員等も補償の対象とすること 

【提案の背景】 

・実際の医療活動を行う場合、事務職員等も含めた各医療スタッフ等がチームとして医療提供が行

う必要があるが事務職員等が補償の対象となっておらず、医療活動に支障を来すおそれがある。

補償制度があることで、医療体制の確保がより円滑に進むため。 
 
② エボラ出血熱対策など一類感染症への備えの強化                 

ア 感染症指定医療機関に対する運営支援の充実 

・「感染症指定医療機関運営補助金」の見直しなど、感染症指定医療機関に対する運営支

援を充実すること 

○ 感染症専門医及び感染症専門スタッフの人件費の補助対象経費化 
○ 専用病床での検査機器等の購入に要する備品購入費の単価上限の撤廃 

【提案の背景】 
・エボラ出血熱等の一類感染症の患者の治療を行う「第１種感染症指定医療機関」では、一類感染

症患者対応のスタッフ確保や検査機器等の購入など特別な対応が必要である。 
・しかし、国の「感染症指定医療機関運営補助金」の補助対象経費には人件費が含まれず検査機器

と購入費に上限が設定されている。人件費を対象経費とすることにより、感染症指定医療機関が
専門医やスタッフの雇用を積極的に行えるようになる。 

・また、単価を撤廃することにより、高価な備品も整備できるようになり、感染症指定医療機関の
診療機能の充実につながる。 

 

イ 専門医・専門スタッフの育成 

・国において感染症専門医及び感染症専門スタッフの養成・育成を行うこと 
【提案の背景】 

・全国的に感染症専門医および感染症専門スタッフの数が不足している。感染症の知識を有する専
門医や専門スタッフが増えることで、診断の早期発見や院内感染対策、普及啓発の推進となり、
感染症拡大予防につながるため。 

 

③ 家きんの鳥インフルエンザ対策の強化                      

・国内外の家きんでの鳥インフルエンザの発生状況を分析し、防疫対策を強化すること 

・防疫に関する予算を十分に確保すること 
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【提案の背景】 
・近隣諸国での発生が続いており、国内へ病原体が侵入するリスクが高い。 
・インフルエンザウイルスは、数種類の異なる遺伝子から組換交雑が起きやすく、ウイルスの由来

を究明し伝播経路に応じた対策をとらなければ、国内侵入防止に向けた対策の強化が図れない。 
 

(16) 朝鮮半島情勢に対する対応の充実・強化    【内閣官房、消防、法務、防衛農水】 

① 国民への情報提供と関係機関の対応の明確化                   

・ミサイルが落下した際の、国、地方公共団体、消防、警察、交通機関などの関係機関

がとるべき対応（タイムライン）を明確化すること 
【提案の背景】 

・対応（タイムライン）が明確化されれば、県のとるべき対応が確認できるとともに、各関係機関

との連携の強化を図ることができる。 
 
② 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者に対する対応                 

・ミサイル飛来時の高齢者、障害者その他特に配慮を要する者（施設管理者、当該者の

支援者含む）の取るべき避難行動のあり方について検討し、周知すること 

【提案の背景】 

・ﾐｻｲﾙ飛来時には迅速な避難行動が求められるが、高齢者や障害者など特に配慮を要するものは自

ら避難することが困難であるため、どのような対応を行う必要があるか、国が示すべきである。 
 
③ Ｊアラートによる確実な情報伝達                        

・設定の誤りなど人為的なミスにより情報伝達に不具合が生じることのないよう、Ｊア

ラートシステムを改善すること 

【提案の背景】 

・現行システムは、各市町で詳細に設定する必要があるため、人為的なミスが生じやすい。 

［ﾃﾞｰﾀ］全国一斉情報伝達訓練結果（平成30年３月14日） 
区 分 市町村数 

全体 1,664市町村 
 情報伝達が一切できなかった市町村 15市町村 
  うち受信機の設定の誤り等が原因 3市町村 

 うち防災行政無線関連機器の接続不良が原因 12市町村 
 

 
④ 避難民の流入に対する対応                              

 ・朝鮮半島から我が国への避難民流入想定を示すこと 

・関係機関が事案発生時にとるべき警備、避難民収容、物資提供等の対応方針を定めること 

【提案の背景】 

・多数の避難民の流入に対処する法令が未整備であり、避難民流入想定、対応方針も示されていな

いことから、地方公共団体における対応が困難である。 
 
主(17) 陸上自衛隊姫路駐屯地の体制維持                【防衛】 

新・陸上自衛隊姫路駐屯地が本県の災害対応拠点として、さらには大規模・広域災害時の

ベースキャンプとしての機能を発揮できるよう、輸送や後方支援など新たな機能付与

も含めて、現行の体制を維持すること 
【提案の理由】 

・防衛計画では部隊の編成の見直し方針等が示され、中期防衛力整備計画では北海道以外の火砲部
隊の集約を着実に進めるとされており、陸上自衛隊姫路駐屯地に所属する火砲部隊である第３特
科隊も縮減対象とされている。 

・姫路駐屯地は、昭和 26 年の創設以来、本県や姫路市の総合防災訓練、水防演習への参加のほか、
阪神・淡路大震災以降、19 回に及ぶ災害派遣を行うなど、地域の災害対応に不可欠な存在である。 

・関西と中国・四国を繋ぐ交通の要衝に位置する姫路駐屯地は、熊本地震でも西日本への集結地と
し活用されており、今後も広域的な災害対応拠点としての役割が期待される。 

・近年、風水害が相次ぎ、南海トラフ巨大地震の発生も懸念されるなか、本県の災害派遣要請部隊
である第３特科隊の縮減は、県民の災害救援等に対する不安を増大させるだけでなく、西日本全
体の安全や地域社会、地域経済への影響も懸念される。 
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２ 地震・津波対策の推進 
 

(1) 総合的な地震・津波対策の推進             【内閣府、文科】 

① 推進地域における対策の強化                           

・南海トラフ地震対策特別措置法に基づく推進地域に指定された地方公共団体に対して

は、地震防災対策特別措置法による財政支援措置に更に上乗せして支援を行うこと 

○ 国庫補助率の更なる嵩上げ 

○ 対象施設の範囲の拡大 等 

② 「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時における新たな防災対応の構築  

新・南海トラフ地震発生の可能性が高まった場合等における政府の対応方針を早期に明確

化し、新たな防災対応のためのシステム構築を行うこと 

【提案の背景】 

・平成29年11月から、気象庁から｢南海ﾄﾗﾌ地震に関連する情報」(臨時)が発表されることになった。 

・現在、政府ではその際の具体的な対応方針について検討中であるが、早期の具体化が必要である。 

［概要］南海トラフ地震に関する情報（臨時）の概要 

 気象庁は、以下の場合に「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）を発表する。 

  ・南海トラフ沿いでマグニチュード７ 以上の地震が発生した場合や東海地域に設置されたひず

み計に有意な変化を観測した場合など、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連する

かどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 

・観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べ

て相対的に高まったと評価された場合 など 

［国の取組］政府の検討状況 

 平成30年４月12日 第１回南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応ワーキンググループ 

 （主な議題）①ﾓﾃﾞﾙ地区における検討状況の報告②本WGにおける検討内容(案)と今後の進め方(案) 
 

③ 地震・津波観測監視情報の活用                          

ア 実動機関がリアルタイムで活用できるシステム構築 

・本格運用を開始したDONETによる地震・津波の観測情報を、救助活動を行う消防、警察

等の実動機関がリアルタイムで活用できるシステムを構築すること 

【提案の背景】 

・DONETの観測データそのものは、地震計や水圧計の観測値に過ぎないため、初動応急対応時など

において自治体で即時に活用することは困難である。 

［DONETとは］ 

  南海トラフで発生する地震や津波を観測するために開発された観測網。強震計や水圧計などのセ

ンサーから構成され、南海トラフ海域の熊野灘と紀伊水道沖に計51ヶ所の観測点がある。 
 

イ 実動機関の活用に向けた協働した研究 

・救助活動の開始時期や活動範囲の判断が可能となる基準の策定に向けた研究を実動機

関と協働して実施すること 

【提案の背景】 

・津波警報等の発表中は、住民の避難だけでなく、救助活動を行う実動機関も退避が優先され、そ

の間、生存者の救助活動を行うことが困難になる。 
 

④ 地震・津波対策に関する調査研究の推進                    

 ア Ｅ－ディフェンスを活用した調査研究の推進 

・Ｅ-ディフェンス(実大三次元震動破壊実験施設)を活用した共同研究を継続すること 

・建築物だけでなく地盤に関する実験にも取り組むとともに、研究成果を速やかに普及

展開すること 
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【提案の背景】 

・Ｅ-ディフェンスが運用開始されて10年以上が経過したが、建築物に関する実験が多く為されて

いる一方、地盤に関する実験研究があまり為されていない。 

・東日本大震災では、液状化被害や堤体等盛土構造物被害など地盤に関する様々な被害が発生し、

南海トラフ地震で同様の被害の発生が危惧される。 

［ﾃﾞｰﾀ］実験研究の回数 
区 分 回 数 実験の例 

建築物に関する実験 ７８回 多種構造物の長周期地震動による耐震性検証 
地盤に関する実験 １１回 ため池堤体、基礎構造（液状化）などの耐震性検証 
その他 １０回 免制振装置、振動台などの性能検証 

 

 

イ 内陸型地震の連続発生に関する調査研究の推進 

・内陸型地震の連続発生や他地域への波及に関する調査研究を進め、地方公共団体や住

民が具体的に活用できる内容で公表すること 
【提案の背景】 

・平成28年熊本地震において、数日間のうちに連続発生した内陸型地震により被害が拡大し、また
他地域への波及が懸念された。 

・地震発生後には、連続地震の有無などが災害対応上重要となるが、それらを明らかにする学術研
究や国の調査がなされておらず、事前シナリオを描いた効果的な対応ができない。 

 

主(2) 南海トラフ地震等に備えた地震・津波対策の推進 【内閣府、総務、財務、農水、国交】 

① 予算の確保                                  

・本県が策定した南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム、津波防災インフラ

整備計画及び「（仮称）日本海津波防災インフラ整備計画＜平成30年度策定予定＞」

に基づく対策に必要となる予算を確保すること 

[計画1] 南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム（H27.6） 計画期間：H26～35年度 

 
 

 
  ➣ 具体の対策 橋梁耐震対策、道路の法面対策、下水道施設の耐震化 
[計画2] 津波防災インフラ整備計画 計画期間：H26～35年度 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
    ➣ 具体の対策 重点整備地区における湾口防波堤の整備、防潮堤の沈下対策・基礎部補強対策、 
           防潮水門の整備等の津波対策 
 

② 新たな財政支援制度の創設                           

・地震・津波対策を短期間に集中して実施できるよう、新たに「大規模地震・津波緊急

対策事業（仮称）」を創設すること 

・実施の際には、多額の地方負担が見込まれることから、地方財政措置を講じること 

死者 約29,100人
全壊 約36,800棟

死者 約400人
全壊 約12,000棟

ハード・ソフト両面からの防災・減災対策 ①県土空間の耐震と耐津波の推進
②県民と行政の災害対応力の向上
③被災生活支援と復旧復興の体制整備

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

福良港

阿万港

沼島漁港

洲本地区

重点整備地区

淡路地域

尼崎西宮芦屋港（尼崎地区）

　同（鳴尾地区）

　同（西宮･今津地区）

（億円）
概算事業費 うち緊急対策

257 147
防潮堤等の高さの確保 122 96
防潮堤等の健全性の保持 115 44
陸閘等の迅速・確実な閉鎖 20 7

3 0

337 171
防潮堤等の越流・引波対策 67 35
防潮堤等の沈下対策 240 136
防潮水門の耐震対策 30 0

25 6
防潮水門の下流への移設
排水機場の耐水化

約620 320合計

レベル1津波対策（津波の越流を防ぐ）

レベル2津波対策（浸水被害を軽減する）

6

津波被害軽減対策

避難支援対策

津波防御対策

事業内容

既存施設強化対策

25
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[事業ｲﾒｰｼﾞ]「大規模地震・津波緊急対策事業（仮称）」のイメージ （事業年度：平成30年度～35年度） 
  ・国庫補助及び地方負担分への緊急防災・減災事業債並の地方財政措置 

・本県は、太平洋に面する南あわじ市の湾口防波堤の整備など、短期間に集中して実施する事業への活用を想定 

 
  

 
 
③ 防災安全交付金（地震・高潮対策河川事業）の対象事業の拡大            

新・日本海側の地震に備えた地震・津波対策を防災安全交付金（地震・高潮対策河川事業）

の交付対象事業とすること 
【国制度の問題点】 

・防災安全交付金（地震・高潮対策河川事業）の要件は、東京湾等三大湾のゼロメートル地帯や国

の法定計画等に係る地震・高潮等の対策に資する事業が対象であり、日本海側の地震・津波対策

は交付対象となっていない。 
 

(3) 建築物の耐震化等の推進   【内閣府、総務、財務、文科、スポーツ、厚労、国交】 

① 学校施設の耐震化                                  

ア 補助率の嵩上げ措置の拡充 

・地震防災対策特別措置法による国庫補助率の嵩上げ措置について、Is値要件を撤廃し、

補助率を2/3に統一すること 

【提案の背景】 

・耐震化の早期完了に向け、Is値に関係なく補助率の嵩上げ措置が必要である。 

［国の制度］地震防災対策特別措置法による嵩上げ措置 
区 分 嵩上げ措置 

Is値 0.3以上施設 1/3 → 1/2 
Is値 0.3未満施設 1/3 → 2/3 

 

 
［県内学校の耐震化の状況］ ※高等学校及び特別支援学校は県立を含む 

学校種別 耐震化率 （％） 耐震化完了棟数／全棟数 
小中学校 99.9 5,025 / 5,031 
幼稚園 96.7 469 /   485 
特別支援学校 97.2 278 /  286 
高校 100.0 1,452 / 1,452 

 

 

イ 防災機能強化等のための予算確保 

・市町整備計画による学校施設の防災機能強化等に必要な予算を確保すること 

【提案の背景】 

・市町の財政負担を軽減し、早期の耐震化完了並びに避難所機能の強化を図るため、地方財政措置

の拡充が必要である。 
 

ウ 地方債・地方交付税措置の拡充 

・学校施設の耐震化に関する地方債及び地方交付税措置を拡充すること 

○ 緊急防災・減災事業債(32年度まで)の恒久化 

○ 全国防災事業債(27年度廃止)と同等の地方債の創設 
【提案の背景】 

・市町の財政負担を軽減し、早期の耐震化完了と避難所機能の強化を図るため、地方財政措置の拡

充が必要である。 
 

エ 天井等落下防止対策等のための補助制度の拡充 

・非構造部材の耐震対策（天井等落下防止対策等）に関する補助制度の補助率を嵩上げ

（1/3→2/3）すること 

国費 
地方費 

起債充当率 100% 

交付税算入率 70% 

補助率の嵩上げ（２／３） ※ 河川･海岸事業等にかかる  
交付金の国費率は１／２ 
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【提案の背景】 

・熊本地震では非構造部材(内壁、窓等)の損傷・落下により、学校を避難所として利用できない事

例があった。 

・落下物や転倒物に対する児童生徒の安全を確保するためには、構造体と同様に非構造部材につい

ても早急に耐震対策が必要である。構造体には地震防災対策特別措置法の嵩上げ措置（1/3→2/3）

がある。 
 

オ 避難所機能を担う際に必要となる施設整備に対する補助制度の充実 

・学校が避難所としての機能を担う際に必要となる施設設備に対する補助制度を充実す

ること（自家発電設備整備等に対する補助の高等学校の対象化など） 

【提案の背景】 

・現在、県立高校109校、県立特別支援学校６校が、市町からの要請により避難所指定されている。 

・高等学校が避難所としての機能を担うためには、自家発電設備の整備が必要となるが、避難所指

定学校に対する自家発電設備の整備について高等学校が対象外である。 
 
カ 私立学校の耐震改築事業補助の拡充 

ⅰ）補助制度の継続と予算の確保 

・早期に私立学校の耐震化が進むよう、耐震改築事業補助を継続するとともに、予算を

確保すること 

【提案の背景】 

・現要綱では耐震改築について平成31年度以降補助対象にならないため継続して提案する。 

［国の制度］平成30年度私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立高等学

校等施設高機能化整備費))交付要綱 附則(平成29年3月24日） 

第２条第２条第１項第２号に規定する防災機能強化施設整備事業（以下、この附則において「防

災機能強化施設整備事業」という。）のうち耐震改築工事のための施設整備事業に係る第３条の規

定の適用については，平成３０年度末までに交付を決定するものに限るものとする。 
 

ⅱ）補助の拡充措置の継続 

・国庫補助率を公立学校並みへ引き上げ（Is値0.3以上施設1/3→1/2（公立並）、Is値0.3

未満施設1/2→2/3（公立並））、補助対象限度額（小中高：2億円、幼：1億円）の廃止

措置を継続すること 

【提案の背景】 

・平成30年度補助要綱における要件については従前のままのため継続して提案する。 
 
② 学校施設の環境改善                              

ア 老朽化対策に要する地方負担の軽減措置の充実 

・老朽化対策のための設備更新や改修・改築に要する地方負担分に対する軽減措置を充

実すること 

【提案の背景】 

・昭和50年代半ばまでの児童生徒急増期に多く建設された学校施設の老朽化が深刻化し、安全面・

機能面で不具合が発生している。 

・早急に学校施設全体の老朽化対策を行い、児童生徒の安全安心の確保及び避難所機能の強化を図

る必要がある。 

［例示］安全面・機能面での不具合の例 

・内外壁のひび割れ、屋上防水シートの劣化、トイレ等水回りや電気系統の老朽化 等 
 
イ 学校施設の整備に必要な財源の当初予算での確保 

・空調整備、トイレ改修、給食施設整備などを計画的に進められるよう必要な財源を当

初予算で確保すること 
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【提案の背景】 

・各市町では、域内の学校施設について複数年計画により順次、整備を実施することとしており、

また、学校運営への配慮から夏休みなどの長期休暇中の工事を計画している。 

・このような状況の中、時期の不確定な補正予算対応となると、これら長期的、短期的な整備計画

に大きな支障を来す。 

［国の取組］近年の国の予算の措置状況と本県の対応 
年度 国の予算措置 本県の対応 
H30 当初：682億円／補正：未定 ※事業主体は学校設置者である市町であ

り、県としては法定受託事務として市町へ
の交付事務及び指導助言を行っている。 

H29 当初：690億円／補正：662億円 
H28 当初：709億円／補正：1,407億円 

H27 
当初：645億円／補正：388億円 
（別途復興特会：1,404億円あり） 

 

 

ウ 学校プール・給食施設の改修の補助対象化 

・学校プール・給食施設の老朽化対策として行う改修を補助対象とすること 

【国制度の問題点】 

・現行の補助事業では、学校プール・給食施設の耐震改修や改築は補助対象となっているが、耐震

を伴わない改修は対象となっていない。 

・市町の財政負担軽減のため、老朽化対策として実施する改修についても対象とすべきである。 
 
エ 高等学校等の改築等の補助対象化 

・学校施設環境改善交付金について、高等学校等も対象とすること 

【提案の背景】 

・国と地方（県）との役割分担を理由に高等学校等は対象外になっているが、子ども達の安全の確

保や学習環境の向上を早急に図るためには国の支援が不可欠である。 

［国の制度］学校施設環境交付金の概要 

 交付対象：小学校、中学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校、幼稚園 
区 分 内 容 算定割合 
改 築 危険改築、不適格改築 1/3 

大規模改造 
老朽対策、エコ改修、トイレ改修、 
余裕教室、空調設置、障害児等対策 

1/3 

 

 
オ 補助単価の引き上げ 

・補助単価と実工事費単価の乖離が埋まるよう、補助単価を引き上げること 

【提案の背景】 

・補助単価と実工事費単価の乖離が大きく、地方公共団体の財政負担が大きくなっている。 

［例示］県内公立学校における改築事業の補助単価と実工事費単価の乖離例（平成29年度実績） 
補助単価 実工事費単価 差額（乖離率） 
178,200円／㎡ 341,300円／㎡ △163,100円／㎡（52.2％） 

 

 

主③ 大規模多数利用建築物等及び防災拠点建築物の耐震化                         

・耐震診断が法律で義務付けられている大規模多数利用建築物等や、防災拠点建築物の

耐震化に対する補助事業の予算を確保すること 

・補助率（現行：改修1/3等）の更なる嵩上げを行うこと 

・耐震対策緊急促進事業の期限を延長すること（現行：平成30年度末までの設計着手分が補助対象) 

【提案の背景】 

・不特定多数又は避難に配慮を必要とする者が利用する大規模多数利用建築物等や、災害時に避難

所等として利用される防災拠点建築物の耐震化が急務である。 

・耐震性がない建築物の耐震改修工事が順次実施されているが、国の補助事業においては、平成30

年度内示率が 
○大規模多数利用建築物に対する補助金：62% 
○中・小規模多数利用建築物に対する交付金（他の事業も含む）：68% となっている。 
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[概要] 大規模避難施設の耐震化に対する補助スキーム案 ※ 診断・設計と同等まで嵩上げ 
現行スキーム 本県提案 

  

 

 
[目標]兵庫県耐震改修促進計画］（平成28年3月改定） 

多数利用建築物 H27：86.6％（耐震性なし3,466棟）→ H37：97％（耐震性なし900棟） 

（用途）学校、体育館、病院、劇場、ホテル、旅館、物販店、飲食店、福祉施設等 

（規模）一部の用途を除き階数３以上かつ床面積の合計1,000㎡以上 

※ うち床面積の合計5,000㎡以上=大規模、2,000㎡以上=中規模、1,000㎡以上=小規模と区分している。 
 
④ 医療・福祉施設の耐震化                             

ア 民間医療施設の耐震化の促進 

・入院患者のいる民間医療施設の耐震化について、移転建て替えに必要となる代替用地

取得費を医療提供体制施設整備交付金の補助対象とすること 

【提案の背景】 

・耐震化は現行躯体を補強するよりも移転新築したほうが強度の面でよい場合も多く、医療施設の

耐震化を円滑に進めるためには代替用地の取得費に対して支援する必要がある。 
 
イ 社会福祉施設の耐震化の促進 

・社会福祉施設等の耐震化について、社会福祉施設等耐震化促進事業等の予算を確保す

ること 

・通所施設を対象とする新たな補助制度を創設すること 
 
⑤ 水道施設の耐震化                                  

・水道施設の耐震化に対する補助率の引上げを図ること（現行1/3 → 一律1/2） 

【提案の背景】 

・南海トラフ地震をはじめ、将来起こりうる自然災害に備え、早急に耐震化を進める必要があるに

もかかわらず、重要な社会インフラである水道施設の基幹管路耐震化率は３割にも満たない。 

  ※ 基幹管路耐震化率とは：導水管や送水管及び配水本管のうち、地盤の状況に関わらず震度

７級の地震に対応できる管（離脱防止継手を有する管）の割合 

[国の制度] 生活基盤施設耐震化等交付金 

水道管路耐震化等推進事業(水道管路緊急改善事業) 補助率１／３ 
 

[ﾃﾞｰﾀ]基幹管路耐震化率の状況（平成28年度） 
区 分 耐震化率 

兵庫県内事業体 27.2％ 
兵庫県企業庁 37.5%（浄水場や水管橋等は耐震補強済み） 
全 国 24.4% 

[県の取組] 南海トラフ地震・津波対策アクションプログラム(H29.7改訂版) 

耐震適合性のある管路の率 71%(H35)  H28年度末 68.8% 

 ※ 耐震適合性のある管とは、震度７級の地震においても良質地盤に敷設されているため被害が軽微な管 
 
⑥ 土砂災害対策も含めた住宅・宅地の安全確保                    

ア 住宅の安全確保  

ⅰ）民間住宅の耐震化のための予算の確保 
・民間住宅の耐震化に対する補助事業の予算を確保すること 

・補助限度額の更なる嵩上げを行うこと（100万円→150万円） 
【提案の背景】 

・多数利用建築物のみならず、民間住宅の耐震化についても県目標達成に向け支障なく進める必要
があることから、予算確保及び補助限度額のさらなる充実化を求めるもの。 

 国 

1/3
事業者

1/6 
県 

1/6

市町

1/6 

国 

1/3
事業者

4/15 
県 

1/6

市町

1/6 

国 1/15(耐震対策緊急促進事業による上乗せ) 国 1/6(耐震対策緊急促進事業による上乗せ)
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 [国の制度]住宅耐震化に関する総合的支援メニュー H30創設 
区  分 内  容 
補助対象 耐震設計、耐震改修費用 
補助限度額 定額補助 100 万円（工事費の８割が限度） 
交 付 率 １／２ 

 

 
[兵庫県耐震改修促進計画]（平成28年3月改定） 
住宅の耐震化率の目標設定  
H25：85.4%（耐震性なし 34.6 万戸）→H37：97% （耐震性なし 7万戸） 

 

ⅱ）住宅等の移転等に対する支援の拡充 

・土砂災害特別警戒区域内の住宅等の移転・改修に対する補助を拡充(限度額・補助率)すること 

・旅館等の規模の大きな建築物の場合は、大幅に引き上げること 
【提案の背景】 

・今後、土砂災害特別警戒区域の指定が進み、住宅等の移転・改修を迅速に行う必要がある。 
[ﾃﾞｰﾀ] 県内の指定の状況と今後の見込み 
2017年度末指定状況：約４千カ所（2020年度末までに約1万箇所を指定する見込み） 
[提案の図示] 土砂災害特別警戒区域内住宅に対する補助スキーム 

 現行スキーム 提案 

除
却 

  

国限度額：401 千円 国限度額：666 千円 

改
修 

  

国限度額：379 千円 国限度額：(住宅)500 千円 (旅館等)1,500 千円

 ※ 除却費は住宅で工事費200万円を想定 
 
イ 宅地の安全確保 

ⅰ）住民等の合意形成に関するガイドラインの早期策定 

・宅地耐震化推進事業を円滑に進めるために、費用負担を求める宅地所有者等の範囲や

費用負担のあり方も含め、住民等の合意形成に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを早期に策定すること 
【国制度の問題点】 

・盛土や地山への杭打ち、地下水を抜くなどの滑動崩落防止工事に対する国の補助は工事費の1/3
であり、残りの2/3を地方公共団体と宅地所有者で負担する必要がある。 

・「大規模盛土造成地の活動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」のみであり、住民等の合意形
成に関しては不十分である。 

 
ⅱ）費用負担の軽減措置の拡充 
・「大規模盛土造成地活動崩落防止事業」に対する補助率（現行：国1/3）を更に嵩上げすること 

・宅地所有者の工事費の負担を軽減する税制上の優遇措置を創設すること 
【提案の背景】 

・対策工事の実施にあたっては、対象区域内の宅地所有者等の多大な費用負担を伴うため、地元協
議を進めるには手厚い措置が必要である。 

・今後、安全確認調査（２次調査）への移行等、本事業を円滑に進めていくためには、対策工事の
実施を見据えた上記課題の解決が不可欠であるため。 

 
(4) 社会資本の老朽化対策の推進             【総務、国交、警察】 

① 社会基盤施設の老朽化対策の充実                        

主ア 老朽化対策の予算確保 

・老朽化対策の推進に必要な予算を確保すること 

【提案の背景】 

・今後、大量の社会基盤施設が築50年を越え、橋梁、排水機場、下水道施設等の更新が必要となる。 

・社会基盤施設を将来にわたり安全に使用するための適切な老朽化対策の推進が必要である。 

 国 

1/3 
事業者

1/3 
県 

1/6

市町

1/6 

 国 

11.5% 
事業者 

77% 

県 5.75％ 市町 5.75% 

 

県 8.3% 市町 8.3% 

国 
16.7% 

事業者

66.7% 

 国 

1/5 
事業者

3/5 
県 

1/10 

市 町

1/ 10

※国補助は補助対象限度額が 802 千円 
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 [本県の計画]ひょうごインフラ・メンテナンス10箇年計画 計画期間：H26～35年度 

施設 実施箇所数 事業費 施設 実施箇所数 事業費 

①橋梁 324橋 304億円 ⑫ダム施設 18箇所 92億円 

②舗装 1,700km 198億円 ⑬防潮堤 13.5km 94億円 

③トンネル 覆工 66箇所 
38億円 

⑭岸壁等係留施設 21施設 81億円 

設備 36箇所 ⑮防波堤等外郭施設 126施設 58億円 

④アンダーパス 10箇所 3億円 ⑯砂防設備 99箇所 14億円 

⑤横断歩道橋 横断歩道橋 96箇所 9億円 ⑰地すべり防止施設 34箇所 2億円 

組立歩道 3.0km 5億円 ⑱急傾斜地崩壊防止施設 96箇所 8億円 

⑥道路付属物(照明灯・標識(大型)等) 1,794箇所 9億円 ⑲下水道 下水道施設 8処理場 724億円 

⑦道路法面施設 384箇所 20億円 管渠 0.72km 10億円 

⑧排水機場 46箇所 350億円 ⑳公園施設 14公園 57億円 

⑨水門・堰 51箇所 143億円 ㉑滑走路 16,600m2 1億円 

⑩樋門・陸閘 341箇所 24億円 ㉒その他施設 １式 142億円 

⑪矢板護岸 13.0km 48億円 計 約2,430億円 

 

主イ 下水道施設の国庫補助制度の堅持及び予算枠の更なる拡大  

・老朽化対策の国庫補助制度を堅持すること 

・予算枠を更に拡大すること 

【提案の背景】 

・下水道施設は、耐用年数の短い機械、電気設備が多いため、今後、更新時期が集中し、機能停止

に陥る恐れがある。 

・財政制度等審議会において、今後の下水道事業は「未普及対策と雨水対策に重点化」との議論が

なされ、老朽化施設の改築更新等に係る国庫補助が削減されることが懸念される状況にある。 

・下水道は汚水処理だけでなく公共用水域の水質保全や浸水の防除を受け持つ極めて公共性の高い

社会資本であるため、国庫補助制度の堅持が必要である。 

[国の制度] 「流域下水道事業」関連交付金の概要 

区 分 内 容 

概  要 施設の設置又は改築に関する事業 

交付対象 終末処理場（国費率２／３）、ポンプ場、管渠（国費率１／２） 
 

 

ウ 定期点検、小規模な修繕・更新工事等の補助対象化 

・交付金事業を以下の工事等でも活用できるようにすること 

○ 社会基盤施設の定期点検 
○ 修繕・更新計画策定 
○ 小規模な修繕・更新工事 

【提案の背景】 

・社会基盤施設を将来にわたり安全に使用するためには、定期点検や修繕・更新計画策定、小規模

な修繕・更新工事が欠かすことができないが、地方単独事業では十分な対応が困難である。 

・地方港湾に存在する事業規模の小さい港湾施設も、計画的に老朽化対策を進めていく必要がある。 
 

 [本県の取組]地方単独事業で実施している社会基盤施設の修繕・更新 

《港湾施設》岸壁・防波堤等で総事業費が２億円未満の修繕・更新 

《河川管理施設》矢板護岸の修繕・更新、排水機場等の非致命的機器(遠隔監視操作制御設備等)の修繕・更新等 
 

主② 公共施設等適正管理推進事業債の対象拡大                   

・個別施設計画を策定し長寿命化に取り組む庁舎・警察施設等の公用施設や公園施設・

空港施設等の社会基盤施設を対象とすること 

新・対象となっている市町村本庁舎に加え､県本庁舎の建替事業を対象とすること 

・平成33年度までとされる制度の恒久化を図ること 

【提案の背景】 

・平成30年度から対象となった河川管理施設、港湾施設等と同様に必要な社会基盤である警察施設

等の公用施設や公園施設、空港施設等は対象外となっている。 
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［公共施設等適正管理推進事業債の概要］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ 公共施設等の老朽化対策の充実                                

・公共施設等の除却事業に対する地方債の元利償還や公共施設等の老朽化に関する調

査・点検経費に対する地方交付税措置など財政措置を更に充実すること 

【提案の背景】 

・公共施設等適正管理事業債（除却事業）については、交付税算入のない資金手当債である。 

・個別施設の老朽化度合いを把握するためには調査・点検等を実施する必要があるが、これらに係

る経費に対しては何ら交付税措置がない。 
 
④ 交通安全施設の老朽化対策の充実                        

・信号機をはじめとする交通安全施設の老朽化対策の予算を十分に確保すること 

【提案の背景】 

・交通の安全と円滑を確保するため、重点的、効果的かつ効率的な交通安全施設の維持管理・更新

等を着実に推進する必要がある。 

・特に、信号制御機については、老朽化率が平成 28 年度末時点で全国ワースト１位となっており、

突然の機能停止等に陥るおそれがあり、早急に老朽化対策を講じる必要があるため。 

［ﾃﾞｰﾀ］老朽化した交通安全施設数（平成 29 年度末時点） 
区  分 信号制御機 信号柱 
総  数 7,236 35,269 
老朽化数 2,745 6,540 
割  合 37.9% 18.5% 

  ※老朽化更新基準：信号制御機（19年）、信号柱（40年） 
 
⑤ 水道事業への財政支援の拡充等                         

ア 将来にわたる経営維持に向けた新たな財政措置           

ⅰ）中長期課題に対応する取組への財政支援 

・人口減少による需要の減少、施設の老朽化など、水道事業が抱える中長期の課題に対

応するための取組に対して、財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・水道事業は、原則、料金収入のみで給水原価を回収することが前提とされており、今後、人口減

少による水需要の減少により、各事業体の料金収入は大きく減少することが想定される。 

・特に小規模事業体(県内134事業体中123)は、将来にわたる経営維持に大きな支障が生じる懸念がある。  

・現行の財政支援制度は、耐震化など、現状の課題に対応するものしか措置されていないことから、

水需要の減少等中長期の課題にも対応できるよう新たな財政支援制度を創設する必要がある。 

※ 小規模事業体とは：給水人口10万人未満の事業体（簡易水道事業含む） 

[ﾃﾞｰﾀ]料金収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業 充当率 交付税措置率

【長寿命化事業】
[公共用施設]
施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
[社会基盤施設]
所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
道路、農業水利施設、河川管理施設、砂防関係施設、海岸
保全施設、治山施設、港湾施設、漁港施設、農道

財政力に応じて
30～50%

【市町村役場機能緊急保全事業】
新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村
本庁舎の建替え等

交付税措置対象
分（75%)の30%

90%
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ⅱ）繰出基準の拡充 

・水道事業に対する繰出し基準を拡充した上で財源措置を設けること 

【国制度の問題点】 

・水道事業への一般会計繰出金に対する財政措置の対象が極めて限定されており、簡易水道の上水

道への統合の進展により、今後、更なる切り下げが行われる予定である。 

・人口減少社会においては、個々の事業体の努力だけでは経営を維持することが困難な地域が増加

することから、地域の実情に応じた財政措置が行われるよう対象を拡大する必要がある。 

 ※ 一般会計繰出金とは：地方財政措置の対象となる一般会計等が負担する経費 

[国の制度]建設改良に要する経費への財政措置 

 区 分  現行の財政措置 

上水道事業 なし 

簡易水道統合後の上水道事業（国庫補助対象事業） 地方負担の25％ 

簡易水道事業 地方負担の55％ 
 

 
イ 当面の経営維持に必要な現行制度の拡充・改正 

主ⅰ）国庫補助・交付金制度の拡充 

・生活基盤施設耐震化等交付金、水道施設整備費国庫補助金の必要な予算枠を確保し、

補助率を引き上げること（1/4～1/2 → 一律1/2） 

・上水道に統合された旧簡易水道区域の建設改良費も事業の対象とすること 

【国制度の問題点】 

・市町の財政力、資本費等により補助率が設定されているが、施設のダウンサイジングや建設投資

の縮減など経営努力に取り組んだ結果、資本費が低減すると補助率が低くなるため、必要額が措

置されない状況となっている。 

・補助率が下水道と比べ低いことから（下水道では1/2～2/3）、財政基盤の弱い事業者においては、

耐震化等、必要な整備が進まない状況となっている。 

・国の施策により、簡易水道の上水道への統合が進んでいるが、山間部等、地形的な理由により、

施設の統廃合等を伴わないソフト統合（経営・会計の一元化）とならざるを得ない団体が多い（13

団体中10団体）ため、建設改良費は統合前から比較して縮小されていない。 

・一方で、補助金等の財政支援は上水道として措置されることとなるため、簡易水道と比較して事

業が限定され、事業実態に応じた財政措置がなされていない状況となっている。 
 
主ⅱ）過疎・辺地対策事業債の対象事業の拡充 

・旧簡易水道区域を含む上水道を過疎・辺地対策事業債の対象事業に追加すること 

【国制度の問題点】 

・現行制度では、上水道は過疎・辺地対策事業債の対象となっておらず、上水道に統合された旧簡

易水道同様に対象とならない。 

・旧簡易水道区域を含む不採算な条件のもとでの経営を余儀なくされる上水道が増加していること

から、上水道に統合された旧簡易水道に対しても適切な財政措置が不可欠である。 

［データ］簡易水道の上水道への統合の状況 

時  期 団体数 
（認可事業数） 

平成19年3月末 14団体 
（128事業） 

平成29年3月末 
3団体 

（28事業） 

平成29年4月1日以降 
1団体 

（6事業） 

[国の制度]過疎・辺地対策事業債の対象事業 

区 分 過疎・辺地対策事業債の対象 

上水道事業 対象外 

上水道に統合された簡易水道事業 対象外 

簡易水道事業 対 象 
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主ⅲ）AIやIoTなどの新技術活用への財政支援 

新・AI やIoTを活用した施設の自動化や遠隔操作等の先端技術の導入を支援する国のモデ

ル事業の成果を踏まえ、早期に本格実施すること 

新・広域化が困難な地域においても同様の事業が実施できるよう採択要件を設定すること 

【国制度の問題点】 

・小規模事業者や地理的に隔絶された集落を抱える事業者に対しては、IoTやAI等を活用した施設

運転の自動化や遠隔操作等による事業効率化が有効な対応方策となる。 

・モデル事業では、地域条件により広域化が困難な事業体は先端技術を活用した設備の導入のみが

対象となり、設備とあわせて整備する取水・導水施設等の施設は補助対象とならない。 

[国の制度] 

○広域的な水道施設の整備と合わせて実施するIOT 技術を活用した業務の効率化や、付加価値の高い

水道サービスの実現を図る事業 

（対象施設） 

・先端技術を活用した設備 

・先端技術を活用した設備と合わせて整備する施設（取水・導水・浄水・送水・配水施設） 

○IOT 技術を活用した業務の効率化や、付加価値の高い水道サービスの実現を図る事業 

 （対象施設） 

・先端技術を活用した設備 
 
ⅳ）施設基準の緩和と地方裁量の拡大 

・全国一律に適用される施設基準の検証を進め、水道事業者の経営状況に配慮した基準

の緩和と地域の実情に応じて基準を運用できるよう地方の裁量を拡大すること 

【国制度の問題点】 

・水道事業の運営には、その施設規模や原水水質等に関わらず、水道法に定める施設基準、水質基

準、人的基準等、全国一律に適用されている。 

  ※ 原水水質：一般細菌数、重金属類、pH、色度、濁度等 

・水道事業者の経営状況に差がある中、基準に適合させるための施設整備が大きな負担である。 

・新たな知見や新技術を考慮し、必要性・合理性を検証の上、制度を見直す必要がある。 
 
ウ 水道事業の広域連携への財政支援 

主ⅰ）広域化のための財政支援の拡充及び要件緩和 

・事業統合等による広域化事業に加え、施設の共同利用など広域連携を行った場合も交

付金等の対象とすること 

【国制度の問題点】 

・本県では、「兵庫県水道事業のあり方懇話会」からの提言を踏まえ、本県の地理的条件や地域ご

とに抱える課題が異なるという特性から、事業統合等を伴わない広域連携を対応方策の一つとし

て進めることとしている。 

・施設の共有化や共同利用は施設の集約にもつながり、事業統合等と同様にコストの削減に資する

ことから、広域連携を進めるための支援が必要である。 

[生活基盤施設耐震化等交付金（水道事業運営基盤強化等推進事業等）] 

現 行 課 題 提案する対象の拡大 

市町域を越えた事業統

合・経営の一体化 

事業統合や経営の一体化は、

地理的条件、水道料金の格差

等により困難であり、事業統

合等を伴わない広域連携の推

進に支障をきたす。 

事業統合等を伴わない水源の共有化、

施設の共同利用、施設の統廃合（集約

化）のための整備も対象化 

[地方交付税] 

現 行 課 題 提案する対象の拡大 

国庫補助対象事業費に

限定 

地方単独事業には措置されて

いない 

水道事業体間の広域連携に対する交付

税措置 

（参考例：公立病院の再編ﾈｯﾄﾜｰｸ化に

伴う施設整備への支援(交付税措置

率40%)） 
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主ⅱ）専門人材派遣・人材育成に対する支援 

・業務ノウハウを有する専門職員を確保・育成するための広域連携の取組に対して財政

措置を講じること 
【提案の背景】 

・各事業体における定数削減、団塊世代の退職などにより、県内の水道事業に従事する職員数が大
きく減少するとともに、職員の高齢化も進んでいることから、業務ノウハウを有する専門職員を
確保・育成するための広域的な支援の仕組みをつくる必要がある。 

[想定する経費] 
・県が水道事業OB・OGや水道事業に精通した者等を雇用して市町へ助言等を行う経費 
・県が外郭団体や水道事業に精通した公認会計士等へ委託して市町へ助言等を行う経費 
・市町が県関係団体、基金等に出資する経費  

 
ⅲ）市町が行う共同発注・共同委託・共同購入等への財政支援 

・広域化を促進するためのシステム共同化等事業の経費に対する支援を行うこと 
【提案の背景】 

・地域特性により施設の共同化等が困難な場合、料金システム等の共同化や資材の共同発注などに
より、事業の効率化を進めることは有効な手段であることから、こうした取組を進めるためにも
財政支援が必要である。 

[想定する経費] 
・システムの共同化に伴う新システムの開発費用 
・水質検査の共同実施等に伴う新機器の共同購入費用 
・災害時応急給水のための資機材の共同購入費用等の経費 

 

主ⅳ）統廃合・集約化に伴う施設整備への財政支援 

・統廃合・集約化(市町合併の場合も含む)に伴う施設整備や施設の取り壊しに対して財

政支援を行うこと 

・水道施設の廃止等における国庫補助金等の返還免除を行うこと 

【国制度の問題点】 

・市町合併等により施設の統廃合が行われた場合は、同一市町域内であっても、実質的に広域化さ

れることから、当該統廃合に要する経費に対しても広域化事業と同様の取扱いが必要である。 

・今後、水需要の減少を想定した施設の統廃合を進めるに当たり、過去に補助事業で整備した施設

の廃止により、補助金の返還が生ずる場合がある。 

［市町合併に伴う事業統合］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

市町名（上水道事業） 数 市町名（上水道事業） 数 年度

篠山町、丹南町 2 篠山市 1 H11

緑町、三原町、西淡町、南淡町 4 南あわじ市 1 H16

姫路市、家島町、夢前町、香寺
町

4 姫路市 1 H17

三木市、吉川町 2 三木市 1 H17

新宮町、龍野市 2 たつの市 1 H17

朝来町、生野町、和田山町、山
東町

4 朝来市 1 H17

豊岡市、城崎町、日高町、出石
町

4 豊岡市 1 H17

津名町、淡路町、北淡町、一宮
町、東浦町

5 淡路市 1 H17

洲本市、五色町 2 洲本市 1 H17

小計 29 9

【合併時】

市町合併に伴う事業統合

→
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３ 総合的な治水対策の推進 
 

主(1) 山地防災・土砂災害対策の推進              【農水、国交】 

① 治山事業、砂防関係事業の予算確保                           

・本県の「第３次山地防災・土砂災害対策計画」に基づく、治山事業、砂防関係事業が

着実に推進できる予算を確保すること 

【提案の背景】 

・本県は、山地が県土の７割を占めており、第３次山地防災・土砂災害対策計画において県が対策

すべき箇所のうち、未対策箇所は約８千箇所と多い。 

・昨今、土砂災害が激甚化傾向にあるため、重点計画箇所のほか、地元要望が多い中山間地域での

対策も推進していく必要がある。 
 

［本県の第3次山地防災・土砂災害対策計画］（H30～35） 

区分 
整備目標（着手箇所数） 

砂防事業 治山事業 緊急防災林 合計 
①人家等保全 390 438 - 828 
②流木・土砂流出防止 - 240 - 240 
③災害に強い森づくり - - 38 38 
合計 390 678 38 1,106 

＜重点計画箇所＞ 

・要配慮者利用施設、防災拠点等を保全する箇所。具体的には、保全対象として社会福祉施設、医

療施設、学校、避難所、官公署、人家50戸以上ある箇所が該当。 
  
② 老朽化対策、機能強化対策の予算確保                       

・治山ダムや砂防堰堤等の既存施設の老朽化対策、機能強化対策を着実に推進できる予

算を確保すること 

【提案の背景】 

 ・県下全体約1万4千の治山施設のうち老朽化が懸念される650施設について、詳細な点検診断に基

づく個別施設計画を平成31年度までに策定し、順次補修等を進めることとしている。 

・新たな施設整備による未対策箇所の解消と併せて、既存の砂防関係施設について計画的に老朽化

対策を実施していく必要がある。 
 

(2) 山の管理の徹底                                   【農水】 

① 健全な森林を育成するための森林整備の推進                   

ア 間伐及び作業道開設に対する支援の拡充 

・森林所有者の負担なしで間伐及び作業道開設に取り組めるよう国の支援制度を拡充すること 

【提案の背景】 

・標準的な経費に対して概ね68%の補助としている現行制度においては、残り32%の経費は森林所有

者の負担となるため、補助の割合を増やして森林所有者の負担がない制度に拡充する。 
 

イ 災害復旧に対する支援制度の創設 

・災害で発生した流木の緊急処理や被災した作業道の復旧に対する支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・災害で発生した流木については、二次災害防止のため緊急に処理できるよう支援が必要である。 

・被災した作業道については、周辺の間伐等森林整備を待たずに早期復旧し、森林管理に利用でき

るようにするため、災害復旧としての支援が必要である。 
 
② 「災害に強い森づくり」支援制度の創設                   

・森林の防災機能を高めるため、次の事業に対する支援策を創設すること 

○ 豪雨時の土砂流出防止のために間伐木を利用した土留工を設置する事業 
○ 流木災害を軽減するための渓流沿いの流木止め設置や危険木の除去等災害緩衝 

林を整備する事業 
○ 広葉樹の着実な生育のためのｼｶ不嗜好性樹種の植栽や小面積防護柵を設置する事業 
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【提案の背景】 

・森林の防災機能を高めるためには、土砂流出防止、流木災害の軽減、人工林の広葉樹林化による

多様な森林づくりへの支援が必要である。 
 

③ 奥地林整備の促進                                                               

ア 人件費等の掛増し経費に対する助成制度の創設 

・条件不利地における切捨間伐を行う際の人件費等の掛増し経費に対する助成制度を創

設すること 

【提案の背景】 

・手間のかかる奥地等条件不利地での切捨間伐が遅れているため、労務強度を考慮した人件費等の

掛増し経費への支援が必要である。 
 

イ 更新伐や防護柵の設置、植栽等に対する支援の拡充 

・森林所有者の負担なしで更新伐や防護柵の設置、植栽等に取り組めるよう国の支援制

度を拡充すること（現行：国・県負担68%等） 

【提案の背景】 

・森林の防災機能を高めるとともに野生動物の生息地を確保するためには、奥地の人工林を実のな

る樹種を含めた広葉樹林へ転換するための支援が必要である。 
 

ウ 水源林の整備における多様な樹種構成への転換 

・国立研究開発法人森林研究・整備機構が実施する水源林の整備については、針葉樹主

体の一斉林から針広混交林など多様な樹種構成に転換していくこと 

【提案の背景】 

・野生動物の生息地確保や生物多様性保全のためには、実のなる樹種を含めた多様な樹種構成から

なる森林の整備が必要である。 
 

④ ナラ枯れ被害対策の強化                              

ア ナラ枯れ被害対策の予算措置の充実 

・ナラ枯れ対策として、駆除等の防除事業実施に対する十分な予算措置を講じること 

【提案の背景】 

・都市近郊の人の入り込みの多い里山における被害が激増している状況の中、人が立ち入るなど倒

木や落枝などによる人身被害の防除の優先度が高い森林における駆除の徹底、未被害地への被害

拡大防止を図り、効果的に防除事業を進める必要がある。 
 

［兵庫県ナラ枯れ被害(材積)の推移］              ［単位：ｍ3］ 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

329 494 2,490 4,578 9,234 
 

 

イ 的確かつ効率的な被害対策に向けた調査研究の推進 

ⅰ）森林の公益的機能に及ぼす影響等の解明 

・ナラ枯れが土砂の崩壊防備など森林が有する公益的機能に及ぼす影響について、被害

の程度（面積、被害率等）や地形、地質等の環境条件を踏まえて解明すること 

・被害発生から終息までの期間の長短に影響する因子等を解明すること 

【提案の背景】 

・被害や地形等の現地状況による危険度を判定する客観的指標を踏まえた事業実施の優先度から、

より効果的に防除事業を進めていくことが必要である。 
 

ⅱ）被害位置が把握できる手法の開発 

・被害調査について、航空機や衛星画像データを効率的に活用し、広域的かつ正確な被

害位置が把握できる手法を開発すること 
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【提案の背景】 

・被害調査は県と市町が合同で地上からの目視により行っているが、奥山など把握できない被害が

あることから、広域的かつ正確に被害位置を把握する手法を開発し、効果的に防除事業を進める

ことが必要である。 
 

(3) 総合的な治水対策の推進                               【国交】 

① 主要河川の整備促進                                                           

ア 事前予防対策の促進 

・下流部に人口や資産が集中している県内の一級河川について、洪水を安全に流下させ

る堤防補強や河道掘削などの事前予防対策を整備促進すること 

【提案の背景】 

・一級河川である猪名川、加古川、揖保川、円山川は下流部に人口や資産が集積しており、大規模

水害に備えた対策が必要となる。 

・一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であることから、直轄事業による河川整

備計画に基づく整備の促進が必要である。 

 

イ 直轄事業と合わせて行う県事業区間の整備推進のための予算の確保 

・加古川、猪名川、円山川において、直轄事業と合わせて整備することにより効果発現

をめざす県事業区間の整備を推進できる予算を確保すること 

ウ 防災・安全交付金における想定氾濫人口を重視した事業の追加 

・防災・安全交付金の重点配分を行う事業メニューに想定氾濫人口を重視した事業を加

えること 

【国制度の問題点】 

・武庫川や市川など、人口や資産が高度に集積し、ひとたび破堤すると大きな被害が見込まれる。 

・都市部の治水安全度の向上は喫緊の課題であるが、防災・安全交付金で優先的に配分される事業

に該当しておらず、継続した計画的な執行が確保できない。 

[国の制度] 防災・安全交付金の配分の考え方の例 

・大規模氾濫減災協議会等の国、県、市町等からなる協議会において取組方針が策定され、その方

針に基づきハード・ソフト一体となった取組が着実に進められている河川で行う事業 

・人口・資産が集中する地域等において河川整備計画目標相当の洪水を安全に流下させるために整

備する遊水地や放水路等の抜本的な治水安全度の向上に資する事業（対象施設は遊水地、放水路

及び地下調節池とし、社会資本整備交付金総合計画の事業期間内に完成する見込みがあるもの） 
 

② 都市部の浸水対策に対する財政措置の創設                                                       

・人口や資産が集積する都市部における遊水地や地下貯留管等の大規模構造物の整備(河

川対策)については、現行の交付金事業とは別枠で個別に採択すること 

【提案の背景】 

・今後予定している津門川地下貯留管や八家川調節池等の整備(河川対策)は、大規模施設を整備す

るため、多額の事業費が必要となる。 

・限られた交付金事業の枠内で計画的な執行を行うことが困難となる可能性がある。 
 

③ 鉄道事業者の応分の負担                                                        

・河川工事に伴う鉄道橋梁の架替等の工事費の負担割合について、鉄道事業者の経営状

況や路線の収支状況等を勘案した応分の負担がなされるよう見直しを行うこと 

【提案の背景】 

・現行の制度では、河川改修に伴う鉄道橋梁の架替に要する費用のうち、鉄道事業者の負担は数％

で大半が河川管理者負担となっている。 
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④ 高潮対策等の推進に必要な予算の確保                                                

・高潮対策等（下記例）を推進できる十分な予算を確保すること 

  ○ 高潮による浸水被害を防ぐための防潮堤や排水機場等の整備 

  ○ 侵食による越波被害等を抑えるための施設整備 
【提案の背景】 

・台風の大型化など高潮に対するリスクが年々高まっており、早期の対策が必要である。 

[整備の例] 東播海岸の整備、湊排水機場・大江島排水機場の改築、新川水門の整備 
 

⑤ 準用河川に対する防災安全交付金事業の採択要件の緩和                             

新・総合流域防災事業(準用河川改修事業)の採択要件である総事業費の上限額を緩和すること 

新・地震・高潮対策河川事業の対象河川に準用河川を含めること 

【提案の背景】 

・総合流域防災事業（準用河川改修事業）および地震・高潮対策河川事業において、準用河川に対

する採択要件が一級河川等よりも厳しいため、準用河川における治水対策に遅れが生じている。 
 

⑥ 流域対策の推進                                

ア 税制優遇制度の対象地域の拡大 

・雨水貯留浸透利用施設に対する法人税・所得税の割増償却制度（５年間１割増償却）

の対象地域を下水道法の浸水被害対策区域から県内全域へ拡大すること 

【提案の背景】 

・下水道法の浸水被害対策区域以外でも有効な取組であり、県、市町、県民が一体となった全県で

の流域対策の取組を推進する必要がある。 

[基準] 下水道法の浸水被害対策区域 

・都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれのある区域で、公共下水道の整備

のみによっては浸水被害の防止を図ることが困難な区域（市町が条例により指定：県内なし） 
 
イ 流域貯留浸透事業の規模要件の緩和 

・流域貯留浸透事業の規模要件を下記のとおり緩和すること 

○ 公園、学校の公共施設等:500㎥以上の貯留機能等→複数の施設を合わせ500㎥以上 

○ ため池等：3,000㎥以上の治水容量→1,000㎥以上 

【提案の背景】 

・流域対策による流出抑制量を河川整備基本方針に定めた河川（県内対象河川：武庫川）において、

小規模な公園やため池等を含めた雨水貯留施設の整備を促進する。 

・市の取組対象となる小規模な公園、ため池等を流域貯留浸透事業の対象とすることで、市の取組

を促進する。 
 
⑦ 減災対策の推進                                

ア 公共施設等の耐水化の促進 

・浸水リスクの高い地域で行う耐水化(下記例)の費用に対する助成制度を創設すること 

○ 電気設備等の高所設置、建築物の高床化、敷地嵩上げ 

○ 遮水構造の建築外壁・外構壁の施工 

○ 地下街の浸水対策等を行う公共施設等の耐水化 
【提案の背景】 

・減災対策の取組を浸水ﾘｽｸの高い地域において加速させるためには、浸水被害を軽減するﾊｰﾄﾞ面

の直接支援が必要である。 
 
イ 水防法改正に伴う浸水想定区域見直しへの対応 

・浸水想定区域図作成への交付金活用について、下記にも適用範囲を拡大すること。 

○ 洪水：改修事業中ではない水系 

○ 高潮：朔望平均満潮位以下の防護区域を有する海岸以外 
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【提案の背景】 
・洪水：水防法改正により、水位周知河川等の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の指定が

義務化され、早期に区域図を作成する必要がある。 
・高潮：水防法改正に伴う高潮浸水想定区域図の作成を行うための補助要件が、朔望平均満潮位以

下の防護区域を有する海岸のみとなっており、非常に限定的なものとなっている。兵庫県でもそ
のようなエリアは阪神地域の一部のみで、他の地域の作業が補助事業として実施できない。 

 

主(4) 災害に強いため池改修等の推進                          【農水】 

① ため池改修に必要な事業予算の確保等                       

ア 事業予算の安定的な確保 

・全国一のため池数を有する本県が、災害に強いため池への改修を計画的に進められる

必要な予算を安定的に確保すること 

イ 農村地域防災減災事業（調査計画事業）の継続 

・農村地域防災減災事業（調査計画事業）について、平成30年度までとされている定額

助成事業を継続すること 

【提案の背景】 

・改修が必要なため池数は約1,100箇所と膨大である。 

・「ため池整備５箇年計画」（H27～31）に基づき、ただちに改修が必要なため池380箇所の整備を推

進する一方、所要予算が不足している。 

・計画的な事業実施のためには、当初予算による所要額の安定的な確保が課題となっている。 
 

［県の取組］「ため池整備５箇年計画」（H27～31）の進捗状況 
項 目 全体計画(H27～31) 実績（H30.4まで） H31（予定） 

着手数（箇所） 380 270 110 

事業費（億円） 308 207 101 
 

 
② ため池緊急防災体制整備促進事業の制度拡充                  

・農村地域防災減災事業（ため池緊急防災体制整備促進事業）について、整備に着手す

るまでの間の要改修ため池等の適正な管理に要する経費及び地域や県域単位で取り組

むため池保全活動に要する経費を支援対象とすること 

  ○ サポートセンターなどの整備に着手するまでの間の要改修ため池等の適正な管
理を支援する取組 

  ○ ため池貯留による洪水抑制などの多面的機能の発揮を促進する取組 
  ○ フォーラム等による管理者や地域住民等に対する啓発 

【国制度の問題点】 
・農村地域の過疎化・高齢化等によるため池の管理の粗放化が進行している。ため池の決壊等によ

る災害を未然に防ぐためには、改修整備後でも管理者による適正な管理の徹底が必要となる。 
・全ての要改修ため池の整備を完了するには時間を要するため、整備に着手するまでの間、ため池

管理者に対する現場技術指導等により適正管理を支援するサポートセンターの設置などが有効
であり、平成30年度から全県でこの取組を展開する 

・ため池は多面的な機能を有しており、その恩恵は農業従事者以外の者にも及ぶ。ため池の継続的
な保全には、普及啓発や多様な主体の連携と協働による新たな保全体制の構築が必要である。 

・ため池緊急防災体制整備促進事業は、地域住民を含めた管理体制の構築に資する活動として、①
防災・減災等の文献・事例の収集・調査、②ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催、③ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、④生態系・景
観等の保全を対象としており、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの設置やﾌｫｰﾗﾑ等の開催に対する支援が行えない。 

・受益面積2ha以上のため池又はソフトもしくはハード整備を予定しているため池のみを対象とし
ており、地域や県域単位で実施する保全活動に対する支援が行えない。 

 
［県の取組］淡路島ため池保全サポートセンターの概要 

区 分 内 容 

趣 旨 
ため池整備の長期化や管理者の減少・高齢化を踏まえ、管理者の適正な保全管理活動を支援す
るため、県と淡路島３市の連携により、平成28年5月に全国初となるサポートセンターを開設 

業 務 ①ため池管理の相談窓口、②現地パトロール、③助言・現地技術指導、④普及啓発等 
成 果 
(H28) 

①漏水等に関する相談が230件以上あり、うち2割程度で補修方法等を現地指導した。 
②1,100箇所のため池を巡回点検し、新たな漏水等を26箇所で発見した。 
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(5) 防災気象情報の更なる改善                              【気象】 

・適切な避難等が行えるよう、以下のような防災気象情報の更なる改善を進めること 

   ○ 平成の大合併前の旧市町単位や指定都市の区単位など、より細かな地域単位で、 

分かりやすい予警報区分の設定 

○ 予警報と住民に求められる行動の体系化 

○ 局地的大雨等の予測精度の向上 

○ 地方気象台から地方公共団体へのきめ細かい情報提供 

【提案の背景】 

・予警報区分が各市町単位となっており、地区によって実際の気象状況と乖離がある。そのため、

避難勧告等発令区域の絞り込みに活用できない。 

・現状では局地的大雨等の的確な予測は困難であるが、より精度の高い防災気象情報の提供によっ

て、市町における適時適切な避難勧告等の発令が可能となる。 

 

(6) 災害復旧対策の迅速化                            【財務、国交】 

① 災害査定の簡素化                               

・机上査定額を拡大（現行「3百万円未満」の査定方針の柔軟な引上げ）するなど災害査

定を簡素化すること 

【提案の背景】 

・頻発している局地的大雨等による甚大な被害に対し、災害復旧対策の速やかな実施が必要である。 

・実地査定の対象件数を削減することで、査定に要する業務量を縮減するとともに、査定期間の短

縮と早期の災害復旧の工事着手を図る。 

 

② 査定設計委託費等補助制度の対象範囲の拡大                       

・激甚災害等に限定されている査定設計委託費等補助の対象範囲を拡大すること 

【提案の背景】 

・激甚災害等以外の災害も対象とするなど対象範囲を拡大することにより、災害復旧事業の申請に

関する測量・設計等を適切かつ迅速に実施し、より一層の早期復旧を図る。 
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４ 魅力的な都市・地域の振興 
 

主(1) 都市再生緊急整備地域における再整備への積極的支援       【国交】 
 

［参考］三宮再整備の概要 

・兵庫・神戸の玄関口である三宮駅周辺は、震災以降、機能更新が進んでおらず、施設の老朽化が

進行している。また、乗り換え動線がわかりにくいといった課題もかかえている。 

・そこで、三宮周辺地区を国際競争力の高い魅力的な都市空間、交通結節拠点として再整備する。 
 

 

 

 

 

 
 

 
① 市街地再開発事業及び新たなバスターミナルの整備支援               

・新たなバスターミナルの整備及び市街地再開発事業に対する財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・先行的に取り組んでいる再開発ビル及び新たなバスターミナルの整備に向け、引き続き国からの

支援が必要である。（必要な財政支援：調査設計計画費・土地整備費・共同施設整備費） 

[課題] 三宮駅周辺の課題 

課 題 内 容 

施設の老朽化 
兵庫・神戸の玄関口の三宮駅周辺は、震災以降、機能更新が進んでおら
ず、施設の老朽化が進行 

公共交通の複雑な乗り換え 中・長距離バスの乗降場が分散し、利便性が低く、交通結節機能が低い 

[効果] 整備による効果 

効 果 整備目的 

集客力向上 
既存の商業・業務機能の更新や文化・芸術機能、宿泊機能など新たな都
市機能の導入による賑わいの創出 

交通結節機能の向上 中・長距離バス乗降場の集約による利便性向上 

[スケジュール] 

雲井通５丁目地区（Ⅰ期） 
H30.5 雲井通５丁目再開発株式会社設立 
H31  都市計画決定／事業認可 
H33  建築工事着手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 都市再生緊急整備地域における税制特例の適用期限の延長               

新・都市再生緊急整備地域における税制特例の適用期限(平成31年3月31日まで)を延長すること 

【提案の背景】 

・平成28年度に、国全体の成長を牽引する大都市について、都市再生に資する優良な民間都市開発

事業を促進する施策を引き続き講じていく必要性から、平成31年3月31日まで2年間延長された。 

・今後、三宮駅周辺地区では、同地区の｢再整備基本構想｣において、概ね30年後を見据え優良民間

開発を誘導していく計画としており、当該税制の適用がなくなれば円滑な開発に支障が生じる。 

神戸の玄関口にふさわしいにぎわいのある空間 新たなバスターミナルの整備イメージ 

地区のブロック分けのイメージ 再開発ビルの構成イメージ 
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[税制] 税制上の支援措置の概要 

区
分 

特例措置の内容 
注）〔 〕内は特定都市再生緊急整備地域内の場合 

特例措置の対象 

認
定
事
業
者 

所得税 

法人税 
割増償却 

５年間３割増 

〔５年間５割増〕 

認定事業により整備される建

物及び附属設備で認定事業者

が取得するもの 

登録免許税 

（建物保存登記） 
軽減税率 

0.4％→0.35％ 

0.15％(H24.3.31以前認定) 

0.2％(H24.4.1以降認定) 

建築した認定事業の用に供す

る建築物 

不動産取得税 
課税標準 

控除 

1/5を参酌して1/10以上3/10以下

の範囲内において都道府県の条例

で定める割合を控除（※兵庫県は1/5） 

1/2を参酌して2/5以上3/5以

下の範囲内において都道府県

の条例で定める割合を控除

（※兵庫県は1/2） 

認定事業の用に供するため取

得した事業区域内の不動産 

固定資産税 

都市計画税 

課税標準 

控除 

課税標準を５年間3/5を参酌して

1/2以上7/10以下の範囲内におい

て市町村の条例で定める割合とす

る（※神戸市は3/5） 

課税標準を５年間1/2を参酌

して2/5以上3/5以下の範囲内

において市町村の条例で定め

る割合とする（※神戸市は1/2） 

認定事業（地上階数10以上又

は延べ面積50,000㎡以上の建

築物を整備する事業に限る）

により新たに取得した家屋及

び償却資産のうち、以下のも

の 

 公共施設 

 一定の都市利便施設 

地
区
内
残
留
者 

所得税 課税繰延 
所得税 100%繰延 

【居住用資産】 

都市再生緊急整備地域内にあ

る土地等 

所得税 

個人住民税 

法人税 

軽減税率 

所得税 15%→10%（2,000万円以下） 

住民税 5%→4%（2,000万円以下） 

法人税 重課5%→0% 

認定事業の用に供するため認

定事業者等に譲渡した長期所

有土地等 

地
区
外
転
出
者 

所得税 

個人住民税 
軽減税率 

所得税 15%→10%（6,000万円以下） 

住民税 5%→4%（6,000万円以下） 

都市再生緊急整備地域内にあ

る土地等 

所得税 

個人住民税 

法人税 

軽減税率 

所得税 15%→10%（2,000万円以下） 

住民税 5%→4%（2,000万円以下） 

法人税 重課5%→0% 

認定事業の用に供するため認

定事業者等に譲渡した長期所

有土地等 
 

 

(2) 都市機能の活性化                  【総務、国交、経産】 

① 地域の実情に合わせた都市機能の集約                       

・連携中枢都市圏や定住自立圏の形成等、都市機能や行政サービスの集約により地域の

活性化を進めるに当たっては、効率性のみを重視せず、それぞれの地域の実情に合わ

せて実施すること 
【提案の背景】 

・地域の実情に応じた自主的な取組が推進されるよう、地域創生の動き等を踏まえ、地域性や特色
に配慮した展開が必要である。 

 

② 財政支援措置の拡充                               

 ・連携中枢都市圏及び定住自立圏の複数圏域に参加する場合、それぞれの制度において

各市町が取り組む事務・事業に応じた財政需要が増加するため、各圏域での取組状況

を踏まえた財政支援を行うこと 
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【提案の背景】 
・地域の実情に応じた自主的な取組が推進されるよう、複数圏域に参加する市町にあっては、地域

性や特色に配慮した相応の財政支援を行う必要がある。 
 

③ 中心市要件の緩和                                

・定住自立圏における中心市の要件である昼夜間人口比率「１以上」について、連携中

枢都市と同様に「おおむね１以上」とすること 
【提案の背景】 

・人口集中地区や都市機能の集積状況により中心市としての機能を備えている市においても制度を
活用できるようにする必要がある。 

 

(3) 県が実施する商店街の活性化とまちの再生事業への支援     【経産、国交】 

① 小売商業・サービス業の創業・開業支援                     

・商店街の空き店舗を活用した個店の創業・開業等への補助制度を創設すること 
【提案の背景】 

・商店街の新陳代謝・活性化を促進するためには、国のアドバイザー派遣等だけではなく、個店の
創業・開業等を応援する補助制度が必要である。本県では、アドバイザー派遣に加え、出店時の
内装工事費、ファサード生日、賃料等の支援を行っている。 

 
② 老朽化したアーケード等の撤去に対する補助制度の創設                   

・老朽化したアーケード・小売市場等の撤去に対する補助制度を創設すること 
【提案の背景】 

・既に商業集積を喪失している商店街では、商業機能の再生を図るよりアーケードを撤去した方が
商店街のコンパクト化や住宅・駐車場への転換が進み、街並みの美化、商店街の価値が高まるこ
とで、まちなか居住が促進する場合があり、補助制度が必要である。 

・本県では、老朽化したアーケード等の撤去の支援を行っている。 
 
③ 商店街活性化事業計画・商店街活性化支援事業計画の事務権限の移譲         

・地域商店街活性化法による商店街活性化事業計画・商店街活性化支援事業計画の事務

権限を都道府県に移譲すること 

【提案の背景】 

・商店街の活性化施策を行う窓口を現場に近い地方に一本化し総合的な支援を行うことができるよ

う、住民に身近な行政として地域の実情を熟知した地方公共団体に委ねるべきである。 

・商店街の商圏が複数の市町域にまたがることから、広域団体である県が行う方が有効である。 

・県は、活性化プランの策定、空き店舗対策、賑わいづくり（イベント助成）、施設整備など多様

な支援メニューを展開し、施策に通じている。 

［国の制度］①商店街活性化事業計画・②商店街活性化支援事業計画の概要 

 ・①商店街の組合等がその活性化のため地域住民のﾆｰｽﾞに応じて行う事業を経済産業大臣が認定。 

・②NPO法人等が行う商店街活性化の取組みを支援する事業を経済産業大臣が認定。 
 

(4) 地域・まちなか商業活性化支援事業の補助対象の拡充         【経産】 

・地域・まちなか商業活性化支援事業の補助対象を拡充すること 

【提案の背景】 

・空き店舗の発生は、商店街組織の弱体化、魅力の低下、さらには、まちのにぎわいの喪失にもつ

ながる大きな課題である。 

・その解消には、空洞化した商店街や区分所有の再開発ビルの空き店舗等の利用権を定期借地や不

動産信託により集約化して再生整備を行うことが必要である。 

［国の制度］地域・まちなか商業活性化支援事業の概要 

・商店街の組合等が実施する少子・高齢化、地域交流、新陳代謝、構造改善、外国人対応、地域資

源活用に係る取組を支援 
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(5) 情報格差是正のための支援拡大                  【総務】 

超高速ブロードバンドの基盤整備を促進するため、「情報通信基盤整備推進補助金」

について、以下の措置を講じること 

○ 携帯電話等エリア整備事業等と同等に補助率を嵩上げ（現行：1/3→2/3） 

○ 補助率の嵩上げに伴う交付申請にも対応できる十分な予算の確保 

○ 公設に限定せず、民間事業者による基盤整備も支援対象化 

【提案の背景】 

・超高速ブロードバンドは、条件不利地域において交流人口及び定住人口の増加に寄与する重要な

インフラである。補助率の嵩上げや民間事業の支援により、一層の整備促進が見込まれる。 

［未整備地区（平成30年度末予定。一部利用可能の地区を含む）］ 

神戸市（六甲山）、相生市（矢野町）、加古川市（平荘町、志方町）小野市（池田町、脇本町、桜台、

万勝寺町）、丹波市（青垣町、山南町）、香美町（小代区、村岡区）、新温泉町（八田地区） 

 

(6) 過疎法等地域振興立法の指定要件等の見直し【内閣官房、総務、農水、国交】 

① 過疎地域の指定要件の見直し                           

・過疎化が進展する地域においても、地域創生等に取り組めるよう実態に即したきめ細
かな指定要件への見直しを行うこと 

 
【提案の背景】 

・人口減少の時代に入り、少子高齢化や東京一極集中など現行の過疎地域自立促進特別措置法制定

後に深刻化している課題に対応する必要がある。 
 

② 地域振興立法に関する財政措置の拡充                       

・特定農山村法、山村振興法及び離島振興法等の地域振興立法について、過疎地域自立
促進特別措置法と同様に、現行の指定要件に加えて近年の実態等を踏まえ、その指定
地域の拡大及び過疎債並みの財政措置を図ること 
【提案の背景】 

・特定農山村法、山村振興法及び離島振興法等の地域振興立法の財政支援措置は、過疎法ほど充実

していない。また、特定農山村、山村振興については、指定要件の見直しも近年行われていない。 
 

(7) 離島振興施策の一層の充実  【総務、文科、厚労、農水、経産、国交、環境】 

① 離島振興関係予算の確保と補助率の嵩上げ                     

・隔絶性等の地理的特性など離島固有の財政需要に対処できるよう離島活性化交付金事
業を含め、国土交通省所管の離島振興関係公共事業予算や各省庁所管の離島振興関係
予算の所要額を確保するとともに、補助率の更なる嵩上げを行うこと 
【提案の背景】 

・離島を取り巻く自然的・社会的諸条件は厳しく、離島であるがゆえの財政需要の増をはじめ、本

土との格差は依然として残っているため。 
 

② 離島航路補助事業の予算の確保と補助率の嵩上げ                   

・島民の命綱ともいうべき航路を堅持するため、燃料代の高騰等に伴う離島航路事業の
欠損額の増加を踏まえた十分な予算を確保すること 

・人件費や船舶修繕費等の抑制など離島航路事業者の経営改善努力に応じた国庫補助率
の嵩上げなど制度を拡充すること 
【提案の背景】 

・離島航路事業者の経営や地方公共団体の財政状況は厳しく、離島航路の確保維持に対する予算の

確保や補助率の拡充については、例年、市や団体等からも要望を受けている。 
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(8) 地域住民等が行う活動への支援の充実         【内閣官房、総務、農水】 

① 過疎地域等の活性化に向けた取組に対する支援制度の拡充                  

・過疎地域等自立活性化推進交付金について、地域住民の主体的な取組を幅広く支援す

るため、予算を増額すること 

・地域の実情に応じた事業実施が可能となるよう、対象事業や事業主体の規模等の制限

を撤廃するなど、自由度を高めること 

【提案の背景】 

・住民の柔軟な発想による主体的な取組みを促すためには、対象事業や事業主体の規模等を制限し

ない自由度の高い支援措置が必要である。 
 

② 森林保全活動への支援の維持                          

・「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」制度を維持すること 

【提案の背景】 

・里山林における森林の多面的機能を維持するためには、地域住民等による森林の手入れ等が不可

欠である。しかしながら、林業の不振・山村地域の過疎化・高齢化により地域住民が減少してお

り、共同活動への支援が今後も必要となっている。 

［国の制度］森林・山村多面的機能発揮対策交付金の概要 
区  分 内  容 
趣  旨 地域住民等による森林の保全管理活動などの取組について支援 
実施主体 地域住民・森林所有者・NPO法人など民間共同組織 
交 付 率 定額・１／２・１／３以内 
種  類 里山林を維持するための雑木の伐採・侵入竹の伐採除去・資機材の購入や整備 
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５ 地球温暖化対策と環境保全対策の推進 
 

(1) 国の方針の明確化と国による対策の拡充          【経産、環境】 

① 地球温暖化対策の強化                                   

・「地球温暖化対策のための税」を活用した新たな削減技術の開発・実用化や設備導入等

への支援を拡充すること 

・「気候変動適応法」に示されている「地域気候変動適応計画」の策定や「地域気候変動

適応センター」の確保に向けて地方公共団体への支援を充実すること 

【提案の背景】 

・温室効果ガス削減効果が大きいにも関わらず、前年に比べて予算が減額されている事業があり、

これらの事業については予算を拡充する必要がある。 

・「気候変動適応法」が平成30年６月13日に公布されたが、都道府県及び市町村に努力義務化して

いる「地域気候変動適応計画の策定」及び「地域気候変動適応センターの確保」について、予算

措置を含めた支援が必要である。 
 
② 国と県の役割分担の明確化                           

・事業所が複数府県にまたがる事業者の指導は国の役割とするなど、事業者に対する削

減指導等における国と県の役割分担を明確化すること 

【提案の背景】 

・県の温暖化対策を推進する上で、排出割合の大きい産業部門の対策が必要不可欠である。 

・全国に複数の事業所がある事業者に対しては、都道府県が管内の事業所だけを削減指導しても、

他府県の事業所に生産を移すなど事業者全体としての削減に結びつかない場合がある。 
 

③ 石炭火力発電所新増設等の際の規制強化                      

・石炭火力発電所の新増設等により大幅なCO2排出量の増加が懸念されることから事業者

にCO2排出削減及び代替措置の実施を義務付けること 

【提案の背景】 

・今後、新増設される石炭火力発電所が40～50年稼働すると想定すると、国の地球温暖化対策計画

の長期的目標「2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減」の達成に大きな影響がある。 

・石炭火力発電所の設置にあたって、CO2総排出量を相殺するような枠組みを創設する必要がある。 
 

④ 石炭火力発電所に関する環境影響評価手続の強化                  

・現行では環境影響評価法の対象とならない小規模な石炭火力発電所の新増設や既設火

力発電所の燃料転換（石油から石炭へ）についても、法対象に加えること 

【提案の背景】 

・出力11.25万kW未満などの小規模な石炭火力発電所の新増設及び既設火力発電所の燃料転換によ

るCO2排出増加は、国の地球温暖化対策計画の長期的目標「2050年までに80％の温室効果ガスの排

出削減」の達成に大きな影響があると考えられるため、環境影響評価法の対象とする必要がある。 
 
(2) 持続可能な地域創生を推進する人材育成                 【環境】 

・平成27～28年度に但馬地域で実施した環境省の｢持続可能な地域創生を推進する人材育

成拠点形成ﾓﾃﾞﾙ事業｣と同様の取組を他地域でも展開できるよう財政支援を行うこと 

【提案の背景】 

・再エネ活用型の地域貢献に取り組む人材育成は、息の長い取組が必要である。 

・２年間(H27～28)環境省事業として但馬地域で開発したプログラムを、県下他地域で継続的に展

開していくことで、｢自ら立案・事業化｣し、｢地域へ効果を波及させる｣力を持つ人材を育成する。 

［国の制度］「持続的な地域創生を推進する人材育成拠点形成モデル事業」の概要（H27～28） 
区 分 内 容 

本県対象地域 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町  ほか 滋賀県、佐賀県の計３件 
代表事業者 株式会社地域計画建築研究所（国の委託による実施） 
内  容 兵庫県立大学等を拠点に、地域の課題を解決するため、「事業化」という視点から「自

ら事業化立案・推進が可能な人材」及び「チーム」を育成 
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(3) CO2削減に関する制度改善と取組の促進        【農水、経産、環境】 

① Ｊ-クレジット制度の充実                            

・「J-クレジット制度」について、より利用しやすい制度に改善すること 

○ プロジェクト計画書等の作成へのソフト支援の拡充 
○ 手続の簡素化 等 

【国制度の問題点】 

・「Ｊ－クレジット制度」の現状では、 

① 計画書の作成支援は１事業者あたり１方法論につき１回、 

② 審査費用の補助は１事業者あたり１年間に２回まで、 

③ 計画書の登録やクレジット認証まではそれぞれ平均６～７ヶ月と長期に及ぶ 

など、事業者の利用が進みにくいことから、一層のソフト支援等が必要である。 

［国の制度］「Ｊ－クレジット制度」の概要 

・中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理などの取組（事前に計画書の作成、第三者機関による

審査が必要）によるCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を事後に「クレジット」として国

が認証する制度（事後のクレジット化がインセンティブになる。） 

・本制度により創出された「クレジット」は、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボン・オフセ

ットなど、様々な用途に活用が可能 
 

② うちエコ診断事業の推進                             

・「うちエコ診断推進事業」に対する財政支援を行うこと 

・国の補助・融資制度等で受診を要件化するなどにより、普及を支援すること 

【国制度の問題点】 

・うちエコ診断受診後のアンケートによると、２割程度のCO2排出量削減効果が見込まれる。 

・診断士の資格試験実施、診断ソフトの改修などを国が行っているが、診断士派遣に伴う旅費や調

整を行うための人件費等、実際に診断を行う経費への財政支援がない。 

・家庭部門のCO2排出量を削減し、県や国の温室効果ガス削減目標を達成するためには、さらなる受

診者の拡大が必要である。 

［制度の概要］「うちエコ診断推進事業」 

・（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）関西研究ｾﾝﾀｰを中心に兵庫県等が協力して開発、現在は、

環境省の制度として全国で展開（H26～） 

・受診家庭の光熱費等の情報を専用の診断ソフトに入力し、各家庭が無理なくできる省CO2、省ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ対策を提案。診断は無料で、診断に要する時間は50分程度 
 

(4) PM2.5をはじめとした大気環境保全に対する対策の強化           【環境】 

① PM2.5に関する適切な情報発信及び常時監視の充実                 

ア 分かりやすい情報発信 

・調査研究で判明した健康影響や濃度に応じた日常行動の目安について、分かりやすく

ホームページに掲載し、報道機関へも情報提供するなど、広く発信すること 

【提案の背景】 

・国において、PM2.5成分分析調査等により機構解明等を進め、知見の充実が図られている。 

・PM2.5への不安を軽減するためには、国がPM2.5による健康への具体的な影響を示した上で、呼吸

器系や循環器系疾患のある者・小児・高齢者等（高感受性者）を含め県民が濃度に応じて取るべ

き行動の具体例を示し、適正な情報を発信することが必要である。 
 
イ 前日予報等の実施 

・高濃度が予想される場合の全国統一的な基準での国による前日予報等を実施すること 

【提案の背景】 

・全国統一的な基準で前日予報等を実施することで、高濃度が予想される場合に外出を控えるなど、

予防行動をとることが可能になる。 
 
ウ 測定局の更新及び維持管理に対する財政支援 

・測定局の更新及び維持管理に財政支援すること 
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【提案の背景】 

・PM2.5は、ぜん息や気管支炎などの健康影響が懸念されており、効果的な測定を実施し、実態を

把握する必要がある。 
 
エ 成分分析に対する財政支援 

・発生源の把握や生成機構の解明のための成分分析に財政支援すること 

【提案の背景】 

・PM2.5の生成機構や発生源などの実態把握や解明を進め、県民の不安解消につなげる必要がある。 
 
② PM2.5をはじめとした大気環境等保全に関する国際的な技術協力の強化          

・大陸からの越境大気汚染に対し、発生国において実効ある公害防除対策が講じられる

よう技術協力を強化すること 

【提案の背景】 

・PM2.5などの越境大気汚染の改善には、大陸での対策が重要である。 

・国が主体となり国際的な技術協力を強化し、発生国で公害防除対策が講じられるよう働き掛ける必要がある。 
 

(5) 循環型社会の構築に向けた制度改革                  【経産、環境】 

① リサイクル料金の前払い制の導入                        

・リサイクル料金を廃棄時に支払う後払い制から購入時に支払う前払い制へ改めること 

【提案の背景】 

・廃家電の不法投棄、違法回収業者による不適正処理等の未然防止や、確実にリサイクル費用を徴

収し、確実に資源を再生利用するためには、購入時に支払う前払い制にする必要がある。 
 
② 循環型社会形成推進交付金の充実                        

ア 予算の確保 

・「循環型社会形成推進交付金」の予算を確保すること 

イ 二酸化炭素排出量削減率の緩和 

・一般廃棄物処理施設の基幹的施設改良事業の交付要件のうち、二酸化炭素排出量削減

率（原則３％以上）について、要件を緩和すること 

【提案の背景】 

・計画的な施設整備には、当初予算において必要予算の確保が必要である。 

・省エネルギー化が進んだ施設では３％以上の削減が困難であり、国や県の温室効果ガス削減目標

を達成するためには、少しでも省エネに繋がる取組を進める必要がある。 
 

ウ 対象事業の追加 

ⅰ）焼却炉解体後、災害廃棄物の仮置場等に活用する場合を対象化 

・新たな廃棄物処理施設整備と一体的に行わない焼却炉解体であっても、跡地を災害廃

棄物の仮置場等として活用する場合は｢循環型社会形成推進交付金｣の対象とすること 

【提案の背景】 

・現行の交付金では、新たな廃棄物処理施設整備と一体的に行う解体のみが対象となっている。 

・国も進めている廃棄物処理施設の広域化等においても、焼却炉の解体は発生しているが、財政支

援がないために解体に着手できないケースがある。跡地を仮置場として活用できれば、迅速な災

害廃棄物処理が可能となることから、災害廃棄物処理を進めるうえでも、財政支援が必要である。 
 
ⅱ）浄化槽の改修の対象化 

・浄化槽市町村整備推進事業において、浄化槽を改修する場合も「循環型社会形成推進

交付金」の対象とすること 

【提案の背景】 

・生活排水処理施設の一翼を担う浄化槽を長期に使用するには、改修が必要となってくる。 

・公共下水道等、他の施設は改修に対する助成制度があるが、浄化槽は対象になっていない。 
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(6) 廃棄物適正処理の推進                          【環境】 

① PCB廃棄物早期処理に向けた財政支援措置の拡充                  

ア 処理費用に対する財政支援の拡充 

・PCB廃棄物保有者への処理費用に対する財政支援を拡充すること 

・以下に対する財政支援措置を創設すること 

○ 未届機器の掘り起し調査費用 
○ 地方公共団体が保有するPCB廃棄物の処理費用 

イ 代執行に対する財政的・技術的支援の拡充 

・都道府県が行う高濃度PCB廃棄物処分の代執行（代執行による処理後の費用請求も含む）

に対する財政的・技術的支援を拡充すること 

【提案の背景】 

・処分期限が平成32年度末と迫っている中、事業者の早期処理に向けた国の支援が必要である。 

・現状の仕組みでは、費用の大部分が基金の活用及び地方交付税措置でまかなわれるが、一部費用

の負担が都道府県において求められることから、さらなる費用負担の適正化に向けて提案する。 

・処分期限がせまる中、代執行は１年間で集中的に行わなければならないため、他地域に先行する

北九州地域の事例(北九州はH30～31に実施予定、兵庫県はH33～34実施予定)を踏まえたﾏﾆｭｱﾙ作成等の技術支援を提案する。 

［問題点］現行制度の問題点 

・PCB特措法改正(H28.8.1施行)により、高濃度PCB廃棄物の処分に対する代執行の規定が設けられた。 

・国及び都道府県が代執行の権限を有することとなり、都道府県において代執行をする場合の費用

負担の考え方が示された。 

・しかし、人件費などの行政経費が財政支援の対象となっておらず、代執行が多量に発生した場合、

都道府県の負担が大きくなることが懸念される。 
 

［本県の高濃度PCB廃棄物保管量］（平成29年３月末現在） 
区分 PCB廃棄物保管量 
項目 トランス類 コンデンサ類 PCB油類 安定器等 
計 99台 2,048台 133缶 320,212台 

※PCB油類は200Lを１缶として換算 
 
② 異物等混入防止に対する取組強化                         

・安定型産業廃棄物最終処分場において、処分品目の見直しも含め、異物等混入を防止

する仕組みを強化すること 
【提案の背景】 

・安定型産業廃棄物最終場には排水処理施設が設置されておらず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類に付着した食品残
さなどの有機物等の安定型以外の品目が混入した場合、汚染された水が排出される恐れがある。 

・安定型品目以外が混入することのないよう、現在の搬入物の目視を行う展開検査にとどまらず、
廃プラスチックの埋め立て禁止などの具体的な混入防止措置を講じる必要がある。 

［現状］現状の仕組み 

・安定型産業廃棄物最終処分場については、搬入物が安定型５品目（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガ

ラス陶磁器くず、がれき類）に限定されており、異物混入を防止する展開検査の仕組みも導入されている。 
 
③ 不法投棄に関する恒久的な支援制度の構築                     

・不法投棄された産業廃棄物の撤去費用について、地方公共団体負担が増加しないよう

恒久的な支援制度を早期に構築すること 
【国制度の問題点】 
・原因者が支障除去等の措置をとらず、やむを得ず都道府県等が支障除去等を行う場合については、

公益財団法人産業廃棄物適正処理推進センターの基金から支障除去等に必要な費用を支援する
制度が設けられている。 

・しかし、25年度に産業界の負担が大きかったことから見直しが行われ、国・都道府県の負担が増
えたため、再度都道府県の財政負担の増えないよう恒久的な支援制度の構築が必要である。 

［国の制度］平成25年度の負担割合の見直し 
・従前、国25％、都道府県25％、民間50％だった負担割合が、平成25年度の見直しにより、産業界
の負担が大きかったことを理由に、国30％、都道府県30％、民間40％と、国・都道府県の負担割
合が引き上げられた。 
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④ 廃棄物処理法の野外焼却禁止例外規定の見直し                    

・廃棄物の野外焼却禁止に関する例外規定について、政令改正等により、実態に合わせること 
【国制度の問題点】 

・廃棄物の野外焼却は原則禁止されているが、「生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」

などとして、政令で定めるものが例外として認められている。 

・しかし、当該例外規定が設けられてから社会情勢も変化しており、郊外での住宅地開発等による

農地と住宅地が隣接する地域への対応等、地域の実情に合わせた指導がされていることから、地

域によって判断基準が異なっている。 

［規定］廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の例外規定 
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの 

 

(7) 海岸漂着物等対策の推進                          【環境】 

① 日本海沿岸諸国に対する働きかけの実施                      

・日本海沿岸諸国に対して、国として以下のような働きかけを行うこと 
○ 廃棄物の適正処理 
○ 漂着物・マイクロプラスチック等の発生原因究明とその防止及び監視体制の強化 

【提案の背景】 

・日本海におけるポリタンクの漂着などについて、沿岸諸国に実効ある対策を求めるなど、海岸漂

着物発生の未然防止に向けた抜本的対策が必要である。 
 

② 国の全額負担による恒久的な支援措置の制度化                  

・海岸漂着・漂流物及び海底ごみの回収・処理については、国の全額負担による恒久的

な支援措置を制度化すること 
【提案の背景】 

・海岸漂着物等は発生源と回収・処理の主体が異なり、経費を含め、自治体の大きな負担となって

いる。（H29年度環境省海岸漂着物等地域対策推進事業費：当初予算400百万円＋H29補正予算(案)2,710百万円） 

［国の制度］海岸漂着物等地域対策推進事業の概要 
区 分 内 容 

趣 旨 海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海洋ごみに関す
る地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に関する事業への支援 

補助率 
地域の実情に合わせ、離島や過疎、半島地域等において嵩上げを実施 
※ 海岸漂着物処理推進法により、海岸漂着物の回収・処理費用は、26年度までは全額国負担が、27

年度は国8/10、地元2/10、28年度以降は国7/10、地元3/10と、段階的に地元負担が引き上げられた。 
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６ 総合的なエネルギー政策の推進 
 

(1) 再生可能エネルギーの一層の導入支援     【総務、農水、経産、環境】 

① 再生可能エネルギー活用の普及支援                       

ア 住宅用太陽光発電設備の補助制度の創設 

・住宅用太陽光発電設備を一層促進するための補助制度を創設すること 

【提案の背景】 

・FITの買取価格の下落や適地の減少等から、事業用の大規模太陽光発電設備の導入ﾍﾟｰｽは鈍化している。 
［過去の国助成制度］H25：1万5千円(ｼｽﾃﾑ価格50万円/kW以下）、2万円/kW(ｼｽﾃﾑ価格41万円/kW以下) H26：廃止 

 
［県の状況］県内の事業用太陽光発電設備(10kW以上)の導入容量の推移(累計) 

年 度 H24 H25 H26 H27 H28 
導入容量（万 kW） 7.1 35.2 75.6 114.9 138.3 

増加量 － 28.1 40.4 39.3 23.4 
  

イ 研究開発の加速化 

・太陽光、地熱、小型風力、小水力など再生可能エネルギーのバランスの取れた導入が

進むよう、整備・運営コストの低減や実用化に向けた研究開発を加速化すること 

【提案の背景】 

・太陽光発電設備の導入費用は1kWあたり平均35.4万円であるのに対し、地熱発電は平均156万円、

小型風力発電は平均137万円、小水力発電は平均304万円であり、地熱・小型風力・小水力発電等

の導入コストを下げるため、引き続き研究開発を進める必要がある。 

※ H30.2.7 経済産業省 調達価格等算定委員会「平成30年度以降の調達価格等に関する意見」より、分野別資本費用引用 
 
ウ 系統連系の円滑化 

・系統接続に関する連系可能容量や連系費用の情報開示を促進すること 

・系統連系接続に関する検討期間（現行：３か月以内）を短縮すること 

【提案の背景】 

・系統連系接続に関する検討では、電圧や周波数、系統に与える影響など技術的な観点からの接続

の可否と接続に必要な概算費用の算定を実施している。 

・算定にあたっては、同時期等の他の申し込みの容量を考慮しないため、最終的な接続契約締結の

際、連系可能容量や接続に必要な費用が変わる場合がある。 
 
エ 需給調整力に関する強化方策の早期具体化 

・連系可能容量の拡大など需給調整力に関する強化方策の早期具体化を図ること 

【提案の背景】 

・電力会社管内全体の需給調整力の限界等により系統接続が困難となる事例が懸念され、再生可能

エネルギーの新たな導入に支障を来たしている。（平成26年度に淡路島南部地域で太陽光発電設備からの系統

連系申込みの回答保留が発生。北海道や東北でも同様の事例が発生していた。現在、回答保留は解除されている。） 
 
オ 電源構成の開示の義務付け 

・低炭素型の電力を選択できるようにするため、すべての小売電気事業者に対して電源

構成の開示を義務付けること 

【提案の背景】 

・電源構成（石炭、原子力なのか再エネなのかなど）が開示されることにより、消費者が、何で作

られた電気なのかを確認できることにより、二酸化炭素排出の少ない小売り電気事業者を選択し

やすい環境を整備することで、二酸化炭素の排出抑制や、再生可能エネルギーの導入を促進する。 
 
② バイオマス資源の利活用への支援の充実                      

ア 軽油引取税の軽減措置の創設 

・バイオディーゼル燃料（BDF５％混合軽油）の利用促進に向けて、軽油引取税の軽減措

置を創設すること 
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【提案の背景】 
・廃食用油等から製造されるBDF(ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ燃料)100%での車両における使用は、こまめなメンテ

ナンスが必要なことから利用者が自治体などに限られ、一般への普及拡大が進んでいない。 
・車両への負荷を軽減する品質確保法の規格に適合したBDF5％混合軽油(B5軽油)には軽油引取税が

課税されるため、利用が進んでいない。 
・不正軽油対策としてB5軽油を適正に製造・流通できる仕組みづくりが必要となる。 

 
イ 環境への影響に関する全国共通の定量的な評価基準の策定 

・バイオマスの利活用によるCO２削減効果などの環境への影響について、全国共通の定量

的な評価基準を策定すること 
【提案の背景】 

・バイオマスの収集から変換、利用の一連の過程におけるCO2削減効果などを評価・検証すること
が重要であるが、全国共通の評価基準がないため、検証が困難となっている。 

 
③ 固定価格買取制度の更なる改善                          

・買取価格及び買取期間の見直しに当たっては、設置場所や規模毎の事業収益性を踏ま

えたきめ細かい検討を行うこと 

・賦課金とのバランス等国民生活にも配慮すること 
【提案の背景】 

・固定価格買取制度の見直し（H29.4施行）により、リードタイムの長い電源（開発に一定期間かかる地熱、

風力、水力等）の導入拡大（数年先の認定案件の買取価格の決定や環境アセスメントの迅速化等）等が図られている。 

・しかし、まだ地域の特性に応じた制度設計（例：山間部の小水力発電は買取単価を上げる等）に

なっていないため、さらにきめ細かい検討が必要である。 

［法律］再エネ特措法等の一部を改正する法律(H29.4施行)の概要 
・① 新認定制度の創設、② コスト効率的な導入、③ リードタイムの長い電源の導入、 

④ 減免制度の見直し、⑤ 送配電買取への移行 
・③により、毎年度買取価格を決定していたが、複数年度の価格を設定することが可能となった。 

 
主(2) 太陽光発電施設の設置に関するFIT法手続きの厳格化         【経産】 

・太陽光発電施設の設置に際して、事業者に安全性の確認や地域住民への事前説明を義

務付けるなど、FIT法に基づく事業計画認定手続きを厳格化する法整備を行うこと 
【提案の背景】 

・大規模太陽光発電施設の設置に際して、防災上の懸念や居住環境への影響等をめぐる地域住民と

のトラブルが多発しているが、FIT法において設置地盤等の安全性確認や近隣への説明などの開

発調整機能について規定されていない。 FIT法：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 
 

［県の取組］ 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の概要 

平成29年度事業計画の届出件数実績：55件 
区 分 内 容 

手 続 き 
・事前に近隣関係者へ説明の上、工事着手の60日前までに事業計画の届出を義務付け 
・工事完了時、廃止時等にも届け出ることを義務付け 

届出対象 事業区域の面積が原則5,000㎡以上の太陽光発電施設の設置工事等 
施設基準 景観との調和、防災上の措置、安全性の確保、廃止後の措置等について基準化 
施 行 日 平成29年７月１日 

  
主(3) 洋上風力発電施設等の設置に関する海域利用への対応     【経産、国交】 

新・海上再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する法律（案）につい

て、促進区域の状況調査に先立つ経済産業大臣及び国土交通大臣と都道府県知事との

事前協議の実施及び都道府県知事の意見を尊重する旨を明示すること 

新・設置された海洋再生可能エネルギー発電設備について、管理及び撤去、処分が適切に

行われる仕組みを構築すること 
［法律案］海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海域の利用の促進に関する法律案(H30.3.9閣議決定) 

・経産大臣及び国交大臣が促進区域を指定し、事業者から提出された公募占用計画を認定 
※指定しようとする区域の状況調査に当たり、都道府県との事前協議は明記されていない   

・事業者は認定公募占用計画に基づき、最大30寝棺の占用許可を申請可能 
 ※事業の中止等による設備の撤去、処分等の確実性が明記されていない 
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(4) 革新的なエネルギー高度利用技術の普及促進と技術開発の推進【経産、環境】 
① 水素エネルギー活用社会に向けた技術開発の推進等                 
ア 燃料電池自動車の普及促進 
ⅰ）購入補助の拡充 
・燃料電池自動車と一般的なｶﾞｿﾘﾝ自動車との販売価格差を補填する購入補助を拡充すること 
ⅱ）技術開発の推進 
・製造コストの増嵩要因となっている白金に代わる材料の開発など、低価格化のための
技術開発を推進すること  
【提案の背景】 

・県策定ビジョンに基づき、燃料電池自動車の普及を促進しており、燃料電池自動車を含む次世代
自動車に対し、補助・融資を行っているが、県内における燃料電池自動車の普及は十分ではない。 

・国の補助金は、車両本体価格に対してｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車として必要な仕様の2/3となっているが、
燃料電池自動車はガソリン車に比べて価格が約２倍と高額である。 
(例：ﾄﾖﾀMIRAI (定価 6,700千円－基準額 3,670千円*)×補助率2/3=補助金交付額 2,020千円) 
                               *該当のｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車と同種・同格のｶﾞｿﾘﾝ自動車の価格 

  
［県の状況］県内のFCV台数及び水素ステーション整備基数  ※兵庫県燃料電池自動車普及促進ﾋﾞｼﾞｮﾝ（H26.7策定） 

区 分 2016年（実績） 2020年※ 2030年※ 
FCV保有台数 39台 3,000台（目標） 25,000台（目標） 
水素ステーション基数 ２基 ８基（見込） 20基（見込） 

  
主イ 水素ステーションの整備促進  
ⅰ）整備補助の拡充 
・水素ステーションの整備・運営に対する補助率及び補助金限度額を拡充すること 

【提案の背景】 
・水素ステーションの整備に対して2/3又は1/2の補助制度があるが、約４～５億円の高額な整備費

用が負担となり、水素ステーションの整備が進まず、水素エネルギーの実用化を阻んでいる。 
・高額な整備費用がガソリンスタンドの整備費（約１億円）程度に緩和されることでステーション

の導入が進み、温暖化防止に寄与する燃料電池自動車の普及が促進される。 
［国の目標］国の水素ステーションのコストダウン目標 

区 分 2014年 2020年（目標：半減） 2020年代半ば 
整備費 ４～５億円 ２．３億円 

欧米と同等のコスト※ 
運営費 ４～５千万円／年 ２，３００万円 

※ 整備費２億円程度、運営費1,500万円程度という調査結果も存在。ただし、ｽﾀﾝﾄﾞの立地条件・環境によりｺｽﾄが大きく左右 
  

［県の状況］水素ステーションの設置状況 
開設者 開設時期 対象 場所 

岩谷産業(株) 平成26年７月 商用 尼崎市 
日本エア・リキード(株) 平成29年３月 商用 神戸市兵庫区 

  
ⅱ）研究開発や規制見直しの推進 

新・安全を確保した上で、以下の規制の見直しを早急に進めること 
○ 事業者が新規参入できるよう、保安監督者に関する経験要件（水素製造に関する

６箇月の実務経験）を見直すこと 
○ 点検による休業期間（約30日間）の短縮や点検費用の低減を図るため、一般高圧

ガス保安規則に定める保安検査の方法及び項目（115項目）について、安全性を
検証した上で見直すこと 

【提案の背景】 
・国の規制改革実施計画において、水素ステーションの保有量上限の撤廃や公道とディスペンサー

等の離隔距離の性能規定化等、設置に関する規制の見直しが進められている。 

＜国の規制見直しの状況＞  
・平成29年６月に規制改革実施計画へ37項目の規制見直しを盛り込み検討中 

［主な規制の状況（国において見直し検討中の項目）］ 
・高圧ガス保安法（以下法）により、水素スタンドでは、事業所ごとに高圧ガス製造責任者免状と

一定の経験(圧縮水素又は液化水素の製造に関する６箇月以上の経験)を持つ者を保安監督者と
して一人選任することとされている。 

・法に基づく検査は、毎年2,000万円と高額な費用を要しているほか、蓄圧器の開放検査を伴う法
定検査20日間、定期自主検査10日間の計30日間を要しており、運営の支障となっている。 

※ これまでの見直しで、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞとの併設、公道と充填装置間の距離の短縮は可能となった。 
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主ウ 液化水素の受入れ基地等整備への支援制度の創設  

・水素社会の実現に向け、関連産業が集積する兵庫県内への液化水素の受入基地や水素

発電所の整備を推進する支援制度を創設すること 

【提案の背景】 

・国際的な水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの構築や水素発電の導入を見据え、水素関連産業が集積する本県が拠点

となることで、水素社会に向けた動きが加速し、更なる企業の集積や地域活性化が期待される。 
 

［県における事業例］水素サプライチェーン構築実証事業 

区 分 内 容 

概  要 

製造・貯蔵・輸送・利用が一体となった水素ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝを構築するため、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰである褐炭から水素を製造する「褐炭ガス化技術」、「液化水素の

長距離大量輸送技術」、「液化水素荷役技術」の開発を実施 

主  体 
技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構（川崎重工業㈱、岩谷産

業㈱、シェルジャパン㈱、電源開発㈱） 

［県における事業例］水素CGS活用スマートコミュニティ技術開発事業 

区 分 内 容 

概  要 
ポートアイランドにおいて、水素と天然ガスを燃料とした水素発電システムによ

り、周辺施設へ電気と熱を供給 

主  体 ㈱大林組、川崎重工業㈱ 
 

 

エ 水素関連製品試験機関の整備  

・水素関連製品の開発に必要な評価試験が迅速にできるよう、試験機関の追加整備を行

うこと。その際、水素関連産業が集積する兵庫県で整備すること 

【提案の背景】 

・水素ガス環境下で水素製品の耐久試験等を行う公的機関が福岡県にしかなく、県内企業から評価

試験機関整備に対する要望が強いため。 

［施設例］水素エネルギー製品研究試験センター（全国で福岡県のみ：H22.4～） 

評価機関は全国で福岡県のみであり、評価試験の依頼が集中している（半年待ちもある） 
区 分 内 容 
運  営 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 
基本財産 70百万円（福岡県 50百万円、寄付金 20百万円） 
建 設 費 44億円（一部経費を除き全額国庫補助） 

実施事業 

中小・ベンチャー企業の水素エネルギー新産業への参入支援のための事業 
①水素エネルギー関連製品の製品試験事業 
②水素エネルギー関連製品の試験方法の研究開発事業 
③水素エネルギー関連製品の開発 
④水素エネルギーに関する研究交流事業(セミナー開催･施設見学等) 

  
オ 家庭用燃料電池及び蓄電池の設備設置補助の拡充 

・家庭用燃料電池（エネファーム）及び蓄電池の設備設置補助を拡充すること 

  ○ 補助事業費の増額 
  ○ 蓄電池を単体で補助対象化 等 

【国制度の問題点】 

・エネルギーを最適に利用するスマートライフの要となるHEMS(ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ)設置件数の

増加など、スマートライフの機運が高まっていることから、この機運を逃さずエネファームの設

置を促進する必要がある。 

・エネファームの設置には、現行制度では、３万円から最大で15万円までの補助が受けられるが、

本体と工事費で150万円ほどかかることから不十分である。 

・蓄電池の設置については、現行制度では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス）の要件を満た

す工事や、高性能建材による断熱リフォームを実施する場合でないと補助対象とならない。 
 

［県内のHEMS設置件数］ 
年度 H27 H28 H29 
件数 222 397 655 

※ (公財)ひょうご環境創造協会実施 HEMS補助事業交付決定件数 
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② 環境低負荷型の社会を実現する電気自動車の普及促進                

ア 充電器の整備促進 

・充電器の整備に対する補助率及び補助金限度額を拡充すること 

【提案の背景】 

・次世代自動車戦略2010における2030年の目標の達成に向けた取組が必要である。 

⇒EV、PHVの乗用車の新車販売台数に占める割合20～30％（2016年実績：EV 0.56%、PHV 0.34%） 

・県自ら28基の電気自動車用急速充電器を設置・維持管理し、県内では、充電インフラ整備は進捗

してきているが、電気自動車の普及促進のため、さらに充電器の整備を進めることが必要である。 
 
イ 電気自動車の技術開発の推進 

・電気自動車の充電時間の短縮や航続距離を伸ばすための技術開発を推進すること 

【提案の背景】 

・電気自動車のフル充電にかかる時間が急速充電で約40分、普通充電(3kW)で約16時間程度必要。 

・電気自動車の普及促進のため、電気自動車の充電時間の短縮や航続距離の向上についてさらなる

技術開発を進めることが必要である。 
 
(5) 広域ガスパイプラインの整備                【経産、国交】 

・舞鶴～三田間の広域ガスパイプラインを国の整備方針に位置づけること 

・広域ガスパイプライン整備に関する事業主体等の制度的枠組や公的支援のあり方につ

いて早急に検討し、示すこと 

【提案の背景】 

・産業基盤の強化と国土強靱化の観点から、日本海側の空白地帯をカバーし、京阪神地域のバック

アップ機能を担うためには、舞鶴～三田間を整備方針に位置付ける必要がある。 

・国の整備方針が策定されておらず、富山以西の日本海側の天然ガスインフラ整備が大きく遅れて

いる。制度的枠組みの決定や公的支援による戦略的な整備の推進が必要である。 

［国の計画］エネルギー基本計画（H26.4閣議決定） 

「天然ガスについても、供給体制の強靱化を進めるべく、LNG受入基地間での補完体制を強化するため、基地の整備・

機能強化、太平洋側と日本海側の輸送路、天然ガスパイプラインの整備などに向けて、今後、検討を進めていく」 
 
(6) 山陰沖におけるメタンハイドレート実用化に向けた取組        【経産】 

① 商業化に向けた研究開発の促進                          

・日本海側に賦存する表層型メタンハイドレートについて、商業化に向けたロードマッ

プの策定及び掘削・資源回収技術に関連する研究機関・企業のコンソーシアム組成な

どによる研究開発を促進すること 

【提案の背景】 

・エネルギーの安定供給や国土強靱化だけではなく日本海側の産業や経済の活性化を図る観点から

もメタンハイドレートの開発を一層促進させる必要がある。 
 
② メタンハイドレートに関する情報の発信                              

・メタンハイドレートの現物や開発中の資源回収技術などを展示する施設の整備を支援

するなど、その重要性を広く国民に情報発信すること 

【提案の背景】 

・国産エネルギー資源に乏しい我が国において、メタンハイドレートは貴重な資源であり、メタン

ハイドレートの開発には国民の後押しが不可欠である。 
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７ 地方分権改革の推進 
 

(1) 地方分権型の行政システムの確立 【内閣官房、内閣府、総務、法務、財務、文科、厚労、農水、経産、国交、環境】 

主① 日本国憲法における地方自治に関する規定の改正                 

ア 地方自治の本旨の明確化 

・憲法改正に当たっては、国民である住民から直接負託されている地方自治体固有の権

能が明確になるよう地方自治の基本である住民自治と団体自治を憲法に規定すること 

【現行憲法の問題点】 

・現行の憲法第92条では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づ

いて、法律でこれを定める」と規定されているだけで、抽象的で分かりにくいため、地方自治の

基本である住民自治と団体自治を憲法に明記することが不可欠である。 
 
イ 国の事務を限定する規定の追加 

新・抜本的な地方分権を実現するため、国の役割を外交、防衛等に限定し、その他の事務

は地方が幅広く担うことを規定すること 

・地方の統治機構のあり方等について、地方制度調査会を活用して検討すること 

【提案の背景】 

・地域の実情に応じた対応を行うためには、国と地方の役割分担を抜本的に見直す新たな地方分権

改革が必要である。 

・地方自治に関する規定の検討に当たっては、現行の地方制度に関して全般的な検討を加えること

を目的として設置された地方制度調査会において、国と地方の役割分担の見直しを前提として地

方の統治機構のあり方等も併せて検討する必要がある。 
 
ウ 地方自治の根幹に関わる規定の追加 

・地方公共団体の定義及び役割を明確化し、条例制定権、自主財政権、自主課税権等の

具体的な権限に関する規定の追加を検討すること 

【現行憲法の問題点】 

・国による地方自治の侵害を防ぐため、法律に違反しない限り地方が独自に立法権、財政権、課税

権を有することを記載すべきである。 

・地方公共団体の種類については、憲法上規定がないことから、地方公共団体の種類（基礎自治体

としての市町村、広域自治体としての都道府県）を明記する必要がある。 
  

 ② 関西広域連合への事務・権限の移譲等                        

ア 府県域を超える大括りな事務・権限の移譲 

・広域地方計画の策定権限など中央府省の事務・権限も含め、府県域を超える広域的な

調整が必要となる大括りな事務・権限を関西広域連合へ移譲すること 

【提案の背景】 

・国の事務・権限の受け皿となることを設立目的とする関西広域連合の発展・充実を図るため、関

西全体の共通課題の解決に資する事務・権限の移譲を求める。 
 

イ 規約の一部変更の際の許可を届出制に変更 

・広域連合の規約のうち、広域連合の処理する事務及び広域連合の作成する広域計画の

項目を変更するに当たり、当該事務が国の行政機関の長の権限に属さない事務の場合

は、総務大臣の許可を不要とし届出制とすること 

【提案の背景】 

・関係省庁との協議を経て、国の行政機関の長の権限に属さないことが明らかとなった事務の追加

について、届出制となることにより、新たな課題へ迅速な対応が可能となる。 
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ウ 幅広い事務の移譲の要請を可能とする法改正 

・広域連合が国に移譲を要請することができる事務の範囲について、広域連合に密接に

関連する事務のみに限定されている地方自治法の規定を改正し、幅広い事務の移譲を

要請できるようにすること 

【提案の背景】 

・国の事務・権限の受け皿となることを設立目的とする関西広域連合の発展・充実を図るため、広

域連合へ移譲できる事務・権限の範囲を広げることを求めていく。 
 

(2) 地方分権改革に関する提案募集方式における地方意見への真摯な対応 【内閣官房、内閣府、財務、文科、厚労、農水、経産、国交、環境】 

① 「提案募集方式」の更なる充実                         

ア 支障事例が示されない事務・権限の移譲を求める提案の調整対象化 

・国から地方へ事務・権限の移譲を求める提案に対しては、地方から具体的な支障事例

が示されなくても、関係府省との調整を行うこと 

【国制度の問題点】 

・現行の提案募集方式では、地方が支障事例を提示する必要があるが、現状で権限を持っていない

地方が、国から事務・権限を移譲された際の支障事例を提示することは困難である。 

・権限移譲に当たっては、国と地方の役割分担を進めるという観点から具体的な支障事例がなくと

も関係府省との調整を行うべきであり、移譲が不可能であれば、国が地方に権限移譲を行うに当

たっての支障を立証すべきである。 
 

イ 複数団体から再提案があった場合の再検討要請 

・過去に関係府省との調整対象外とされた提案であっても、複数の団体から提案があっ

た場合は、新たな課題として関係府省へ再検討を要請すること 

【国制度の問題点】 

・複数の団体から支障事例の提出があるものは、国の制度そのものが現状に沿っていないことの証

左であるため、新たな課題として関係府省へ再検討を要請すべきである。 
 

ウ 提案募集検討専門部会における提案団体の発言機会の付与 

・制度の見直し等において、地域の実情が適切に反映されるよう、提案募集検討専門部

会で提案団体が提案の趣旨や支障事例等を十分に発言する機会を付与すること 

【国制度の問題点】 

・提案募集検討専門部会においては、提案団体は陪席できるものの、発言機会が無いことから、直

接関係府省や有識者に地方の現状を説明することができない。 
 

② 国から地方への事務・権限の移譲を推進する実証実験方式の導入            

・地方が求める事務・権限を財源と合わせて実験的に国から地方に移譲する「実証実験

方式」を実施するため、地方分権有識者会議に新たな専門部会を設置すること 

【国制度の問題点】 

・行政実務上の支障事例の解決を主な目的とする提案募集方式では、大括りの権限移譲が進まない

現状を踏まえ、地方が求める場合に試験的に事務・権限の移譲を行う仕組みの創設が必要である。 
 

③ 提案の実現に向けたフォローアップ                        

ア 「引き続き検討を行う」提案の確実な検討 

・「引き続き検討を行う」とされた提案については、提案団体と関係府省との間で、提案

趣旨に沿って確実に検討を行うこと 

【国制度の問題点】 

・引き続き検討を行うとされた提案については、内閣府と関係府省との間で検討が進められている

ものの、提案団体へはその検討過程や理由は知らされず、○×等の結果のみが知らされることが

多いことから、地方の意見を適切に反映できるような仕組みが必要である。 
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イ 検討状況等の速やかな情報提供 

・内閣府と関係府省との検討状況や結果は、更なる優れた提案につなげるため、当該団

体以外にも速やかに地方に情報提供すること 

【国制度の問題点】 

・フォローアップの状況が年４回提供されているものの、関係府省における検討状況や結果は提案

団体にのみ知らされることが多いことから、全ての団体へ公表されるべきである。 
 

(3) 国と地方の協議の場の運用  【内閣官房、内閣府、総務、法務、財務、文科、厚労、農水、経産、国交、環境】 

① 国と地方の協議の場の積極的活用                        

ア 事前協議の義務付け 

・地方との十分な協議がない状況で成立した高校無償化法の改正などを悪例とし、地方

自治に関わる重要法案については、地方との事前協議を義務付けること 

【提案の背景】 

・国と地方の協議の場が法定化されたことを踏まえると、地方自治に影響を及ぼすと考えられる事

項については、国と地方で協議を尽くすための事前協議を義務づける必要がある。 
 

イ 適時適切な協議の場の開催 

・地方行政や地方財政、地方税制等、地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画立案等に

当たっては、閣議決定前に十分な期間をおき、地方の意見を確実に反映させた上で、

適時適切に国と地方の協議の場を開催すること 

【提案の背景】 

・地方自治法第263条の３第５項の規定の趣旨に基づき、事前に情報提供されるが、閣議決定まで

時間がなく、十分な協議を行う期間が形式的なものとなっている。 

・全国知事会等からの意見を確実に反映できるよう、適切適時な協議の場の開催が必要である。 
 
② 必要となる分科会の設置                                    

・地方自治にとって重要なテーマについては、分科会を設置し、十分に活用すること 

【提案の背景】 

・社会保障・税一体改革の分科会が設置されているのと同様に地方自治にとって重要なテーマであ

る、「地方財政対策」「国と地方を通じた税制改正」、「国から地方への事務・権限の移譲」などは、

それぞれの分科会を設置して議論をすべきである。 
 

(4) 道州制に関する懸念への対応          【内閣官房、内閣府、総務】 

・政府与党において検討されている「道州制」については、以下の懸念があることから、

検討に当たっては、地方公共団体の意見を十分に踏まえて慎重に対応すること 

○ 道州制の議論は、国、都道府県、市町村という国のかたちを根本的に見直すもの 
で、憲法に定める「地方自治の本旨」に基づく検討が必要 

○ 平成の市町村合併の検証が必要 
○ 広大な道州では地方自治の本旨に基づく住民自治が機能する地方公共団体にな 

り得るか疑問 
○ 現体制で何が欠けているのか不明のまま都道府県廃止を先決すべきではない 

【提案の背景】 

・広域行政を検討するに当たっては、国と地方が担うべき事務・権限のあり方や国、広域行政体、

基礎自治体の関係などについて十分議論することが必要であり、国主導による中央集権型の道州

制の導入が進まないようにすべきである。 
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８ 地方税財政の充実強化 
 

(1) 地方一般財源総額の充実・確保等    【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

主① 常態化している地方の財源不足への対応                     

・地方税体系の抜本的な見直しと併せ、法定率の引上げ等による地方交付税の充実を図

ること 

【提案の背景】 

・平成30年度の通常収支分の地方財源不足額は、6.2兆円に上っており、巨額の財源不足が続く見

通しである。 

・常態化している巨額の財源不足を解消し、臨時財政対策債に頼らない財政運営を可能にするため

の抜本的な対策が必要である。 

［ﾃﾞｰﾀ1］地方財政収支の財源不足額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ﾃﾞｰﾀ2］平成30年度地方の財源不足額の内訳 
区 分 金 額 

財源対策債の発行 7,900億円 
平成28年度国税決算清算繰延べ 2,245億円 
一般会計加算 5,367億円 
交付税特別会計剰余金の活用 750億円 
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 4,000億円 
臨時財政対策債（既往債[H13～]の元利償還金分等） 3兆8,210億円 

小 計 5兆8,472億円 
折半対象財源不足額 3,311億円 

合 計 6兆1,783億円 
（出典：総務省） 

 

② 地方財政需要の地方財政計画への的確な反映                   

主ア 地方一般財源総額の確保 

・骨太の方針2018において、地方の一般財源総額は、2019年度から2021年度まで2018年

度と実質水準を確保するとされたが、今後とも増加する社会保障関係費はもとより、

地域の経済雇用対策、防災・減災対策の推進等の課題に対応できるよう、地方の財政

需要に見合った地方一般財源総額を確保すること 

【提案の背景】 

・今後、国の財政健全化を実現するために、地方の実情を無視した地方財政計画の歳出削減圧力が

強まることが予想される。 

［済財政運営と改革の基本方針2018（地方の歳出水準）］ 

・国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要とな

る一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的水準を確保する 
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［ﾃﾞｰﾀ1］地方一般財源総額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ﾃﾞｰﾀ2］地方一般歳出等の推移（単位：兆円） 
区 分 H15 H29 H29-H15 

地 方 財政規模 86.2 86.9 0.7 
一般歳出 69.7 71.3 1.6 
一般財源総額 57.8 62.1 4.3 

国 財政規模 81.8 97.8 16.0 
一般歳出 47.6 58.9 11.3 

（出典：財務省、総務省） 
 
主イ 地方が保有する基金の残高の適正な評価 

・地方の基金残高の増加は歳出抑制努力等の適切な財政運営の結果として評価し、安定

的な財政運営を行うことができる適切な地方財政計画の規模を確保すること 

【財制審への反論】 

・財政制度等審議会において、地方が保有する基金残高の増加をもって地方財政に余裕があり、地

方財政計画の歳出を見直すべきとの議論があるが、基金の増加理由は各自治体によって異なるこ

とから、地方全体の基金が増加していることをもって、一律に地方財政に余裕があると判断する

のは不適切である。 

［本県の見解］財政制度等審議会の議論への本県の見解 

・地方の財政調整基金を含めた基金残高の増加は、国の制度の枠内でしか赤字国債の発行が認めら

れない中、災害はもとより、今後増加する公共施設等の老朽化対策等の将来への備えとともに、

合併算定替終了後への対応など、歳出抑制努力等の地方の適切な財政運営の結果として評価すべ

きである。 

［ﾃﾞｰﾀ］地方税収等の決算と地財計画との乖離額及び基金残高等の推移      （単位：兆円） 
区 分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28-H18 

地方税収等の決算と地
財計画との乖離額 

0.9 △0.8 △1.6 △2.4 1.3 0.1 0.2 0.9 1.2 0.8 △0.3 △1.2 

基金残高合計 13.6 13.9 15.3 17.2 17.9 17.7 18.0 19.5 19.8 21.0 21.5 ＋7.9 
 兵庫県(億円) 200 208 454 1,211 1,142 997 838 834 549 464 434 ＋234 

財政調整基金残高 4.1 4.2 4.4 4.5 5.2 5.6 6.0 6.7 7.1 7.5 7.5 ＋3.4 
 兵庫県(億円) 0 0 0 0  3 6 9 12 16 20 ＋20 

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

ウ 地方単独事業費の確保 

・地域密着型の施策を推進できるよう地方単独事業費を確保すること 

○ 経済雇用対策 

○ 子育て支援や高齢者対策等の社会保障単独事業費の充実 

○ 女性の活躍促進 

○ シカやイノシシ、クマ等の野生鳥獣被害対策 

○ 再生可能エネルギーの導入支援 

○ 自然環境の再生 等 

57.8 
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【提案の背景】 

・地方一般財源が2018年まで2015年と実質同水準となっているなか、社会保障関係費の伸びている

一方で、一般行政経費の地方単独分は、この10年間、ほぼ横ばいとなっていることから、地方密

着型の施策を推進できるよう地方単独事業費の確保が必要である。 

［ﾃﾞｰﾀ］地方の一般行政経費（単位：兆円） 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H30- 
H21 

一般行政経費 26.1 28.2 29.6 29.7 30.4 31.4 32.5 33.0 33.8 34.3 8.2 

 

うち補助分 12.3 14.4 15.7 15.9 16.4 17.4 18.5 19.0 19.8 20.2 8.9 

 
うち社会保障関係費 11.6 13.7 15.1 15.2 15.6 16.5 17.4 17.5 18.3 18.7 7.1 

うち社会保障関係費以外 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 1.5 1.5 0.8 

うち地方単独分 13.8 13.8 13.9 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 0.3 

 
うち社会保障関係費※ 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.3 

うち社会保障関係費以外 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 0.0 

【参考】投資的経費 14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 11.4 11.6 ▲2.5 

 うち地方単独分 8 6.9 5.4 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 ▲2.3 

※各年度の「地方単独分のうち社会保障関係費」は、H22年度を基準とした地方単独分の伸び率を、H22年度の

地方単独分のうち社会保障関係費に乗じて推計 
 

エ 社会保障の安定化に要する経費等の適切な積み上げ 

・地方単独事業である福祉医療費などを地方財政計画に積み上げることなく、社会保障

の安定化分に活用しているならば、結果として、臨時財政対策債の縮減に活用されて

いると考えられる。このような状況を踏まえ、地方が必要としている財政需要は地方

財政計画に適切に積み上げること 

【提案の背景】 

・消費税率等の引上げ分は、年金、医療、介護保険、子育て環境の整備といった社会保障の充実や

安定化に要する経費に充てることになっている。 

・平成29年度地方財政計画では、社会保障の充実分として、少子化対策や医療・介護の地方負担分

に約３割が活用される一方、残り約７割は活用事業が明示されていない。 

［ﾃﾞｰﾀ1］平成30年度地方財政計画における一般行政経費             （単位：兆円） 
区 分 H29 H30 H30-H29 備 考 

補助 19.8 20.2 +0.4 社会保障の充実分   +0.2% (国費等を含む) 
国保・後期高齢者関係事業 1.5 1.5 △0.0  

単独 14.0 14.1 +0.1 
伸び率が僅少であり、社会保障の安定化や、国制
度に基づく分を除いた地方単独分の社会保障の
充実が、明示されていない 

まち・ひと・しごと創生事業費 1.0 1.0 +0.0  
重点課題対応分 0.3 0.3 +0.0  

計 36.6 37.1 +0.5  

［ﾃﾞｰﾀ2］平成30年度における社会保障の充実等                    （単位：兆円） 

（地方）                    （国） 
区 分 H30 構成比  区 分 H30 構成比 

消費税増収額       ① 2.55 - 消費税増収額      ① 5.58 - 
 地方消費税引上分 1.93 75.7% 歳 出       ② 5.58 - 

交付税法定率分 0.62 24.3%  社会保障の充実 0.64 11.0% 
歳 出       ② 2.55 - 公経済負担増分 0.30 5.1% 
 社会保障の充実  ② 0.71 27.9% 基礎年金 3.20 54.7% 

公経済負担増分  ③ 0.09 3.5% 差引き（安定化）①－② 1.71 29.2% 
差引き（安定化※）①－② 1.75 68.6%  

＜臨時財政対策債H25→H30増減＞ △2.23 - 

※安定化に要する経費は明示されていない 
 

主オ 社会保障、教育費負担軽減に必要な地方財源の確保 

・社会保障を全世代型のものとする新たな政策パッケージの実施にあたっては、社会保

障の現場は地方が担っていることを踏まえ、地方の意見を十分反映すること 

・国の責任において地方負担分も含め必要な財源を確保すること 
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【提案の背景】 

・消費税・地方消費税率引上げ分の使途を変更した幼児教育・保育の無償化や待機児童対策等の新

たな政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定）において、国・地方の役割分担や負担のあり

方は今後整理するとされている。 

 

主カ 地方の投資的経費の確保 

・地域における津波防災インフラ整備等の防災・減災対策の推進や地域創生を支えるイ

ンフラ整備等に必要な投資的経費を確保すること 

【提案の背景】 

・今後30年以内の発生確率が70％と予測されている南海トラフ地震や近年多発する豪雨災害等の大

規模災害に備えるため、防災・減災対策や地域創生を支えるインフラ整備などが急務にもかかわ

らず、投資的経費は、ここ十数年間で大きく減少している。 

［ﾃﾞｰﾀ］地方の投資的経費                                                   （単位：兆円） 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
H30- 
H21 

投資的経費 14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 11.4 11.6 △2.5 
 うち直轄・補助 6.0 5.0 5.9 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 5.7 5.8 △0.2 

うち単独 8.1 6.9 5.4 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 5.6 5.8 △2.3 

※表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある  （出典：総務省） 
 
 ③ 追加財政需要への適切な措置                            

・給与改定はもとより、国の補正予算で措置される事業については、追加財政需要での

対応ではなく、適切な財源措置を行うこと 

【提案の背景】 

・平成29年度も給与改定については追加財政需要対応とされたが、追加財政需要に伴う交付税措置

額と給与改定に要する経費に乖離が生じている。 

［ﾃﾞｰﾀ］兵庫県の追加財政需要の措置額と使用額        （単位：億円） 
区  分 H27 H28 H29 

交付税措置額➀ 2,933 2,698 2,858 
使用額② 7,339 3,672 4,645 
 給与改定 3,649 3,452 4,082 

行政経費 3,690 220 563 
投資的経費 0 0 0 

差引き（➀－②） △4,406 △974 △1,787 
 

 

④ 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の確保                  

ア 財源保障機能の確保 

・地方交付税を国の政策誘導の財源として活用しないこと 

【提案の背景】 

・地方交付税は地方固有の財源であり、どの地域においても一定の行政サービスを行うために必要

な財源を保障するものである。 
 
主イ トップランナー方式の見直し 

・地方交付税の算定におけるトップランナー方式を見直し、その拡大は厳に慎むこと 

【提案の背景】 

・財政制度等審議会において、検討対象とされている23業務以外へのトップランナー方式の拡大の

方向性が議論されている。 

・地方交付税の算定に当たっては、財源保障機能の観点から標準的な行政サービスを遂行するため

に必要な経費を基本とすべきであり、個々の団体の地方税の徴収努力や歳出削減努力をもって、

地方全体の地方交付税の削減を行う方式は見直すべきである。 
 

(2) 地方単独事業と地方負担への財源措置        【内閣府、総務、財務】 

・補正予算による臨時的措置などを含め、地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担に

対し、必要な財源措置を行うこと 
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【提案の背景】 

・経済雇用対策に加え、少子化、高齢化、地域間の人口の偏在の進展など地域が直面する喫緊の課

題に地域独自でも対応できるよう財源措置が必要である。 

 

(3) 会計年度任用職員制度に伴う財政負担への地方交付税等措置 【総務省、財務省】 

新・会計年度任用職員制度の導入に当たっては、各自治体の実態を把握の上、適切な財政

措置（地方交付税等）を講じること 
【提案の背景】 

・会計年度任用職員制度の導入にあたり、国は技術的助言として『会計年度任用職員制度の導入等
に向けた事務処理マニュアル』を通知している。しかし、当通知に基づく対応を図れば、パート
タイムの職員に対しても常勤職員との均衡を考慮した期末手当を支給することなどにより、財政
運営に大きな影響を及ぼすこととなる。 

［法案審議における高市前総務大臣の発言内容(平成29年５月９日衆議院総務委員会) ］ 
・「今回の制度改正により必要となる地方財政措置については、地方公共団体の実態も踏まえつつ、

しっかりと検討をしてまいります」 
［財政措置に係る国の方針(平成29年８月総務省自治行政局公務員部事務処理マニュアル) ］ 

・「新たに支給すべき期末手当の所要額の調査（制度改正による影響額の調査）を行い、地方財政
措置についても適切に検討を進めていく予定」 

 

(4) 国・地方を通じた税制改革の実施    【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

① 税財源の充実を図る税制の抜本改革の実施                    
ア 国・地方間の税源配分のあり方の見直し 
・地方は福祉や教育などの内政全般を担当するという国と地方の役割分担のもと、国・

地方間の税源配分のあり方を見直すこと 
【提案の背景】 

・社会保障と税の一体改革の一環として行われる消費税率の引上げは、社会保障財源の確保を目的
とするものであり、国・地方を通じた税財源の充実を図る税制の抜本改革とは言えない。 

・国と地方の税源配分は６：４、歳出費は４：６であり、比率が逆転している。 
・平成30年度の地方の財源不足額は6.2兆円であり、地方財政計画総額の約7.1％に達する。 
・地方が担うべき事務と責任に見合う国と地方の税源配分の見直しが必要であり、増大する社会保

障等の行政ｻｰﾋﾞｽ需要に対応するため、税源の偏在性が少なく、安定的な税収確保が必要である。 
 
イ 地方共有税の創設 
・法人税等のうち交付税原資となる税収を特別会計に直接歳入するなど、地方交付税が

地方自らの財源であることを明確にする「地方共有税」を創設すること 
【提案の背景】 

・税源交換などの新たな措置を講じた場合でも残らざるを得ない地域間の財政力格差に対処するた
め、地方交付税の有する財源保障・財源調整機能の充実強化が必要である。 

・地方交付税は本来地方の固有財源であり、地方団体全体で共有している財源であることから、地
方交付税が自治体の「連帯」と「自立」の精神に基づくセーフティネットであることを制度上明
確化させることが必要である。 

・地方の固有財源である地方交付税が国による政策誘導に用いられる事態を防ぐためにも、地方交
付税を国の一般会計を通さず、「地方共有税」として特別会計に直接繰り入れる等の方式（地方
交付税の地方共有税化）を検討すべきである。 

 
② 地方税の偏在是正に向けた税制改革の実施                     

主ア 地方法人課税と消費税との税源交換など抜本改革の実施 

・特に偏在が大きくなっている地方法人課税について、新たな偏在是正措置を講じるこ

とにより、偏在性が小さい地方税体系を構築すること 

・中長期的には、地方法人課税と偏在性の比較的小さい消費税との国地方間での税源交

換を行うなど、税制の抜本改革を進めること 
【提案の背景】 

・消費税率10％への引上げに併せて、地方法人特別税・譲与税が廃止される一方、法人住民税法人
税割の交付税原資化の拡充が行われるが、地方税の偏在是正には不十分である。 

・予定されている法人住民税法人割の交付税原資化の拡充（現行4.4％→平成31年10月1日予定10.3%(+5.9%)） 
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［ﾃﾞｰﾀ］人口一人当たりの税収額の状況（平成28年度決算） 
 

 

 

 

 

 
 
イ 法人住民税法人税割の一部交付税原資化に当たっての交付税の適切な算定 

・法人住民税法人税割の一部の交付税原資化に当たっては、偏在是正に活用する財源（不

交付団体の減収分）相当額を確実に地方財政計画の歳出に計上すること 

・交付税の算定において、減額となる交付団体の留保財源に応じた配分を行うこと 

ウ 法人事業税交付金を拡大しないこと及び超過課税分の除外 

・法人事業税交付金について、むやみに拡大しないこと 

・当該交付金の算定基礎に法人事業税超過課税分を含めることは、都道府県の特別な需

要に対応するため課税自主権を行使するという趣旨に反することから除外すること 

【提案の背景】 

・当該交付金は、地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収

分の補てん措置として、法人事業税(都道府県税)の一部(5.4％)を都道府県から市町村に交付する制度と

して創設(平成29年度～)されたが、本来行うべき法人事業税の偏在是正を行わずに創設されたもの。 

・総務省は、都府県が独自に実施する超過課税分も算定基礎に含めて、市町村に交付するとしている。 
 

エ 法人事業税交付金制度による都道府県の減収分の基準財政収入額への算入率100％に設定  

・三位一体改革における税源移譲の取扱いを踏まえて、法人事業税交付金制度による都

道府県の減収分の基準財政収入額への算入率を100％に設定すること 

【提案の背景】 

・市町村に交付する法人事業税交付金の算定基礎に法人事業税超過課税分を含めるものの、都道府

県の基準財政収入額の算定において、減収する法人事業税超過分が含まれないため。 
 
③ 格差拡大に対応する累進性を高めた税率構造の構築                      

・所得税が有する再分配機能を更に高めるよう、累進性の高い税率構造への見直しを図

ること 

【提案の背景】 

・現行所得税は５％～45％の７段階であるが、昭和61年分は10.5％～70％の15段階。 

・これまでの大幅な累進緩和の結果として税率のフラット化が進み、経済に格差拡大の傾向が見ら

れる中で、所得再分配機能が低下している。 

・平成25年度の税制改正で、格差是正に向けて一定の見直しが行われたが、所得税が有する所得の

再分配機能が高まることにより、税の公平性の拡大につながり、社会全般の活性化が期待される。 
 
④ 法人税率引下げに伴う税収減の代替財源の確保                     

・法人実効税率の引下げの一部を法人税率の引下げで対応することにより、法人税額を

課税標準とする地方税の法人住民税法人税割が減収となる場合には、代替財源の確保

や地方交付税の法定率の引上げ等の恒久的な措置により、必要な地方税財源を確保す

ること 

【提案の背景】 

・平成28年度税制改正において法人実効税率が20％台まで引き下げることとされた。 

・国税である法人税は、その一定割合が交付税原資であるほか、法人住民税法人税割の課税標準で

もあり、法人事業税についても所得割の課税標準である所得等が法人税の所得の計算の例により

算定されることから、その軽減による地方財政への影響が懸念される。 

東京都／沖縄県＝2.4 倍        東京都／奈良県＝6.1 倍          東京都／沖縄県＝1.8 倍 
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(5) 地方税体系の充実強化       【内閣官房、内閣府、総務、財務、農水】 

① 応益性を反映する外形標準課税の拡充                      

・応益性を反映する法人事業税の外形標準課税をさらに拡大すること 

・適用対象法人の検討に当たり、中小法人の適用については、地域経済への影響を踏ま

え、慎重に検討すること 

【提案の背景】 

・外形標準課税は、資本金又は出資金の額が１億円を超える法人が対象である。 

・法人事業税は、法人がその事業活動に比例して、道路等の公共施設の利用や警察による治安、保

健衛生等、様々な行政サービスを受益している点に着目して課税していることを踏まえ、法人事

業税の応益性を反映した外形標準課税の拡充や、法人事業税が法人の事業活動の経費としての性

格を持つことを踏まえた外形標準課税の対象拡大の検討が必要である。 
 

② 法人事業税における収入金課税制度の堅持                    

・電気・ガス供給業等に対する収入金額課税のうち、ガス中小事業者分が所得課税に改

められたが、収入金額課税は外形課税として定着し、地方税収の安定化に貢献してい

るため堅持すること 

【提案の背景】 

・平成30年度税政改正により、設備の規模が相対的に小さい（20万kℓ以上のＬＮＧ基地を有しない）

ガス中小事業者に対し、課税方式が収入金額課税から所得課税に改められた。 

・外形課税として定着し、地方税収の安定化に貢献している電気・ガス供給業などに対する収入金

額課税は、現行制度の堅持が必要である。 
 
主③ 事業活動の実態を反映した法人事業税分割基準の抜本的見直し          

・生産設備の現在高である償却資産基準の導入や本社管理部門の従業員数の割落としな

ど、法人事業税の分割基準を抜本的に見直すこと 

【提案の背景】 

・製造業では従業員のみを分割基準として、資本金１億円以上の法人では工場の従業者数を1.5倍

に換算しているが、ﾛﾎﾞｯﾄ化やIT化の進展による工場労働者の減少、付加価値を生み出していな

い本社管理部門の東京への集中など、事業活動の実態を適切に反映したものになっていない。 
 
④ 法人住民税均等割の拡充                            

・法人住民税について、赤字法人が多いという実情に鑑みても、それらの法人にも応分

の負担を求める観点から、均等割を拡充すること 

【提案の背景】 

・法人住民税は、均等割(資本金等の額によって一定額)と法人税割(法人税額×税率)により課税。 

・法人住民税は、地域社会の費用についてその構成員である法人にも幅広く負担を求めるために課

税するものである。 

・法人の7割が赤字法人であるが、赤字法人には法人税割は課せられず均等割のみ課せられている。 

・均等割は、様々な行政サービスに対する会費的な性格を有することから、赤字法人にも応分の負

担を求めることが必要である。 
 

⑤ 自動車税の堅持                                     

・自動車の需要喚起や自動車ユーザーの負担軽減等の観点に着目した自動車税率の引下

げを行わないこと 

【提案の背景】 

・自動車税は、自動車の運行により生じる道路損傷負担金としての性格を有する。 

・自動車税は、車種、用途、排気量により税率が定められており、その税収は都道府県税全体の１

割を占め、道路の整備や維持を行う都道府県の主要な財源である。 

・一方、自動車業界が、国内自動車販売の拡大に向け、自動車税の引下げ等を要望している。 
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⑥ 環境性能割の創設等に伴う適切な財源措置                    

主ア 燃料基準の見直しに伴う減収額の補てん 

・自動車税及び軽自動車税の環境性能割の創設に併せて行う燃費基準の見直しに伴う減

収分を確実に補てんできるよう財源措置を行うこと 
【提案の背景】 

・平成28年度税制改正で、消費税率10％への引上げ時に、自動車取得税を廃止、自動車税及び軽自
動車税に、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割が導入(施行は平成31年10月)。 

・環境性能割の導入により、全国ベースで約180億円の減収が見込まれる。 
・現行の自動車取得税は偏在性が少なく、税額の約７割が自動車取得税交付金として交付されてい

る市町村にとっても貴重な財源である。 
 
主イ システム改修に対する財源措置 

・環境性能割の創設に伴う賦課徴収ｼｽﾃﾑの改修に対しては適切な財源措置を行うこと 
【提案の背景】 

・国の政策判断により導入される環境性能割により発生する賦課徴収システムの改修に対しては、
国が適切な財源措置をすべきである。 

 
ウ 自動車重量税の代替財源の確実な確保 

・自動車重量税の見直しに際しては代替財源を確実に確保すること 
【提案の背景】 
・自動車重量税の約４割が譲与税として市町村に配分されるなど重要な財源である。 

［ﾃﾞｰﾀ］自動車重要税と自動車取得税                     （単位：億円） 

税 目 
全 国 うち本県 

備 考 
 国 都道府県 市町村  県 市町 

自動車重量税 
（国税） 6,625 3,950 - 2,675 99 - 99 

収入額の約4割を国から市
町村に交付 

自動車取得税 
（都道府県税） 

1,665 - 507 1,158 74 24 50 約７割を県から市町村に
交付 

合 計 8,290 3,950 507 3,833 173 24 149  
※H30地方財政計画額、当初予算等をもとに算出 

 
⑦ 地球温暖化対策のための税における地方税財源の確保               

・石油石炭税の税率上乗せ分に限らず地球温暖化対策のための税を充実し、地方の役割

に応じた税財源を確保すること 
【提案の背景】 

・環境施策の推進については、地方公共団体が大きな役割を担っているが、平成24年10月から導入
された「地球温暖化対策のための税（石油石炭税の税率上乗せ分）」による財源は、国策にのみ
充てられ、地方への措置がない。 

［税制］「地球温暖化対策のための税」の概要 
 ・全化石燃料(原油・石油製品、ガス状炭化水素、石炭)に対してCO2排出量に応じた税率(289円/CO2トン)を上乗せ 
・税収(初年度391億円/平年度2,623億円)は、我が国の温室効果ｶﾞｽの9割を占めるｴﾈﾙｷﾞｰ起源CO2排出抑制施策に充当 

・リチウム電池などの革新的な低炭素技術集約産業の国内立地の推進、中小企業等による省エネ設
備導入の推進、再生可能エネルギー導入の推進等を国が実施 

 
主⑧ ゴルフ場利用税の堅持及び軽減措置の見直し                   

・ゴルフ場利用税を堅持すること 
【提案の背景】 

・ゴルフ場利用税は、ゴルフ場特有の行政需要に対応するため、利用者に一定の負担を求めるもの
である。平成29年度税制改正大綱から、今後長期的に検討するとされたが、多くのゴルフ場が所
在する本県及び市町では、その廃止又は縮小は財政運営に重大な影響を及ぼす。 

・ゴルフ税利用税は、ゴルフ場を利用する人に課税する都道府県税で、収入額のうち10分の７は、
ゴルフ場が所在する市町村に交付しており、重要な財源である。 

・文部科学省やゴルフ業界団体は、消費税との二重課税の解消、オリンピックの正式競技となった
ゴルフのみに対する課税の解消、生涯スポーツ社会の実現に寄与するため、廃止を要望している。 
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［ﾃﾞｰﾀ］兵庫県におけるゴルフ場に関連する予算額    兵庫県における交付額上位団体 

 
 
 

 

 

 

 

・現在設けられている70歳以上のゴルフ場利用税の非課税措置を担税力の観点から廃止

し、将来にわたりゴルフ人口を増加させる対策として30歳以下を対象とした非課税措

置を創設すること 
【提案の背景】 

・税負担が担税力に即して公平に配分されるべきとの租税原則から鑑みると、現在非課税である70
歳以上には充分に担税力があると見なされる。一方、新たな納税対象者の掘り起こしとして、若
年層における非課税対象を拡大することは、将来を見据えた対策として適している。 

［ﾃﾞｰﾀ］世帯主の年齢階級別の所得・貯蓄の状況 ※出典：厚生労働省「国民生活基本調査」 
世帯主の年齢 1世帯あたり所得 1世帯あたり貯蓄 

29歳以下 343.5万円 154.8万円 
70歳以上 405.3万円 1,263.5万円 

  
⑨ 固定資産税の見直しに関する慎重な対応                     

ア 償却資産に関する固定資産税の堅持       

・償却資産に関する固定資産税について、現行制度を堅持すること 

【提案の背景】 

・例年、経済産業省から制度廃止を含めた検討について税制改正要望がなされているが、償却資産

に関する固定資産税は、企業活動が土地と建物(家屋)、機械・設備等(償却資産)を一体的に活用

して行われることに着目して課税される市町村の基幹税であり、県内市町への影響が大きい。 

［ﾃﾞｰﾀ］固定資産税（償却資産）の状況 ※H30年度地方財政計画等を基に算出   （単位：億円） 
税  目 全  国 うち本県 

固定資産税 
(償却資産) 

 都道府県 市町村  県 市町 
16,942 － 16,942 767 － 767 

   
 ⑩ たばこ税の税率引上げの際の地方分の財源の堅持                  

・たばこ税の税率を引き上げる際には、国と地方のたばこ税の割合を従来どおり１：１

として地方分の財源を堅持すること 

【提案の背景】 

・税率を引上げると売上が減少する傾向にあり、仮に国のたばこ税のみ引上げると地方分の税収が

減少することになる。 

 

(6) 地方税の充実に向けた諸制度の改善【内閣官房、内閣府、総務、財務、農水】 

① 税制の公平性の確保                              

ア 事業税の課税方法の見直し 

・事業税について、以下のような取組により簡素で公平な仕組みへ抜本的に見直すこと 

  ○ 社会保険診療報酬の所得計算特例及び医療法人軽減税率の見直し 
  ○ 課税所得の算定上損金扱いとされている日本銀行の国庫納付金の課税対象化 
  ○ 付加価値割の算定における報酬給与額の算定方法の見直し 
  ○ 個人事業税の対象業種限定の廃止及び対象事業の認定基準を外形基準（不動産貸

付業の場合、戸建て住宅10棟以上など）から収入基準へ 
【提案の背景】 

・社会保険診療報酬関係は、税制改正大綱において、実質的非課税措置及び医療法人の軽減税率の

あり方について検討することとされているが、見直し等への動きが確認できない。 

 

一財
災害対策 地滑り対策、洪水対策等 1,472 1,204
環境対策 水質調査、安全指導等 53 7
消防・救急 ドクターヘリ運営等 18 18
道路 アクセス道路維持管理等 2,832 2,736

ｽﾎﾟｰﾂ振興 団体・競技者支援等 3 3
地域振興 観光利用促進等 10 10

合計 4,388 3,978
3,678

H30予算額
項目 主な事業

参考：本県のゴルフ場利用税収（H28)

県内
順位

市町名
ゴルフ場利用税

交付金
（単位：千円）

1 三木市 565,698

2 神戸市 395,456

3 加東市 330,900

4 宝塚市 181,689

5 西宮市 135,431
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・税制の公平化を図るとともに、都道府県の貴重な財源の安定的な確保のため、日本銀行の国庫納

付金の課税対象化が必要である。 

・労働者派遣法に基づく労働者派遣料は派遣元への支払額の75％を報酬給与額に計上しているが、

業務委託料、外注費等で計上し、実質、労働者派遣に該当する場合の規定がない。算入率の適否

を含めた取扱いの検討が必要である。 

・個人事業税の課税対象は、限定列挙されている業種に限られており、第1～3種の事業区分に応じて

3～5%の異なる税率を適用するが、事業形態が多様化し、業種認定に多大な労力とｺｽﾄを要している。 

・不動産貸付業と駐車場業について、所得税では同じ不動産収入として申告しているにも関わらず、

個人事業税では両者を区分して外形基準（室数・駐車台数等）により課税対象か否かを判断した

上で所得計算する必要があることから、課税実務が煩雑であり、課税の公平性からも問題である。 
 
イ 不動産取得税の特例措置の見直し 

・不動産取得税の宅地評価土地の特例及び土地・住宅の軽減税率を見直すこと 

【提案の背景】 

・宅地評価土地及び住宅の取得に対し、不動産価格の3%（本則4%）を特例課税（S56～）。 

・宅地に対し、その課税標準である固定資産税評価額を2分の1に軽減（H８～ ）。 

・税制の公平性を図るとともに、都道府県の貴重な財源の安定的な確保のため、延長が繰り返され

ている不動産取得税の宅地評価土地の特例及び土地・住宅の軽減税率について、税率を本則に戻

すなど恒常的な制度としての抜本的な見直しが必要である。 
 

ウ 軽油引取税の免除対象の更なる限定 

・軽油引取税の一般財源化に伴う課税免除対象の更なる限定を行うこと 

【提案の背景】 

・軽油取引税は平成21年に道路特定財源制度の廃止に伴い一般財源化されたが、エチレンなどの石

油化学製品の原料の用途を除き、平成33年3月まで農業・林業・漁業・鉱物の採掘事業など法令

で定める用途に供する免税が継続されている。 
 
② 賦課徴収事務の効率化                             

ア 自動車税の延滞金計算の見直し 

・自動車税の納期内納付の推進の観点から、全額切り捨ての対象となる延滞金額を千円

未満から引下げること 

【国制度の問題点】 

・地方税法において、延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が

千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるとの規定がある。 

・自動車税の納期である５月末が過ぎても、延滞金の計算上、千円未満を切捨てるため、延滞金の

発生は数ヶ月後となる。 

 

イ 自動車税の納税確認制度等の導入 

・自動車税の抹消・転出時の納税確認制度等を早期に導入すること 

【国制度の問題点】 

・地方税の徴収率向上のため、継続検査時に加えて移転登録・抹消登録時の納税確認の義務付けが

必要である。 

・割賦販売代金完済後、所有権は滞納者にあるにも関わらず、登録上の所有者が滞納者ではないた

め差押が困難になる場合があることから、所有権留保付き自動車の所有権移転の代位登録制度の

導入が必要である。 
 
ウ 督促状発付期限の条例委任化 

・地方税法で一律に規定する督促状発付期限について、各地方公共団体がその置かれた

状況に応じて適切な発付日の判断を行えるよう条例委任化すること 

【国制度の問題点】 

・督促状は、地方税法上、納期限後20日以内に発し、特別な事情がある場合のみ、条例で上記と異

なる期間を定めることが可能である。 
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・上記規定は地方税法制定(S25）以来改正されていないが、国税通則法ではマンパワー不足を理由

に20日→50日以内に延長（S59）されている。 

・督促状発付期限の変更は特別な事情がある場合に限られているが、各地方団体の置かれた状況は

異なっており、それぞれの団体において最も効率的･効果的な発付期限を条例で規定可能とする

必要がある。また、国税で50日以内に延長しながら、地方税で20日以内とする合理的理由はない。 
 
エ 税務手続のオンライン化の推進 

・税務手続のオンライン化等への支援及び税務署・登記所等からの電子データによる情

報提供を促進すること 

【提案の背景】 

・利便性の飛躍的向上、行政事務の簡素効率化・標準化、行政の見える化を実現するため、税務署

からの所得税情報、登記所からの不動産登記情報等の電子データによる提供促進が必要である。 

［例示］現在の状況 

・不動産取得税の課税のため、登記所で職員が不動産登記情報等を閲覧・転写しており非効率 

・個人事業税の課税にあたり、確定申告書の一部情報は、電子データで提供されているものの、添

付書類などについては、税務署で職員が転写しており非効率。 
 
③ 個人住民税の見直し                               

ア 各種控除の見直しの慎重な検討 

・所得再分配機能の回復に向けた税額控除方式の導入など各種控除の総合的な見直しに

当たっては、地方財政に影響を及ぼさないよう、慎重な検討を行うこと 

【提案の背景】 

・近年、配偶者控除や給与所得控除等の見直しが進められているが、地方財政に影響を及ぼさないよ

う、個人住民税が広く住民が負担を分かち合う性格や応益的性格を有することを踏まえつつ、地方

公共団体の行政サービスを支える基幹的な税目としての位置づけから、慎重な検討が求められる。 
 
イ 特別徴収の確実な実施に向けた地方税法の改正 

・個人住民税の特別徴収の確実な実施に向け、地方税法を改正すること 

○ 給与所得者を定義する規定の明確化 

○ 特別徴収の例外規定の削除 

【提案の背景】 

・兵庫県と県内市町は、平成30年度から原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人

住民税の特別徴収（天引き）の完全実施に向けた一斉指定の取組を行うこととしている。 

・短期雇用者等について、４月以降の雇用が確実でないとの理由で事業者が特別徴収を行わない等

の事例が見受けられるため、前年中において給与の支払いを受けた者については特別徴収の方法

によって徴収する原則を徹底する等、法令を改正する必要がある。 
 
ウ 徴収取扱費市町村交付金の算定方法の見直し 

・個人県民税徴収取扱費市町村交付金の算定に当たっては、市町村の徴税費用・徴収努

力を反映する方法へ見直すこと 

【提案の背景】 

・平成19年度から、税源移譲に併せて、算定方法が納税義務者数を基礎としたものに改正された。 

・納税義務者数を基礎とした場合、賦課徴収を法定委任している市町の徴収努力に関係なく交付金

が算定されることから、市町の徴収努力を促すため、徴税費用に見合う交付金額となるような算

定方法への見直しが必要である。 
 

(7) 消費税・地方消費税の税率引上げに伴う課題への対応【内閣官房、内閣府、総務、財務】 

主① 消費税率の確実な引上げに向けた景気の底上げ                  

・景気の底上げにつながる以下のような対策を継続的に実施すること 

○ 個人消費のてこ入れ 
○ 中小企業の競争力強化 
○ 規制緩和による成長戦略の推進 
○ 観光産業や農林水産業の振興 等 
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【提案の背景】 

・平成31年10月に再延期された消費税率10％への引上げは、社会保障関係費の増加に対応するため

必要不可欠であり、その環境を整える対策が必要である。 
 
② 消費税率引上げに伴う中小事業者への配慮                     

・転嫁拒否の行為等に対する監視や取締り、総合相談窓口の設置等の対策を引き続き実

施すること 

【提案の背景】 

・国において、中小事業者が消費税等を円滑かつ適正に転嫁できるよう、消費税転嫁対策特措法に

基づく転嫁拒否の行為等に対する監視や取締り、総合相談窓口での相談受付などが行われてお

り、同法の適用期限が平成33年３月まで延長されている。 
 

③ 軽減税率制度導入に当たっての適切な準備                     

・消費税率引上げまでの間に、軽減税率の導入に必要な代替税財源を確保すること 

・軽減税率の対象とされた「酒類及び外食を除く飲食料品」について、事業者や国民へ

十分に周知すること 

・インボイス制度導入に向けた対応について万全の準備を行うこと 
【提案の背景】 
・軽減税率制度の導入においては、安定的な恒久財源の確保が必要であるが、平成30年度末までに歳

入及び歳出における法制上の措置を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保するとされた。 
・平成35年10月から、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」が導入される。 
・軽減税率制度の導入は、国民はもとより、多くの事業者の業務実務や経営に影響を与えることか

ら、軽減税率制度導入・運用に当たり混乱が生じないよう、万全の準備が必要である。 
 

④ 地方消費税の清算基準の見直し                         

・支出側の統計調査が活用できるよう「全国消費実態調査」等の充実を図ることなども

含め、より適切な清算基準となる統計指標について十分に検討すること 
【国制度の問題点】 

・現行の統計基準は、企業の販売額等をﾍﾞｰｽにした供給側の指標であり、消費地等の消費の実態を
十分に反映できていない。 

・消費を的確に把握する観点から、調査対象数の増など調査内容の充実を行った上で「全国消費実
態調査」等を基にした「県民経済計算」の最終消費支出といった支出側の統計指標の活用の検討
が必要である。 

［現行の基準］ 

統計基準 
小売年間販売額（商業統計） 50％ 
サービス業対個人事業収入額（経済センサス活動調査） 

人口基準（国勢調査） 50％ 

［現行の統計資料］  
 統計名 頻度 調査対象 内  容 
支
出
側 

県民経済 
計算 

毎年 － 「国民経済計算」(GDP 統計)の基礎として、各都道府県が計
算。消費側の指標として民間最終消費支出や政府最終消費支
出を調査。「家計調査」や「全国消費実態調査」から推計 

家計調査 毎月 約 8,000 世帯 
(本県240世帯) 

家計の収入・支出、貯蓄・負債などの実態を調査 

全国消費 
実態調査 

５年 約 56,400 世帯 
(本県 2,244 世帯) 

家計の収入・支出及び貯蓄・負債、耐久消費財、
住宅・宅地などの家計資産を調査 

 

 
主(8) 森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設に向けた対応【内閣官房、内閣府、総務、財務、農水】 

① 都道府県の役割に応じた必要な経費の措置                      

新・市町村に対する指導や助言など都道府県が担う役割を果たすため行う業務に必要な経

費は国において全額措置すること 
【提案の背景】 

・市町が森林環境譲与税(仮称)を活用した取組の検討や実施を行うにあたり、県が市町に対して行

う指導・助言に要する人件費について、県に配分される森林環境譲与税の活用の可否が明確にさ

れていない。 
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② 国民の十分な理解                                  

・国の責任において、以下の点等について国民に丁寧に説明し十分な理解を得ること 

  ○ 地方の基幹的税目である個人住民税に国税を附加すること 
  ○ 森林整備により防災や地球温暖化防止等という森林の公益的機能を回復させ、そ

の効果は地方部はもとより都市部にも及ぶことから、幅広く負担を求める制度で
あること 等 

【提案の背景】 

・国策に基づき導入する国税であり、さらに地方税に上乗せする税制のため、国の責任においてこ

のような課税方式にした理由、導入目的等について説明すべきである。 
 
③ 森林環境譲与税（仮称）の先行実施に必要な財源の確保                            

・平成31年度から先行実施される森林環境譲与税（仮称）については、他の譲与税に影

響がないように財源を確保すること 

【提案の背景】 

・平成36年度から課税される森林環境税（仮称）に先行し、森林環境譲与税（仮称）が平成31年度

から実施されるが、財源は国の譲与税特別会計からの借入れで対応されることとなっており、他

の譲与税の財源等への影響が懸念される。 
 
④ 森林環境税（仮称）の導入に伴う適切な財源措置                            

新・平成36年度から導入される森林環境税（仮称）について、市町村の賦課徴収費用等に

対し国が適切な財源措置を行うこと 

【提案の背景】 

・森林環境税(仮称)は、市町村が賦課徴収し、都道府県を経由して国へ払い込むとされていること

から、市町村の賦課徴収費用、市町村及び都道府県のシステム改修費用等については、森林環境

税（仮称）の使途に追加する等、国が適切な財源措置をすべきである。 
 

主(9) ふるさと納税における適切な制度設計         【内閣府、総務】 

① 過度な返礼品に関する対応の検討                            

・返礼品の廃止あるいは一般的に受け入れられる水準として寄附額の１割を上限とする

など、さらなる検討を行うこと 

新・総務大臣通知を大きく逸脱した返礼品を送付している地方公共団体に対して、早急に

見直しを行うよう引き続き要請を行うこと 
【国制度の問題点】 

・以下２点を踏まえて適正に運用すべきである。 
① 寄附金が経済的利益の無償の供与であること 
② 通常の寄附金控除に上乗せした特例控除が適用されること 

 ・総務省から、返礼品の価格の上限を寄附額の3割とする等の運用が示されているが、その上限額
を大きく逸脱した返礼品を送付し、その結果多額の寄付を集めるような団体がなお散見される。 

 
② ふるさと納税ワンストップ特例制度の廃止                     

・ふるさと納税ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ特例制度では、所得税控除分相当額も含めて個人住民税から控除

され、本来地方の財源となるべき税収が損なわれているため、廃止すること 
【国制度の問題点】 

・ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分については、原則として所得税及び個人住民税から
全額が控除されるが、ワンストップ特例制度では、全額が住民税から控除されることになってお
り、国が負担すべき所得税控除分相当額まで地方の負担となっている。 

［国の制度］ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要 
・確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が５団体以内の場合に限り、ふるさと

納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例 
［ﾃﾞｰﾀ］兵庫県へのふるさと納税における控除額の内訳（平成28年度） 

区 分 金 額 
個人住民税（県民税・市町村民税）控除額 ９４．２億円 
うち ワンストップ特例制度分控除額 ２３．６億円 
うち 所得税控除分相当額  ４．４億円 
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③ 個人住民税からの税額の見直し                          

新・個人住民税の特例控除の限度額（所得割額の２割）を見直すこと 

新・市町村に対する寄附は市町村民税からのみの控除とすること 
【国制度の問題点】 

・ふるさと納税については、多くが市町村に対する寄附であるが、住民税の控除については、都道
府県民税と市町村民税の双方から控除されるため、一部の県を除き、ほとんどの都道府県におい
て、寄附金額を大きく上回る控除を行っている状況である 

［ふるさと納税における控除の概要］ 
 
 

 
 
 
 
［ふるさと納税の寄附受入額と個人住民税控除額の状況］ 

区 分 件 数 受入額(H28)① 税額控除額(H29)② 差 額①-② 
兵庫県分 1,505 122,101 3,767,295 △3,645,194 
県内市町分 260,659 6,607,986 5,651,408 956,578 
合  計 262,164 6,730,087 9,418,703 △2,688,616 

 

 
④「企業版ふるさと納税制度」の運用改善                        

ア 制度の運用見直し 

・申請時における寄附企業の確保要件を廃止すること 

・地方版総合戦略に位置付けられた事業であれば改めて地域再生計画を作成しなくても事

業の認定が受けられるようにするなど、弾力的に活用できるよう制度を簡素化すること 

・本社が所在する地方自治体への寄附を可能とすること 
【国制度の問題点】 

・地方版総合戦略は、有識者の意見聴取やパブリックコメントを実施し、議会の議決を経て策定さ
れており、地方再生計画の認定基準を満たしているものである。 

・それにもかかわらず、企業版ふるさと納税制度の申請に当たり、地域再生計画の作成が義務付け
られており、地方にとっては二度手間となっている。 

・寄附を通じて地方創生の取組に貢献するという事業目的を踏まえれば、寄附制度を活用する起業
の裾野を広げるために、本社が所在する地方自治体への寄附を可能とすべきである。 

 
イ 国税による税額控除への制度変更及び現行の減収相当分の財源補填 

・現行制度の税額控除による法人事業税と法人住民税の減収相当分については、国の責

任による財源補填を講じること 
【国制度の問題点】  

・地方法人課税は、①地域社会の費用を構成員が分担する会費的性格を有すること、②法人の寄附は
事業所単位ではなく本社一括で行うことが多いことから、基本的には税額控除は国税で対応すべき。 

 
(10) 社会保障・税番号制度の効果的・効率的な整備【内閣官房、内閣府、個保委、総務、財務、厚労、国交、文科】 

① 円滑な運用に向けた制度の一層の周知                     

・制度の概要やメリット、マイナンバーカードの取得手続等について、若者から高齢者

までの各階層、民間事業者等に対しても引き続き周知・広報を強化すること 
【提案の背景】 

・テレビＣＭなど広報の強化は行われているものの、マイナンバー制度に対する国民の懸念は今な
お強く、商工団体等からは制度の廃止を求める要望もある。マイナンバー制度に対する誤解や懸
念を払拭し、国民が適切にマイナンバーを取り扱えるよう、周知・広報の強化が必要である。 

 
 ② 社会保障・税番号制度のシステム整備・運用にかかる対策の徹底及び経費の適切な負担   

ア 円滑な運用に向けた対策  

・情報連携の本格運用を円滑に実施できるよう、システム面及び運用面で発生する問題

点に対して適切な改善措置を講じること 

←控除外→

適用

下限額(A)
2,000円

所得税の控除額(B)
（ふるさと納税額-2,000円）

×所得税率

(30,000円-A)×20%
=5,600円

住民税の控除額

（基本分）（C)
（ふるさと納税額-2,000円）×

住民税率（10％)

(30,000円-A)×10%

=2,800円

住民税の控除額（特例分）(D)
※所得割額の２割を限度

（30,000円-A）-（B+C）
=19,600円

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

控　除　額　28,000円(B+C+D)
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【提案の背景】 
・情報連携の運用開始後も、国の示す情報連携に係る仕様の不備により、情報連携による事務処理

が行えない等、システム面・制度面の不備が見られるため。 
 
イ システム整備等に要する経費の国による負担 

・番号制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、システム運用及び国システムの仕

様変更に伴う改修に要する経費は国が負担すること 
【提案の背景】 

・今後も国のシステム仕様の変更に伴う自治体システムの改修が発生する可能性がある。 
 
ウ 新たに整備したシステムの運用等に要する経費の国による負担 

・中間サーバー及び宛名管理システムなど新たに整備したシステムの運用等に必要な経

費についても、国において責任をもって財政措置を講じること 

【提案の背景】 

・今後も自治体においてシステム運用等の経費が継続的に必要となる。 
 
③ 効果的・効率的な制度への取組                          

ア マイナンバーカードの機能向上 

・マイナンバーカードの更なる機能向上を図るとともに、導入にあたっては早期に概要

や具体的なスケジュールを提示すること 
【提案の背景】 

・マイナンバーカードの取得を促進し、国民の利便性向上や行政運営の効率化等を実現するために
は、年金、医療保険、介護保険等の保険証機能を盛り込むなどカードの機能向上が欠かせない。 

・2018年度から2020年度の間に健康保険証としての利用が段階的に開始されるとされているが、具
体的なスケジュール等が示されておらず、市町の負担や混乱が生じないよう進める必要がある。 

 
イ 国による交付事務等に関する経費の負担 

・市町のカード交付事務に必要な経費は、市町に負担が生ずることがないよう国が負担すること 

・コンビニ交付サービス導入に要する経費についても財政措置を継続・拡充すること 
【提案の背景】 

・カード交付事務に要する経費について、補助金があるものの一部の市町で負担が生じている。 
・コンビニ交付サービスに要する経費については特別交付税で措置されるが、対象経費の2分の1で

導入当初の3年間のみであり、コストの高さが導入しない一番の理由となっている。 
 
ウ 安定的なシステム稼働に対する必要な措置の実施 

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの円滑な交付のための安定的なｼｽﾃﾑ稼働について引き続き必要な措置を講じること 
【提案の背景】 

・29年度も何度かシステム障害により市町でのカード交付事務が行えなくなる事案が発生した。 
 
エ カードの電子証明書更新手続きの簡素化等の検討 

新・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞに搭載されている電子証明書の有効期間を延長するとともに、有効期間満了に伴う更

新の際は、住民が市町の窓口へ行くことなく更新を可能とするなど簡易な方策を検討すること 

新・更新手数料は無料とし、必要な経費は市町に負担が生ずることがないよう国が負担すること 
【提案の背景】 

・電子証明書の有効期間は原則発行の日から５回目の誕生日となっている。 
・本制度が住民の利便性向上を目的の一つとしているにも関わらず、更新手続きのために市町に行

く必要があり、更新されないままとなることも懸念される。また、手数料が発生するかは未定。 
 
オ 情報連携可能な独自利用事務の拡充 

・マイナンバーの地方公共団体の独自利用については、制度導入の趣旨を踏まえ、情報

連携の対象となる事務を幅広く認めること 

・日本育英会から事務移管された奨学金事業を、県が当該事業のために設立した公益財

団法人に委託して実施する場合、県と同様マイナンバーの独自利用を可能とすること 
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【提案の背景】 
・国の個人情報保護委員会から示される情報連携の対象となる事例は限定的である。 
・独立行政法人日本学生支援機構（旧日本育英会）が実施する貸与事務は、マイナンバー法におけ

る利用範囲として規定されているため、マイナンバーが利用できる。 
・旧日本育英会から都道府県へ移管された高校奨学金貸与事務について、都道府県が直接実施する

場合も上記の理由からマイナンバーを利用できる。 
・しかし、都道府県が外郭団体に委託して実施する場合は、マイナンバー法の利用範囲規定がされ

ていないため、マイナンバーが利用できないとされている。 
 
④ セキュリティ対策の徹底                                   

ア 再点検と安全対策の提示 

・セキュリティ対策を再点検し、国民の信頼が得られる安全対策を示すこと 
【提案の背景】 

・平成27年5月に発生した日本年金機構の情報流出事案等を踏まえ、セキュリティ対策を再点検し、
社会保障・税番号制度の安全性や信頼性を国民に丁寧かつ十分に説明する必要がある。 

 
イ セキュリティ対策に要する経費への財政措置の継続・拡充 

・セキュリティ対策に必要な経費について、財政措置を講じること 

・機器のリースに要する経費についても補助対象とすること 
【提案の背景】 

・総務省通知に基づき、自治体情報セキュリティクラウドを県と市町で共同運営している。 
・初期構築のみ補助対象で、高度なセキュリティ確保のための維持・運営への財政措置がない。 

 
ウ クラウドの維持・運用に要する経費への財政措置の継続 

・自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞの維持・運用に必要な経費について、財政措置を講じること 
【提案の背景】 

・総務省通知に基づき、自治体情報ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞを県と市町で共同運営している。 
・初期構築のみ補助対象で、高度なｾｷｭﾘﾃｨ確保のための維持・運営への財政措置がない。  


