国の施策等に関する提案
〜幸せを実感できる くまもと の実現に向けて〜

平成 26 年 6 月
熊

本

県

熊本県政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。
我が国の経済は、消費税率引上げの影響が一部見られたものの、
政府の成長戦略などの経済政策が原動力となり、基調的には緩やか
な回復が続いていくものと見込まれています。
一方で、このような状況を国民一人ひとりがより実感するために
は、所得の向上や雇用の拡大など、経済の好循環に向けた一層の取
組みが求められています。
そのような中、本県においては、県民が幸せを実感できるくまも
との実現に向け、県の取組みの基本方針として「幸せ実感くまもと
４カ年戦略」を策定し、市町村、企業や団体等、県民一体となって
各種施策を推進しているところです。
「幸せ実感くまもと４カ年戦略」に掲げる 活力を創る 、 ア
ジアとつながる 、 安心を実現する 、 百年の礎を築く ため
の取組みを更に加速化し、成果の見える化を図るとともに、核心を
突く取組みを展開していくため、本県として国の施策等に反映して
いただきたい項目を取りまとめました。
国におかれましては、平成２７年度予算の編成、あるいは今後の
施策の展開に是非とも採り入れられるよう、よろしくお願い申し上
げます。

平成２６年６月

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

『幸せ実感くまもと４カ年戦略』の 加速化 、
成果の 見える化 、 核心を突く 取組みの展開に向けて
喫緊の重要課題の解決に向けた施策
地方税財源の充実確保
公共事業予算の安定的な総額確保
水俣病対策の推進 ／ 水俣・芦北地域の振興
川辺川ダム問題の解決
県営荒瀬ダム撤去に対する国の支援
新規事項 家畜伝染病対策の充実・強化

…
…
…
…
…
…

１
２
３
４
５
６

幸せを実感できる くまもと の実現に向けた施策
新規事項

「九州を支える広域防災拠点構想」の推進
地下水の硝酸性窒素対策への支援
「水銀フリー社会」の実現に向けた施策の推進
有害鳥獣捕獲対策に対する支援の強化

活 力 を 創 る

活力溢れる元気なくまもと

更なる稼げる農林水産業の実現
農林水産業におけるセーフティーネットの確保
農山漁村の多面的機能の維持・発揮
地域の産業基盤としての工業用水道事業への支援
ア ジア とつ な がる

…１６
…１７

いつまでも 楽しく、元気で、安心して暮らせるくまもと

学校施設の防災機能強化に対する財政支援
高齢者・障がい者への医療・福祉施策の充実
ハンセン病問題対策
様々な人権問題の解決に向けた施策の推進
緊急雇用創出事業の拡充
治安基盤の整備充実
百 年 の 礎 を 築 く

…１１
…１２
…１３
…１４

アジアの中で存在感のあるくまもと

阿蘇くまもと空港の機能強化及び天草エアラインへの支援
八代港の整備促進
安 心 を 実 現 す る

… ７
… ８
… ９
…１０

…１８
…１９
…２０
…２１
…２２
…２３

誇りを持ち夢の実現に挑戦するくまもと

高規格幹線道路等の着実な整備推進
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地方税財源の充実確保について
【内閣府、総務省、財務省】

提案・要望事項
１ 一般財源総額の安定確保
少子高齢化社会の中で、地域経済の活性化や雇用対策、福祉の充実など地方
の役割は増大している。これらに的確に対応し、国とともに日本の再生に取り
組んでいけるよう、地方自治体の安定的な財政運営に不可欠な一般財源総額の
安定確保を図っていただきたい。

２ 持続可能な地方交付税制度の確立
地方交付税については、財源調整機能と財源保障機能が発揮され、持続可能
な制度となるよう、臨時財政対策債等の特例措置ではなく交付税率引上げによ
りその総額を確保していただきたい。
３ 安定的な地方税体系の構築
税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築していただきたい。
①自動車取得税の廃止については、偏在性の少ない代替財源を確保していただ
きたい。
②地方法人課税の抜本見直しにより法人住民税の一部交付税原資化で生じた
財源については、地方の自主的・主体的な施策に活用されるよう、地方財政
計画において必要な歳出を計上し、実効性のある偏在是正を実現していただ
きたい。また、設備投資を目的とした減税等、地方の歳入に影響を与えるこ
とのないよう、引き続き地方税財源を確保していただきたい。
【現状・課題等】
○ 地方交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税が伸びない中、社会保障関係
経費や臨時財政対策債の償還費の増加などにより、依然として厳しい財政運営を強いら
れている。
○ 職員定数の削減や給与カット、投資的経費の大幅削減により、何とか対応を図ってい
るが、臨時財政対策債の残高は、増加の一途をたどっている。
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(参考 2)
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公共事業予算の安定的な総額確保について
【総務省、財務省、農林水産省、国土交通省】

提案・要望事項
１ 地方の社会資本の整備、防災・減災対策、老朽化対策を着実に推進できるよう、更
には建設産業の育成の観点からも必要な予算総額の安定的な確保を図っていただき
たい。
２ 特に、熊本天草幹線道路等の道路整備については、地域の実情を考慮し、着実な社
会資本の整備が図られるよう所要額を確保していただきたい。
３ 国土強靱化や農業の競争力強化の基礎となる、農業水利施設等の生産基盤につい
て、その計画的かつ着実な整備推進に必要な予算を当初予算において十分に確保して
いただきたい。
【現状・課題等】
１ 近年、公共事業費が大幅に削減されてきた中、昨年度の経済対策及び今年度当初の予算配分に
おいては本県に御配慮いただき、一定の事業推進につなげることができたことに感謝申し上げる。
しかしながら、本県の社会資本の整備は依然として遅れており、今後も着実に整備を進めて行
く必要がある。また、本県をはじめ、全国においては、近年大規模な自然災害が多発し、災害に
強い国土を形成する「国土強靭化」の政策の推進が望まれているとともに、高度経済成長期に建
設された大量のインフラが老朽化により更新時期を迎えるため、計画的な維持管理・更新が必要
になっている。さらに、こうした公共事業を着実に執行していくためには、建設産業の将来を担
う人材を確保・育成し、地域の建設産業を育成していく必要がある。
このため、引き続き、地方の社会資本の整備、防災・減災対策、老朽化対策を着実に推進でき
るよう、必要な予算総額が安定的に確保されなければならない。
平成２７年度
約３６億円

大矢野バイパス

うち新 天 門 橋 所 要 額

40

事
業
30
費
億
円 20
︶

10
0

H24

H25

H26

H27

H28

H29

新天門橋完成

熊本天草幹線道路［大矢野バイパス］
［完成予想ＣＧ（仮称：新天門橋）
］

県内排水機場の設置後経過年数別個所数
29

設置後20年以上

30

29

（標準耐用年数）

設置後30年以上
【１０３箇所】

23

25

箇所数

３ 農業用の排水機場については、耐用年数である
20 年を超える施設が６割超であるなど、老朽化が
進んでおり、農業の生産力強化のみならず、国土
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水俣病対策の推進／水俣・芦北地域の振興について
【内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】

提案・要望事項
１ チッソ金融支援措置に関する地方債の償還財源について、これまでの閣議
了解等に基づき、県が償還を着実に行えるよう、引き続き所要の措置を講じ
ていただきたい。
２ 救済措置に係る熊本県の財政負担及び関係市町の国民健康保険財政負担の
増加について、適切な対応を図っていただきたい。
３ 認定業務促進のため、国の臨時水俣病認定審査会の開催も踏まえ、検診医
の確保等検診体制の整備について、特段の配慮をいただきたい。
４ 水俣病発生地域の医療・福祉の連携や再生・融和（もやい直し）の促進、
さらに地域振興等について、今後も所要の財源確保を講じていただきたい。
５ 昭和５３年６月の閣議了解に基づき、本年７月に策定予定の「第五次水俣
・芦北地域振興計画平成２７年度実施計画」に掲げる事業の実施について、
予算を確実に確保するとともに、引き続き特別交付税による財源措置を講じ
ていただきたい。

【現状・課題等】
１ チッソ株式会社への貸付等に係る県債の未償還残高は以下のとおり。
●熊本県のチッソ県債未償還残高（元利合計）
患者県債
未償還残高

H26.3.31 現在（単位：億円）
H7
一時金県債

ヘドロ県債

307.4

38.2

H22
一時金県債

32.3

２ 平成24年７月末の特措法申請者は42,961人、裁判上
の和解による解決者は2,992人に上っている。また、水
俣市他の関係市町の一人あたりの医療費は、右表のとお
り県内市町村の中でも上位を占めている。
３ 水俣病特措法や裁判の和解による認定申請取下げに
より認定申請者数が一時減少したものの、近年増加傾
向にある。
引き続き認定業務を促進する必要があるが、
検診を迅速に進めるための医師が不足していることか
ら、検診医の確保等、検診体制の整備が急務（Ｈ26 年
3 月末の未処分者数 601 人）。

特別県債

138.5

合 計

132.0

648.4

関係市町の一人あたりの医療費（単位：円）

市・町名
水 俣 市
芦 北 町
津奈木町
天 草 市
上天草市
県内市町村平均

平成24年度
481,638( 1)
479,717( 2)
473,994( 3)
378,527( 9)
358,747(15)
344,013

※（ ）内は県内順位。後期高齢者医療
制度に係る医療費は含まれていない。

４ 被害者・家族の高齢化が進み、疲弊した地域社会の
再生を図るために、引き続き予算措置が必要。
５ 当地域は、過疎化・高齢化が著しく、雇用の場が不足するなど依然として非常に厳し
い状況にあり、引き続き国の財源措置が必要。
（H25 高齢化率：県内最高の 36.1％

H25 有効求人倍率：県平均を下回る 0.85）
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川辺川ダム問題の解決について
【内閣官房、国土交通省】

提案・要望事項
１ 球磨川の治水対策
「直ちに実施する対策」を迅速に進めるため、予算規模の拡大について、必
要な措置を講じていただきたい。
また、流域の治水安全性をより一層向上させるため、
「直ちに実施する対策」
に追加して実施する対策を早急に取りまとめ、できるだけ早期に実施の段階に
移していただきたい。
２ 五木村の生活再建
村の生活再建を着実に進めるため、平成 23 年 6 月の国、県、村の三者合意
に基づき、県及び村が実施する村の生活再建に必要な事業に対し、交付金の配
分等で特段の配慮を講じていただきたい。
さらに、ダム建設廃止等に伴う生活再建のための法律の制定に向けて取り組
んでいただきたい。
【現状・課題等】
１ 球磨川の治水対策
球磨川流域では、洪水による浸水被害等が頻繁に発生しており、流域住民の洪水に対
する不安を解消するため、治水対策は急務である。
治水対策を迅速かつ効果的に進めていくためには、予算規模の拡大とともに、
「ダムに
よらない治水を検討する場」で積み上がった対策について、流域市町村等と認識の共有
を図り、それらを早期に実施していくことが重要である。
２ 五木村の生活再建
五木村は、ダム計画発表当時から人口が約4分の1にまで減少しており、また、高齢化
率（H25：45.2%）が県内で最も高く、高齢化の速度（H22からH25で3.1%上昇）も最も速
いことから、生活再建の取組みは少しの遅れも許されないとの危機感を抱いている。
このような状況の中、平成 23 年 6 月の国、県、村による三者合意に基づき、県及び村
が実施する村の生活再建に必要な事業を着実に進めるためには、国による財政面・技術
面の支援が必要不可欠である。
さらに、村の生活再建をより確実に行うためには、事業実施に当たってその裏付けと
なる法律の制定が必要である。
※水没予定 489 世帯のうち、6 割を
超える世帯が村外移転
※現在、ﾀﾞﾑ計画発表当時から人口
が約4 分の 1 にまで減少
※村内全集落のうち約６割の集落
で 65 才以上人口が 5 割超え
（36 集落中21 集落）
（H26.3.31 五木村指定区別人口調）

-4-

県営荒瀬ダム撤去に対する国の支援について
【環境省、国土交通省、総務省】

提案・要望事項
全国初の本格的ダム撤去が確実に実現するよう、次のとおり、国による財政・
技術面の積極的な支援をお願いしたい。
１ 国の支援を撤去完了まで確実に継続していただきたい。
２ 荒瀬ダム撤去のように事業期間の延伸が困難な事業については、必要額が確
実に配分されるよう配慮していただきたい。
３ ダム撤去に要する経費の県負担について、地方財政措置をお願いしたい。
４ ダム撤去に対する安全面・環境面など、専門技術的な観点からの支援を行っ
ていただきたい。
５ 荒瀬ダム撤去を踏まえ河川の安全性・利便性の確保、河川環境の改善につい
て、積極的に取り組んでいただきたい。
【現状・課題等】
○ 地元や漁協等のダム撤去への強い希望、さらに、河川環境に与える負荷など中長期的
な視点も勘案し、平成２４年度から荒瀬ダム撤去工事に取り組んでいる。
○ しかしながら、荒瀬ダム撤去は、日本三大急流球磨川における難工事であり、河川等
の安全・環境面の確保、さらにダム周辺地域の浸水対策等、様々な対策が必要である。
そのため、経済面や技術面で県だけでは対応できない状況であり、国による積極的な支
援が不可欠である。
【荒瀬ダム撤去状況】

倒 壊 発 破
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家畜伝染病対策の充実・強化について
【農林水産省】

提案・要望事項
１ 悪性家畜伝染病対策の充実・強化について
鳥インフルエンザなど悪性家畜伝染病の発生予防及び万一の発生に備え、疑
似患畜確定以前の防疫措置への支援の充実、国における水際対策及び検査体制
の強化、処分家畜の迅速な処理装置の整備や公務員獣医師の安定的な確保など
危機管理体制の強化、並びに農家等への経営支援の継続強化を図っていただき
たい。
２ 豚流行性下痢対策への支援について
本病の早期の沈静化と農家経営安定化を図るため、疾病の予防・まん延防止
対策、PED ワクチンの安定供給及び発生農家の経営安定対策の充実について、
迅速な対応と支援をお願いしたい。
【現状・課題等】
１ 悪性家畜伝染病対策の充実・強化について
鳥インフルエンザ等の拡大防止には、迅速な「初動」
が求められるため、疑似患畜確定以前の防疫措置につ
いて、陰性であった場合における支援制度の充実が必
要である。
鳥インフルエンザ等発生時の迅速・的確な防疫活動
拠点である家畜保健衛生所においては、病原体の散逸
防止やバイオセキュリティ等の対策が不十分であるこ
農場内作業状況
とから、施設整備等による検査体制強化が必要である。
国内への侵入・まん延防止、発生した場合における出荷自粛農家等への経営支援、風
評の払拭、防疫用資材の備蓄に対する支援等の対策の充実強化が必要である。
本県は、上水道水源としての地下水への依存度が高く、埋却処分における県民の理解
に時間を要する場合もあることから、移動式焼却炉や移動式レンダリング処理装置を主
要地域に配備するなど、緊急時の処分体制整備が必要である。
家畜防疫にあたる獣医師が不足しており、本県において発生した高病原性鳥インフル
エンザの際にも獣医師の確保に苦慮するなど、あらためて獣医師職員の確保・育成の重
要性が認識させられた。
産業動物獣医師の育成及び公務員獣医師の安定確保に努めるとともに、都道府県の獣
医師職員の技術向上を図るための研修体制の更なる充実・強化が必要である。
２ 豚流行性下痢対策(PED)への支援について
PED については、平成 25 年 10 月に発生が確認された以降、原因が判然としない中、
急速に全国に広がりを見せており深刻な状況となっている。近年、配合飼料価格の高騰
等により養豚農家は厳しい経営状況が続いており、流行が長引いた場合、経営維持が困
難となる農家が増加することも懸念される。本病の早期沈静化と養豚農家の経営安定を
図るため、PED ワクチンの安定供給及び発生農家の経営安定に係る迅速な対応と支援が
必要である。
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「九州を支える広域防災拠点構想」の推進について
【内閣府、財務省、総務省、国土交通省、防衛省】

提案・要望事項
１ 内閣府の「南海トラフ巨大地震を想定した九州における広域防災拠点整備に
係る調査検討事業」において、熊本県を国の現地対策本部の設置場所として選
定いただくようお願いしたい。
２ 津波被害の心配がなく、九州各県まで１００ｋｍ前後と広域防災活動拠点と
して最適な場所に立地する「阿蘇くまもと空港」を防災上の拠点空港として位
置付けていただきたい。また、大規模災害時に情報収集や支援に重要な役割を
担うヘリコプターの運用調整等が行える機能を備えた防災消防航空センター
の整備に係る財政支援の強化や、救援物資保管施設などの必要な施設整備を行
っていただきたい。
３ 大規模災害時に近隣県と相互に支援・救援が速やかに行えるよう、九州にお
ける横軸としての道路網の整備促進を図っていただきたい。
【現状・課題等】
○ 九州において大規模災害への対応体制整備の必要性が認
識される中、九州において熊本県は、①九州各地に短時間
で到着できる中央に位置していること、②陸上自衛隊西部
方面総監部や日本赤十字社熊本県支部等が立地しているこ
となど災害即応体制が充実していること、③防災関係機関
が津波被害の少ない内陸部に位置していることなど、広域
防災拠点に必要な機能やポテンシャルを既に有している。
○ これらを十分に活かしながら、熊本県が九州の広域防災 （各県までヘリで 30 分前後）
拠点としての役割を担うという認識の下、本県では「九州
を支える広域防災拠点構想」を策定し、先駆的に阿蘇くまもと空港を核として、隣接す
る県有地に災害対応のための駐機場の整備や、県民運動公園に耐震性貯水槽や防災トイ
レの整備等を進めている。
○ このような取組みを通して、国等の認知を得て大規模災害時に熊本県が広域的な防災
拠点としての役割を十分に果たし、
九州全体の安全安心を高めていきたいと考えている。
１ 南海トラフ巨大地震の被害想定では、九州の太平洋岸の大分、宮崎、鹿児島に甚大な
被害が発生することから、国の現地対策本部は、九州の中央に位置し、これら３県に隣
接する熊本県に設置することが、迅速かつ効果的な災害対応を行う上で必要である。
２ 広域防災拠点上重要な阿蘇くまもと空港が、大規模災害時にその役割を十分に果たす
ことができるよう、防災上の拠点空港として位置付けてもらうことが必要である。
また、老朽化し未耐震化の県防災消防ヘリ、県警ヘリの各格納施設及び災害時に各機
関が保有するヘリを効率的かつ効果的に活用するための運用調整等が行える施設整備
が必要である。このため、緊急防災・減災事業を他の補助事業と併用可能とすることや、
消防防災施設整備費補助金の補助基準額の引上げ等について特段の配慮をお願いした
い。さらに、国において災害救助活動や救援物資保管のための施設整備をお願いしたい。
３ 大規模災害に対して近隣県と相互に県境を越えた支援が速やかに図られるよう、防災
上の九州の弱点である横軸としての道路網等の整備促進を図る必要がある。
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地下水の硝酸性窒素対策への支援について
【環境省・農林水産省・国土交通省・厚生労働省】

提案・要望事項

豊富な地下水を健全な姿で将来に引き継ぎ、地下水質の保全を図るため、地下水
の硝酸性窒素による汚染の発生源とされる生活排水、家畜排せつ物、施肥等に係る
より効果的な対策の検討を関係省庁で連携して行うとともに、効果的な調査研究の
実施及び必要な財政的支援を行っていただきたい。
【現状・課題等】
○ 本県は、水道水の約８割を地下水に依存し
ており、豊富な地下水を健全な姿で将来に引
き継ぎ、地下水質の保全を図る必要がある。

地下水の硝酸性窒素の濃度分布（H19〜H21）

○ しかし、一部の地域で、硝酸性窒素等によ
る地下水質への影響が懸念されることから、
本県では、これまで、汚染源の一つとされる
生活排水や家畜排せつ物の適正処理・管理、
施肥量の適正化などの窒素削減対策に併せ
て地下水の涵養量を増大する対策を行って
きている。
○ この様な各種対策に取り組んできた結果、硝酸性窒素濃度の経年的傾向は全体平均と
しては横ばいまたは微減と、一定の効果が現れていると考えられる。
○ しかしながら、汚染原因物質の地下浸透状況や地下水質への影響等の地下水メカニズ
ムには不明・未解明な部分が多く、将来的な地下水の硝酸性窒素による汚染が不安視さ
れている。
○ この様なことから、将来的にも安全な飲用水を確保するためには、環境分野と農業分
野等が連携した取組みが不可欠である。
○ 本県では、生活排水の適正処理や地下水量保全の更なる徹底を図るとともに、地下水
メカニズム解明に係る調査研究や効果的な窒素削減対策の検討のため、家畜排せつ物の
地下水への影響、農地や採水地における地下水質、堆肥の流通状況、農家の施肥量のモ
デル的な調査を行うこととしているが、国においても関係省庁で連携し高度な技術的検
討の促進や財政支援をお願いしたい。
○ また、地下水の涵養量を増大する取組みや、耕畜連携による堆肥の広域流通、消費者
が環境にやさしい農産物を率先購入する取組みなどを更に促進させる財政支援をお願
いしたい。
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「水銀フリー社会」の実現に向けた施策の推進について
【環境省、経済産業省】

提案・要望事項
昨年１０月に熊本市・水俣市で開催された「水銀に関する水俣条約外交会議」
において水俣条約が採択された。
ついては、次のとおり、同条約の早期発効及び「水銀フリー社会」の実現に向
けた施策を推進するとともに、先導的に事業に取り組む地方公共団体への技術
的・財政的支援をお願いしたい。
１ 水銀削減の必要性の理解促進を図るとともに、水銀含有製品の使用削減や代
替製品への転換促進など、
「水銀フリー社会」の実現に向けた取組みを行って
いただきたい。
２ 水俣条約の発効後は水銀の国際貿易（輸出入）が原則禁止とされるため、地
方公共団体の意見を踏まえ、国内における水銀廃棄物の回収・処理システムの
構築やその後の長期保管について、具体的方策を検討し、提示していただきた
い。
３ 水俣条約の内容や「水銀フリー社会」の実現に向けた、必要な取組みを地方
公共団体と連携して広く国内外に情報発信を行っていただきたい。
【現状・課題等】
○ 水俣病を経験した熊本県は、
「水銀に関する水俣条約外交会議」において、水俣条約が
採択されたことを受けて、同条約の早期発効及び「水銀フリー社会」の実現に向けて先
導的に取り組むこととしている。
○ 国内外における「水銀フリー社会」の実現を効果的かつ強力に推進するためには、水
銀廃棄物の回収・処理システムの構築やその後の長期保管のあり方を検討するとともに、
国内外に向けた情報発信を行う必要があり、国による積極的な取組みが不可欠である。
さらに、先導的に事業に取り組む地方公共団体への技術的・財政的支援をお願いしたい。
【参考】水銀フリーに関する取組み等
【目標】

【熊本県の取組み】

の実現
﹁水銀フリー社会﹂
国内外における

【課題】

【必要な施策】

〇水銀削減に関する理解、

〇水銀削減に関する理解促進、

代替製品の普及
〇水銀廃棄物の回収・処
理、長期保管方法の確立
〇国外における人材育成

代替製品への転換促進
〇国内外における水俣条約の

①水銀の使用削減等に
関する検討会の開催
②水銀含有廃棄物の
適正処理の推進

意義等の理解促進
〇回収・処理・保管の各段階に
おける水銀管理の適正化

〇国外の水銀専門家の育成

-9-

③国内外への情報発信
④水銀研究留学生への支援
（奨学金制度の創設）

有害鳥獣捕獲対策等に対する支援の強化について
【環境省・農林水産省】

提案・要望事項
鳥獣による自然生態系や農林水産物への被害を低減するため、次のとおり、
有害鳥獣捕獲対策等に対する国の支援を強化していただきたい。
① 有害鳥獣捕獲の担い手確保対策として、猟銃の購入や保管庫設置など狩猟
に係る初期経費に対する国の支援をいただきたい。
② 自然生態系や農林水産物の被害防止対策として、県が行う広域的な生息状
況等の調査や、捕獲対策等の経費に対する国の支援をいただきたい。
【現状・課題等】
○ 熊本県におけるニホンジカ・イノシシ・サル・カワウ等野生鳥獣による被害は、希少
植物の食害など自然生態系への被害とともに、農作物等への被害が５．２億円（H24）
、
森林への新規被害面積が約１千 ha（H24）と深刻な状況が続いている。
○ これら有害鳥獣による被害を低減させるには、更に捕獲を強化し、早急に生息数を適
正水準まで減少させる必要がある。
○ 鳥獣は行政区域を越えて移動することから、各自治体の個別の対応だけでなく、国及
び県の役割として、広域的な対応が重要である。
○ 鳥獣の捕獲等の一層の促進を図るため、法的に鳥獣の管理を加える今回の鳥獣保護法
改正を契機に、県が行う広域的な有害鳥獣捕獲対策等に対する支援の強化をお願いした
い。
【参考】本県における農作物被害金額の推移

（単位：百万円）

区 分

H20

H21

H22

H23

H24

鳥獣害全体 ①

615

700

845

545

520

①の内獣害全体②

440

521

530

417

388

②の内イノシシ害

353

409

446

353

326

【参考】本県におけるシカ森林被害発生推定面積
区

分

推定被害面積
内新規被害面積
累計被害面積

（単位：ha）

H23

H24

H20

H21

H22

1,491

1,825

1,357

959

1,077

957

1,029

924

789

922

20,039

21,067

21,991

22,781

23,704

※各年度の累計被害面積は、前年度の当該面積に各年度の新規被害面積を加えたもの。
推定被害面積は当該年度にシカ被害を受けた森林で過去に被害を受けた森林を含む。
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更なる稼げる農林水産業の実現に向けて
【農林水産省】

提案・要望事項
１ 新たな米政策の実現に向けた支援の充実・強化について
飼料用米や米粉用米の助成制度について、法制化も含めた安定的な制度とな
るよう充実・強化するとともに十分な予算を確保していただきたい。
２ 農地集積の受け皿となる法人等への支援について
農地中間管理機構の運営等経費への万全な財政支援を講じるとともに、農地
集積に取り組む法人等に対して、６次産業化、基盤整備等の施策を集中化して
いただきたい。
３ 農林水産業の担い手の確保・育成について
新規就農者や認定農業者などの地域の担い手に対する支援を充実・強化して
いただきたい。
４ 農業・水産業基盤及び森林資源を活かす林内路網の整備について
農業水利施設、林内路網など生産基盤の計画的かつ着実な整備推進に必要な
予算を当初予算において十分に確保していただきたい。
【現状・課題等】
１ 新たな米政策の実現に向けた支援の充実・強化について
本県では、生産者等と連携した基本戦略を
策定し、飼料用米などの生産振興等に取り組
んでいる。生産者が安心して農業経営に取り
組むためには、助成制度の法的な位置づけを
含め安定的な制度となるよう充実・強化され
るとともに、予算が十分に確保される必要が
ある。また、水田フル活用実現のためには、
施設整備や生産から流通までの体制構築など
水田フル活用による多様なニーズに応じた生産
への支援強化が必要である。
２ 農地集積の受け皿となる法人等への支援について
農地集積の加速化を図るためには、各関係機関のマンパワーの一層の充実が不可欠であ
り、国の長期的かつ万全な財政支援が必要である。また、地域農業の担い手として新たに
農地集積に取り組む法人等は、設立当初から経営基盤の安定化が必要となるため、６次産
業化や基盤整備、輸出、景観づくりなど多様な支援を集中化していくことが必要である。
３ 農林水産業の担い手の確保・育成について
人・農地プランなどに位置づけされた新規就農者や認定農業者に対し、新たな補助事業
の創設など重点的に支援する必要がある。
なお、農林水産業の地域の担い手に対する支援策については、安定的に予算が確保され
る必要がある。
４ 農業・水産業基盤及び森林資源を活かす林内路網の整備について
強い農業・水産業を築くためには、地域の生活基盤にも貢献している排水機場等の農業
水利施設や藻場等の造成など、農業・水産業基盤の整備を推進することが必要である。ま
た、森林が資産価値を持ちつつある中で、この資源を雇用創出などの地域経済へ波及させ
るため、林内路網などの整備を進めることが必要であり、これらに要する予算が安定的に
確保される必要がある。
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農林水産業におけるセーフティーネットの確保について
【農林水産省】

提案・要望事項

１ 農林水産業における経営安定に資する施策の充実強化について
本県の農林漁家等が抱える様々な経営リスクへの不安を払拭し、将来に夢の
ある経営が可能となるよう、経営安定対策等を早急に講じていただきたい。
２ 海域における漂着物及び堆積物の回収・処理について
海流を漂流する流木等や堆積した土砂・瓦礫の回収・処理について、速やか
な対応を行うための制度を早急に創設していただきたい。
３ 林業公社の経営改善に向けた支援策の強化について
林業公社の経営改善に向け、日本政策金融公庫への繰上償還の条件緩和や分
収林契約の変更を円滑化する制度を創設していただきたい。
【現状・課題等】
１ 農林水産業における経営安定に資する施策の充実強化について
本県の農林漁家等は、農林水産物の長期的な価格低迷や経費の上昇など厳しい経営環境
に加え、
農林水産業のグローバル化の流れの中で、
将来の経営に大きな不安を抱えている。
このような不安を早急に払拭し、夢のある経営を可能にするためには、国の責任におい
て、セーフティーネットの確保に必要な対策を早急に講じる必要がある。
具体的には以下のような対策を講じる必要がある。
〔経営安定対策〕
・茶、果樹、椎茸、アサリの経営安定対策制度の創設
・アサリ採貝業、ウナギ養殖業などへの漁業共済の対象拡大若しくは新たな支援制度の創設
〔セーフティーネット〕
・
「資源管理計画」又は「漁場改善計画」に参加する漁業者に対する金融支援制度の創設

等

２ 海域における漂着物及び堆積物の回収・処理について
災害により漂着した流木等や堆積した土砂・瓦礫につい
ては、漁業や船舶の航行への影響が非常に大きく、漁業者
や地方公共団体による除去では多大な労力と財政的な負担
を伴うことから、迅速かつ効果的な取組及び地方財政負担
の軽減を可能とするため、
新たな制度の創設が必要である。
流木の漂着状況

３ 林業公社の経営改善に向けた支援策の強化について
林業公社の経営安定を図り、森林の持つ公益的機能を確保していくためには、借入金の
金利負担軽減や分収林契約変更の円滑化が必要である。個々の法人や地方公共団体のみで
は解決困難な課題であることから、更なる国の支援が必要である。
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農山漁村の多面的機能の維持・発揮について
【農林水産省】

提案・要望事項
日本型直接支払制度について、農山漁村が持つ多面的機能を維持・発揮するた
め、地域住民の自主性に基づいた自由度の高い活動により、地域の団結力・地域
力を高めるための取組みが可能となるよう制度を拡充していただきたい。
①中山間地域等直接支払交付金の要件緩和
②多面的機能支払交付金の地域ニーズを踏まえた弾力的運用
③地方財政への配慮
【現状・課題等】
本県では、農山漁村の美しい景観や優れた環境を次世代に引き継ぐため、中山間地域等
直接支払や農地・水保全管理支払などを活用した取組みを積極的に推進している。
また、本県では、農山漁村の多面的機能の喪失が懸念される状況を踏まえ、昨年度から
「くまもと里モンプロジェクト」をスタートし、農山漁村が持つ「美しい景観」
「文化・コ
ミュニティ」などの多面性をより発揮させるための取組みを積極的に推進している。
一方、農山漁村は、過疎化や農林漁家の減少、気象災害や鳥獣害などの外的要因による
農林水産業の疲弊など、多面的機能の喪失が危惧されていることから、以下のような更な
る支援が必要である。
①中山間地域等直接支払交付金の要件緩和
農地の持つ多面的機能を維持・発揮していくため
には、全ての条件不利地について不利性の補正を図
っていく必要があるため、中山間地域等直接支払の
次期対策においては、地域要件にかかわらず傾斜地
等の生産条件不利地を全て支援対象とするとともに
十分な予算の確保が必要である。また、５法対象等
急斜面における草刈状況
の社会的・経済的条件不利の補正については、現在の交付単価に含まれていないこと
から、加算制度等による条件格差の補填などにより更なる支援が必要である。
②多面的機能支払交付金の地域ニーズを踏まえた弾力的運用
多面的機能支払交付金による農地の多面的機能維持や地域の団結力・地域力向上の
ためには、支援の必要な地域を全て対象とした上で、地域住民が自主性に基づいた自
由度の高い活動を行えるよう、地方のニーズを踏まえた弾力的な運用が必要である。
③地方財政への配慮
日本型直接支払制度の一刻も早い法制化を図られるとともに、全国各地でフル活用
されるためには、支援内容が地方自治体の財政状況に影響を受けることがないよう、
全額国費負担とすることが必要である。
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地域の産業基盤としての工業用水道事業への支援について
【内閣府、経済産業省、財務省、総務省、国土交通省】

提案・要望事項
本県の重要な経済インフラである工業用水道の経営改善を図るため、次の措置をお願
いしたい。
１ 老朽化資産の計画的な更新・耐震化の一層の促進のため、工業用水道における施設
の耐震化及び老朽化した設備の更新に対する継続的な補助制度の実現と予算の確保
をお願いしたい。
２ 経営が厳しい公営企業の金利負担の軽減のため、年利４％台の企業債を対象とした
補償金免除繰上償還をお願いしたい。
３ 工業用水の未利用水を有効活用し事業の経営改善及び幅広い産業の活性化につな
げるため、用途を拡大するとともに、水利権の弾力的な運用をお願いしたい。
【現状・課題等】
収支の状況（有明工業用水道事業）
○ 本県工業用水道事業は、昭和５０年代初
頭に給水を開始し、地域の重要なインフラ
として、現在、３７事業所（従業員約６千
人）の生産活動を支えている。
○ 一方で、産業構造の変化により、予定し
ていた重厚長大型の企業立地が進まず、多
量の未利用水を抱えている。
○ 特に、有明工業用水道事業は、水源確保
のために参加した国のダム建設事業に伴う建設負担金が当初の約４倍増となったことで、
経費削減や未利用水の一部転用による事業規模適正化等の経営改善策を行っても、
依然、
毎年約２億円の赤字が発生し、経営を圧迫している。
単位：百万円
1,000
800

535

600
400
200

0

-200
-400

380
303
78
78

上水道転用により経営
改善を図るも黒字化に
は至らず

365

△170

ダム完成（建設
費負担）により
経営悪化

△213

-600

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ H１４ H１５ H１６ H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２
営業収益

営業費用

営業利益

H23

H24

純利益

１ 工業用水道は、産業の血液としての側面だけでなく、地震等で上水道施設が被災した
際の消火用水や生活用水など、災害時の非常用水としての活用も求められており、今ま
で以上に安定供給が望まれているものの、全国的にも多くの施設が老朽化している。
そのため、平成２４年度及び２５年度の国の経済対策で実施された、工業用水道施設
の更新・耐震化（強靭化）に対する補助について、継続的な制度の実現と八代工業用水
の導水管耐震化及び有明工業用水の設備更新に対する必要な予算の確保をお願いしたい。
＜有明工業用水主要設備更新及び八代工業用水導水管耐震化 事業費＞
有明工業用水 総事業費
主要設備更新
県負担分
八代工業用水 総事業費
導水管耐震化
県負担分

合計
１，９０４
４８５
１，１６４
６３８

Ｈ２４
２８
７

H２５
１５７
４０
２３９
１３１

平成２４年度経済対策補正で補助（44 百万円）

- 14 -

H２６
６６４
１６９
２６７
１４６

Ｈ２７
３５７
９１
２７２
１４９

（単位：百万円）
Ｈ２８
４８３
１２３
３８６
２１２

Ｈ２９
２１５
５５

平成２７年度以降も
約６億３千万円の
費用が必要
平成２５年度経済対策補正で補助（33 百万円）
平成２５年度経済対策補正で補助（38 百万円）

２ 高金利企業債の補償金免除繰上償還については、順次、対象利率の引下げが行われた
が、依然として市中金利との開きが大きく、金利負担が経営を圧迫している。
そのため、少しでも経営改善につなげるため、特に経営が厳しい公営企業に対し、年
利４％台の企業債を対象とした補償金免除繰上償還をお願いしたい。
３ 産業構造の変化や節水型社会システムの進展等により、全国的に工業用水の需要量は
減少傾向にある。
一方、国内においては、ダム等による新たな水源確保が困難な中、近年の気候変動等
により渇水リスクが高まっており、総合的水運用等のシステム確立は喫緊の課題となっ
ている。また、海外においては、人口増加等による水需給の逼迫が懸念されている。
工業用水の未利用水を幅広く活用することは、
工業用水道事業の経営改善のみならず、
国内外の水資源に関する課題に対応できることから、農業用水、都市活動用水、環境用
水や海外での産業用水などの多様な水需要に対応できるよう、雑用水の供給要件緩和や
手続きの簡素化を進めるとともに、工業用水道事業法の適用範囲の拡大、水利権の弾力
的運用といった規制緩和をお願いしたい。

＜熊本県有明、八代両工業用水道の未利用水の状況＞

給水能力：33,860m3/日

給水能力：27,300m3/日
9,127m3/日

13,444m3/日
契約水量

(39.7%)

契約水量

未利用水

未利用水

20,416m3/日

18,173m3/日

(60.3%)

(66.6%)

＜有効活用のイメージ＞
（現 在）
＜供給対象業種＞
・ 製造業、電気供給業、熱供給業、ガス
供給業、一部雑用水（※１）
＜供給範囲＞
・ 導管による供給のため範囲が限定的

(33.4%)

（用途拡大後）
＜供給対象業種＞
・ 製造業、電気供給業、熱供給業、ガス供給業、
都市活動用水（※２）、農業（植物工場含む）
、環境
用水（※３）、海外での産業用水
＜供給範囲＞
・ 導管によらない供給（海外への輸出）も可。

※１ 平成8 年 5 月通産省産業施設課長通知で、工水に余剰がある場合は、給水能力の10％の範囲内で雑用水利用が認められている。
＜供給要件＞①公共施設等であって、地域の開発振興に資する施設 ②地盤沈下対策等のため地下水から水源転換を余儀なくされる施設
③産業の健全な発展に資する施設 ④地域環境と調和を図るため、工業用水道から供給することが適当な施設
※２ 生活用水のうち家庭以外の事業所、飲食店・デパート・ホテルなどの営業施設、病院、学校、公園などで使用される水。
※３ 流水増加による河川の環境回復等、水質、親水空間、修景等生活環境又は自然環境の維持、改善等を図ることを目的とした用水。
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阿蘇くまもと空港等の機能強化及び天草エアラインへの支援について
【法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省】

提案・要望事項
１ 阿蘇くまもと空港の施設整備について、将来の国内路線・国際路線の拡充等
に対応できるようにするため、エプロンを増設していただきたい。
２ 阿蘇くまもと空港及び熊本港・八代港のＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）
体制について、急増するアジア等からの来客及び貨物に対し迅速かつ適切に対
応するため、充実・強化を図っていただきたい。併せて、老朽化した阿蘇くま
もと空港国際線ターミナルビルの改修を行っていただきたい。
３ 地域航空ネットワークの安定的な確保のため、天草地域を発着する航空路線
について、離島に準じた各種支援制度の創設・拡充を図っていただきたい。
【現状・課題等】
１ 近年では、航空機の小型化及び運航の多頻度化が主流となっており、阿蘇くまもと空
港でも就航便数が増加し、スポット繰りが過密になっており、少々の遅延でもスポット
の確保ができないケースが多発している。また、利用者の利便性向上のためには、需要
が大きい早朝便の増便実現に向けたナイトステイ便の増加やダイバート等の緊急的な事
態に適切に対応できることが必要であるが、現状では十分に対応できない状況にある。
さらに、本県では、ＬＣＣを含む国内路線や国際路線の新規開設及び増便に取り組ん
でおり、就航便数の更なる増加の可能性を見据えると、エプロンの容量不足が懸念され
るため、エプロンの増設が必要である。
２ 本県では、韓国、台湾など経済成長著しい東アジア地域との交流拡大を図り、その活
力を取り込むため、阿蘇くまもと空港の国際路線の新規開設・増便に積極的に取り組ん
でおり、台湾からの連続チャーター便などによるアジアからの旅客が急増している。
しかし、就航する航空機の機材によって、出入国手続きに時間を要する事例が発生し
ており、円滑な出入国手続きの実現のためには、特に出入国審査に係る人員増及び審査
機器の増配備などのＣＩＱ（税関、出入国管理、検疫）体制の充実・強化が必要である。
また、国際線ターミナルビルは、供用開始から３０年以上大規模な改修が行われてお
らず、外壁塗装の剥離、躯体の亀裂などが見られるため早急な対応が必要である。
３ 天草地域は、県の中心地である熊本市からの移動に２時間以上を要するなど高速交通
体系が未整備な状態にあり、地理的状況は離島部と類似している。そのような中、平成
１２年から天草エアラインが唯一の高速交通機関として天草空港と阿蘇くまもと空港及
び福岡空港間を就航している。
天草エアラインは、地域の医師確保を含めた地域住民のライフラインとして必要不可
欠な存在だが、
１機体制という限られた経営資源での運営であり、
就航１３年目を迎え、
機材は経年化している。また、経年化による整備費用の増大等、経営環境は非常に厳し
い状況である。
そのため、地域航空ネットワークを安定的に確保するためには、離島に適用される公
租公課の減免に準じた支援制度の創設・拡充が必要である。
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八代港の整備促進について
【国土交通省】

提案・要望事項
県内最大の物流機能を持つ八代港の更なる機能強化に必要な水深１４ｍ岸
壁関連港湾施設の整備を国直轄事業により着実に促進していただきたい。
【現状・課題等】
○ 八代港は県内最大の物流機能を持っており、県の「幸せ実感くまもと４カ年戦略」に
おいても、九州の経済・産業活動に大きな役割を果たすアジアに向けた物流拠点として
位置付けられている。
○ そのため、本県では、九州縦貫自動車道や南九州西回り自動車道等の高速交通網と連
携して、八代港に大型ガントリークレーンを整備するなど、港の更なる利便性向上に取
り組んでいる。
○ また、八代市を中心とした県南地域の活性化を重要な課題と位置付け、そのポテンシ
ャルを生かした産業集積に向けて「くまもと県南フードバレー構想」を策定し、関係機
関と一体となって、八代港を活用した輸出の拡大に向けた様々な取組みを推進している。
○ これらの取組みを推進するためには、国により整備が進められている水深１４ｍ岸壁
をはじめとする港湾施設の整備による物流機能の更なる強化が必要である。
○ 平成２５年３月に水深１４ｍ岸壁第１バース及び関連泊地が完成したところであり、
引き続き水深１４ｍ航路の早期完成を図ることが極めて重要である。

高速交通網等による県南・南九州との連携

八代港

水深14m岸壁・泊地

水深10m岸壁・泊地

港湾を核としたアジアとの連携
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学校施設の防災機能強化に対する財政支援について
【文部科学省】

提案・要望事項
１ 高等学校を含む公立学校施設は、災害時に応急避難場所として機能するなど
防災上重要な役割を果たすため、防災機能強化や老朽化対策に必要な予算を確
保していただきたい。また、早期の非構造部材を含む耐震化完了に向け、引き
続き財政措置を講じていただきたい。
２ 公立学校施設に比べ進捗が遅れている私立学校施設の耐震化を緊急かつ集
中的に促進するため、耐震改築に必要な予算を確保していただきたい。
【現状・課題等】
１ 学校施設は子供の学習･生活の場であるとともに、
災害時には地域住民の応急避難場所
としての役割を果たすため、その安全性確保は極めて重要である。
国は、高等学校を含む公立学校施設の非構造部材を含む耐震化について平成２７年度
末までの早期に完了を目指すとともに、津波避難経路の整備など防災機能の強化を図っ
ている。さらに、建築後２５年以上が全保有面積の７割を占めるなど学校施設の老朽化
が進行していることから、国は施設の長寿命化を含む老朽化対策も推進している。
地方自治体にとって、
早期の耐震化完了及び防
災機能強化のための貯水
槽や備蓄倉庫、自家発電
装置等の設置、さらに老
朽化対策推進のためには、
多額の費用が必要である。
また、避難場所となる高
等学校も防災機能充実等
が必要なことから、国の
財政支援は不可欠である。
２ 国は平成２６年度から私立学校施設の耐震改築への補助制度を創設し、平成２８年度
までの３年間の時限措置として実施することとしているが、
平成２６年度の国の予算は、
全国枠で６０億円（小学校〜大学）と所要額が十分には確保されていない。
学校は子供たちが夢を実現するための準備をする大事な場所であるとともに、災害発
生時はその子供たちの大切な命を守り、地域の避難場所としての役割をも果たすことか
ら、学校施設の安全性を確保することは今や全ての学校施設が備えるべき基本的な条件
である。
県としても、県単独の補助事業により耐震化を促進しているところであるが、特に耐
震改築には多額の費用が必要であり、国の財政支援は不可欠である。
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高齢者・障がい者への医療・福祉施策の充実について
【厚生労働省】

提案・要望事項
１ 医療・福祉分野において、人材の安定的な確保及び定着のため、看護・介護・
保育従事者の処遇改善等への支援や修学資金貸付制度など施策の充実を図っ
ていただきたい。また、介護職員の負担軽減のための介護ロボットの開発・導
入の促進や介護業界のイメージアップなどの施策を推進していただきたい。
２ 中山間地域等において、看護・介護サービスの提供体制を確保するために、
訪問看護等の報酬加算などの対策を講じていただきたい。また、介護基盤の整
備を進めるため、現行の助成単価の維持や基金を活用した助成が引き続き可能
となるように、必要な財源を確保していただきたい。
３ セーフティネット支援対策等事業及び地域生活支援事業の補助金について、
所要額の財源を確保していただきたい。
４ 発達障がい児（者）の診断・診療が促進されるよう、医学部への専門講座の
開設などにより専門医の育成施策の充実を図るとともに、診療報酬体系を見直
していただきたい。
【現状・課題等】
１ 介護福祉士等修学資金貸付や保育士修学資金貸付については、継続実施のための基金
の積み増しが必要であるとともに、保育士修学資金貸付（平成 25,26 年度単年度事業）
については、前年度早期に事業の周知が行える仕組みにする必要がある。また、国民へ
の介護の仕事の魅力を伝える広報など、国においても介護業界のイメージアップに取り
組むことが必要である。
２ 本県は中山間地域が多く、
採算性の問題から在宅サービスの整備が困難な状況である。
また、平成 26 年度中に介護基盤緊急整備等臨時特例基金が枯渇する見込みである。各地
域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を支援するために、県において市町村の
施設整備に対する広域的視点からの助言等が行えるよう、県の基金を活用した助成方法
にする必要がある。
３ 平成 26 年度当初予算において、
国のセーフティネット支援対策等事業及び地域生活支
援事業は、所要額を大きく下回る状況であり、現場に支障を生じさせないよう国におい
て速やかな財源の確保が必要である。
４ 本県では、発達障がい児（者）の診断・診療にあたる医師が不足し、受診するまでに
数ヵ月の待ち時間を要している。専門医の育成施策を充実するとともに、小児科医が発
達障がい児（者）を診断・診療できるような診療報酬体系に見直すことが必要である。
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ハンセン病問題対策について
【厚生労働省】

提案・要望事項
ハンセン病問題の解決に向けて各ハンセン病療養所の将来のあり方等を協議
するため、国が主体となった関係機関による協議の場の設置を行っていただき
たい。
【現状・課題等】
○ 本県には全国に１３ある国立ハンセン病療養所において最も入所者の多い菊池恵楓園
があるが、入所者の数は年々減少し、平均年齢は８１歳を超え、約９２％が７０歳以上
の高齢者となっており、療養所のあるべき将来と一刻も早いハンセン病問題の真の解決
に向けた取組が必要である。
○ 平成２１年４月に施行された「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」では、そ
の基本理念として、ハンセン病問題の施策を講ずるに当たっては、入所者が現に居住す
る療養所において、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生
活を営むことができるよう配慮されなければならないと定められている。
○ 昨年１０月には、全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会から国会及び国に対し、
「各療養所において、国、所在都県、所在市町及び療養所・入所者自治会の定例的協議
の場の設置」の要望書が提出されたところである。
○ また、昨年８月には、菊池恵楓園の所在地である合志市からもこの協議の場の設置の
要望があったところである。
○ これらを踏まえ、療養所のあるべき将来と一刻も早いハンセン病問題の真の解決に向
け、国が主体となった関係機関による協議の場の設置を要望するものである。

- 20 -

様々な人権問題の解決に向けた施策の推進について
【法務省】

提案・要望事項
国民一人ひとりの人権意識を高め、
同和問題をはじめとする様々な人権問題
を早期に解決するため、以下のとおり、なお一層の人権施策の推進を図ってい
ただきたい。
１ 人権侵害による被害者の救済が図られるよう、実効性のある人権救済制度
を早期に確立していただきたい。
２ 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」による国の「人権教育・啓
発に関する基本計画」に基づき、同和問題をはじめとする様々な人権問題の
解決に向け、国において人権教育・啓発に関する施策の充実強化を図ってい
ただきたい。
３ 同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、地方自治体におい
て人権教育・啓発への取組みを着実に進めるために必要な予算を確保してい
ただきたい。

【現状・課題等】
１ 人権侵害による被害者の救済については、県においても、その一助となるよう、
人権に関する各種の相談事業を実施している状況である。しかしながら、インター
ネットを利用した差別的な表現や情報の流布など、様々な人権に係る不当な差別そ
の他の人権侵害事案に対応するためには、実効性のある人権救済制度が早急に確立
される必要がある。
２ 県としては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき「熊本県人
権教育・啓発基本計画」を策定し、県民の人権意識の高揚に向けた施策に取り組んで
いるが、人権教育・啓発の重要性から、国としてマスメディアを活用した啓発活動や
人材育成など更なる施策の充実強化に取り組む必要がある。
３ 県及び県内市町村においては、
「熊本県人権教育・啓発基本計画」及び各市町村基本計
画を策定し、同計画に基づいて人権教育・啓発に係る施策を展開している。今後とも、
県民の更なる人権意識の高揚に向けて、人権教育・啓発に関する施策のより一層の充実
強化を図る必要があり、そのための予算を確保する必要がある。
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緊急雇用創出事業の拡充について
【厚生労働省】

提案・要望事項
「緊急雇用創出事業」について、基金の積増しを行っていただきたい。

【現状・課題等】
○ 本県の雇用情勢については、全国的な経済情勢の回復に伴い上向き傾向にあり、今年
３月の県内の有効求人倍率は、平成４年以来の０．９倍台となる０．９４倍まで回復し
てきた。
○ 一方で、若者の早期離職や非正規雇用の拡大、県内における人材需給のミスマッチな
どといった新たな問題も生じており、また、ルネサスグループの再編・合理化に伴う離
職者対策も必要となっている。
○ 「緊急雇用創出事業」は平成２０年度に創設されて以降、セーフティーネットとして
本県の雇用維持・就業機会の創出に大きな役割を果たしてきたが、近年では「起業支援
型地域雇用創造事業」や「地域人づくり事業」等、企業の成長支援による雇用創出や地
域の人材育成、処遇改善を推進する取組みとして、求職者の能力向上や雇用増大に貢献
している。
○ 今後も企業の成長を更に加速させ、若者や女性、高齢者の活用などを通じて、地域が
抱える課題や多様なニーズをはじめ経済・社会情勢に適切に対応し、求職者が生き生き
と働き続けることができる安定した雇用環境をつくる必要がある。

有効求人倍率の推移（年度・月別）

厚生労働省 職業安定業務統計より
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治安基盤の整備充実について
【総務省、警察庁】

提案・要望事項
安全安心な社会を構築するため、
１ 警察官の増員による人的基盤の充実を図っていただきたい。
２ 社会情勢や警察事象の変化に対応できる必要な物的基盤の整備充実を図っ
ていただきたい。
【現状・課題等】
１ 本県の治安情勢は、
九州新幹線の全線開業に続き、
熊本市の政令指定都市移行に伴い、
今後、交流人口の増大等による交通量の増加や犯罪の広域化・グローバル化が、より一
層加速することが懸念されるところであるが、未だに本県における警察官１人当たりの
負担人口（６０６人）は、九州第１位であり、全国平均の５０１人はもとより、九州各
県平均の５２２人を大幅に上回っている現状は改善されていない。
地域の健全な発展のためには、良好な治安の確立が不可欠であることから、九州の拠
点都市にふさわしい治安対策をより一層強化し、近年激化している暴力団による対立抗
争事件や災害等突発重大事案の発生時に迅速・的確に対応できる体制を強化することが
急務である。
九州各県の警察官１人当たりの負担人口（※平成２６年４月１日現在の警察官の政令定数に基づく）
650
600
550
500
（ 人）

450

負担人口

全国

九州

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

501

522

472

506

474

606

585

574

570

556

２ 社会情勢や治安情勢の変化、災害等の緊急事態発生時等において、的確な初動対応を
果たすためには、人的基盤の充実強化に加え、警察活動の拠点たる交番・駐在所の整備
及び警察装備の増強・整備等、物的基盤の整備充実が極めて重要である。
また、交通事故の被害から県民を守り、安全で快適な交通社会を実現していくために
は、特定交通安全施設等整備事業を重点的かつ効果的に推進していく必要がある。
＜警察装備等の整備充実＞
・ 警察車両の増強
・ 警察用舟艇の整備
・ 捜査支援システムの増強
・ 交番・駐在所の整備 ・ 大規模災害発生時における対策資機材等の増強・整備
・ ＩＴ社会の急速な進化に対応するサイバー犯罪捜査用資機材の整備
＜特定交通安全施設等整備事業の推進＞
・ 社会資本整備重点計画に基づく事業の実施
・ 交通情報提供インフラの整備 ・ 災害に強い交通安全施設等の整備
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九州における横軸としての道路網をはじめとする
高規格幹線道路等の着実な整備推進について
【財務省・国土交通省】

提案・要望事項
１ 九州内の交流・連携機能の強化等を図るため、高規格幹線道路（九州中央自動
車道、南九州西回り自動車道）及び地域高規格道路（中九州横断道路、熊本環状
道路、熊本天草幹線道路）等の整備促進を図っていただきたい。
２ 九州中央自動車道（蘇陽〜高千穂間）、中九州横断道路（熊本市〜大津町間）
の事業化に向けた計画段階評価の早期完了、有明海沿岸道路（Ⅱ期）の全線の計
画路線指定及び国直轄による事業化、並びに大牟田市〜長洲町間の事業化に向け
た計画段階評価の早期完了について、特段の配慮をお願いしたい。
【現状・課題等】
○ 九州地方が一体的に発展するために
は、本県が九州の中心に位置する地理
的特性を踏まえた すべての道はくま
もとに通じる という考えのもと、熊
本と九州内の主要都市を効率的に結び
定時性の確保等を図る必要がある。
○ また、本県は防災関係機関が内陸部
に位置するなど広域防災拠点に必要な
機能やポテンシャルを有しており、大
規模災害時に近隣県と相互に支援・救
援が速やかに行えるよう道路ネットワ
ークを構築すべきである。
○ これらを踏まえ、今後、九州の横軸
となる九州中央自動車道や中九州横断
道路をはじめとする高規格幹線道路及
び地域高規格道路等の整備を着実に進
めていく必要がある。

有明海沿岸道路（Ⅱ期）

中九州横断道路

九州中央自動車道

熊本天草幹線道路

南九州西回り自動車道

（平成26 年3 月末日現在）

熊本県の高規格幹線道路・地域高規格道路 路線図

九州中央自動車道の所要時間短縮効果
熊本市〜山都町

中九州横断道路の所要時間短縮効果
熊本市〜大分市間
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世界文化遺産登録に向けた支援について
【文化庁】

提案・要望事項
１「長崎の教会群とキリスト教関連遺産(天草の﨑津集落)」について、今年度は
是非とも推薦決定いただきたい。
２「明治日本の産業革命遺産（万田坑、三角西港）
」
、
「長崎の教会群とキリスト教
関連遺産（天草の﨑津集落）
」及び「阿蘇」の世界文化遺産登録実現に向け、
なお一層の支援を行っていただきたい。
・文化財国指定に対する調査費及び整備費の補助制度拡充
・文化財国指定や世界遺産登録推進に係る各種助言・指導等、支援の充実
・
「阿蘇」の世界遺産暫定一覧表への追加記載のための調査・審議の実施
【現状・課題等】
○ 本県では、貴重な文化遺産を後世に伝えるため、「明治日本の産業革命遺産（万田坑、
三角西港）」、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産（天草の﨑津集落）」、「阿蘇」
の３件について、世界文化遺産登録に向けた取組みを進めている。
○ 「明治日本の産業革命遺産」については、今年度実施される海外専門機関の現地調査、
及びその後の登録実現に向け、一層の助言・指導を要望する。
○ 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」については、今年度は是非とも推薦決定いた
だくとともに、登録実現に向け一層の助言・指導を要望する。
○ 「阿蘇」については、早期に暫定一覧表に記載されるよう、国による調査・審議を要
望する。併せて、「阿蘇」を構成する文化遺産に関する学術的価値付け、文化財国指定
などに係る助言・指導及び補助制度の拡充等、より一層の支援を要望する。
資産名称
１「明治日本の産業革命遺産
九州・山口と関連地域」

構 成 資 産（本県内）

備

考

三井三池炭鉱旧万田坑施設、三井三池炭鉱専用鉄 平成２５年度
道敷跡、三角西港施設
国推薦済

２「長崎の教会群とキリスト教 天草の﨑津集落（﨑津諏訪神社・木造﨑津教会跡・ 国内暫定一覧表
関連遺産」
﨑津教会）
記載済み
３「阿蘇−火山との共生とその 阿蘇の文化的景観、阿蘇山（米塚・草千里ケ浜）、 国内暫定一覧表
文化的景観−」
阿蘇神社、中通古墳群、豊後街道
候補資産
万田坑

﨑津集落

三角西港
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阿蘇

夢を叶える教育の推進に向けた環境整備について
【文部科学省、厚生労働省】

提案・要望事項
１ 標準法改正による少人数（３５人）学級を推進するとともに、少人数学級実
施に伴う教職員配置の充実や複式学級及び特別支援学級に係る学級編制の標
準の引下げ等を含めた「教職員定数改善計画」を早急に策定し実施していただ
きたい。その際、少人数指導に係る加配である「指導方法工夫改善加配」につ
いては、更なる削減を講じないようにしていただきたい。
２ いじめ等の未然防止及び解消に向け、学校等のニーズが高い「スクールソー
シャルワーカー活用事業」等の拡充、並びに財源の確保を引き続き図っていた
だきたい。
３ 本県のように求人倍率が低い地域において、求人開拓など高校生の就職を丁
寧に支援する人材を学校に配置する施策を早急に実施していただきたい。
４ 私立学校の学校教育に果たす役割の重要性に鑑み、学校経営の健全性の確保
と保護者の経済的負担軽減のため、私学助成の一層の充実強化を図っていただ
きたい。
５ 生活困窮者自立支援法で自治体の任意事業とされた生活困窮世帯等の子ど
もに対する学習支援を行う事業について、国が４分の３を負担する自治体の必
須事業としていただきたい。
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【現状・課題等】
１ 平成 23 年度に、小学校１年生に係る国の学級編制基準が 35 人となり、小学校２年生
については 35 人学級編制未実施県に対する加配措置のみが実施された。その後、標準法
改正や定数改善はされず、平成 26 年度は「指導方法工夫改善加配」が削減された。
本県では、厳しい財政状況の中、小学校２年生についても 35 人学級編制を継続して教
員の追加配置を行うとともに、小学校３年生以上は、
「指導方法工夫改善加配」を活用し
たきめ細やかな指導を行っている。
一方、本県では複式学級を含む小規模校を多数有しているとともに、特別支援学級の
児童生徒数が年々増加している。さらに充実した指導ができるようにするためには、複
式学級及び特別支援学級の学級編制の標準の引下げが必要である。
２ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーは、いじめ・不登校等の未然防
止及び解消に顕著な効果があり、高いニーズがある。また、昨年、いじめ防止対策推進
法が施行され、心理・福祉の専門家のニーズが更に高まっている。今後も国の事業の拡
充、並びに財源の確保が必要である。
３ 地域による求人状況に大きな差がある中、本県のように求人倍率が低い地域では、就
職希望と求人内容のマッチングが難しく、高い離職率の一つの要因になっていることも
考えられる。国としても、高校生が自らの希望に沿った就職ができるよう、キャリア教
育の推進を図るとともに、学校に人材を配置して求人開拓等を行うなど丁寧な就職支援
を行う施策が必要である。
４ 本県では、高校生の約 33％、幼稚園児の約 85％が私立学校で学んでおり、本県の学校
教育の振興に大きな役割を果たしている。しかし、少子化に伴う生徒数・園児数の減少
により、私立学校の経営は厳しい状況に直面している。また、国の高等学校等就学支援
金制度の加算額の拡充及び奨学のための給付金の創設、並びに県の授業料等減免補助に
より、保護者の経済的負担の軽減に取り組んでいるところであるが、依然として保護者
の経済的負担は公私間で格差が大きい。
５ 貧困の連鎖を断ち切るためには、生活困窮世帯等の子どもが希望する高校、大学等に
進学し、夢を実現できるよう支援することが重要である。平成 27 年 4 月 1 日に施行され
る生活困窮者自立支援法では、生活困窮世帯等の子どもに対する塾などの学習支援を行
う事業について、自治体の任意事業(国負担２分の１)とされた。生活困窮世帯等の子ど
もの進学を促進するためには、当該事業を自治体の必須事業(国負担４分の３)として位
置づけて取り組む必要がある。
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有明海・八代海の再生について
【環境省、農林水産省、国土交通省】

提案・要望事項
１ 国の有明海・八代海等総合調査評価委員会が実施している、有明海・八代海
の再生に向けた検討を加速化し、泥質化の進行等の海域環境変化のメカニズム
や水産資源の減少の要因を早急に明らかにするとともに、再生を推進する有効
な方策を提示していただきたい。
２ 諫早干拓問題がある中で、水産資源の回復のためには、沿岸４県の関係者が
一堂に会する場の設置など、国の責任において行っていただきたい。
３ 底質改善及び漁場環境改善等に有効性が認められる対策については、各関係
省庁連携の下、国直轄により集中的に実施していただきたい。
・海底耕うんや泥土除去、潮通し等の対策の実施
・漂流・海底ゴミの回収及び処理対策の実施
等
【現状・課題等】
１ 有明海・八代海の再生については、特別措置法に基づく県計画に沿って、国や関係県
と連携しながら、環境改善に向けた総合的な対策に取り組んでいる。
しかしながら、海域の水質の状況はなかなか改善の兆しが見られず、また、漁業生産
についても、赤潮による養殖魚の甚大な被害やノリの色落ち被害の発生など不安定な状
況が続いており、抜本的な対策が必要である。
現在、国の総合調査評価委員会では、有明海・八代海等の再生に向け、海域環境変化
のメカニズムや水産資源減少の要因を分析・評価しているが、検討を加速化し、泥質化
の進行等の要因を早急に明らかにするとともに、再生を推進する有効な方策を提示して
いただきたい。
２ 諫早干拓問題がある中で、有明海の水産資源の回復のためにも、沿岸４県の関係者が
一堂に会する場を設け、話し合いの場を持つことが有効であると考えており、話し合い
の場の設置など国の責任において行っていただきたい。
３ 本県においては、干潟や干潟周辺部に浮泥やガタ土の堆積といった泥質化を要因とし
た海域環境の悪化やアサリやクルマエビ等水産資源の減少が指摘されており、底質改善
及び漁場環境改善等に有効性が認められる対策については、各関係省庁連携の下、国直
轄による集中的な実施が求められている。
（具体的対策）
○海底耕うんや泥土除去、潮通し等の対策の実施
・実証事業として実施してきた海底耕うんについては、漁場環境改善の効果が見られ、
漁業者からの強い要望もあることから、大規模事業の実施が必要である。
・水産資源の増殖等の短期的な効果があるものだけでなく、長期的に海域環境改善・保
全を図るため、泥土の除去や潮通し対策等の実施が必要である。
○漂流・海底ゴミの回収及び処理対策の実施
・漁場環境悪化を招くばかりか、漁業者の漁業活動の妨げとなっている漂流及び海底ゴ
ミの漁業者が行う回収に関して、災害時のみでなく通常時にも実施できる事業が必要
である。
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地域経済の成長に向けた創業・事業承継の促進について
【経済産業省】

提案・要望事項
本県中小企業の健全な成長に向け、次の措置を講じていただきたい。
１ 「産業競争力強化法」に基づき、市町村が創業支援事業者と連携し策定する「創
業支援事業計画」の認定を進めていただきたい。
２ また、同法に基づき設置が進められている事業引継ぎ支援センターを、本県
においても設置していただきたい。
３ 中小企業の経営力強化のための商工会、商工会議所の役割の重要性に鑑み、
「小規模企業振興基本法案」及び「商工会及び商工会議所による小規模事業者
の支援に関する法律の一部を改正する法律案」の早期成立により、商工会、商
工会議所への支援を加速化していただきたい。
【
「日本再興戦略」の位置付け】
プラン名：日本産業再興プラン
(大項目) ６．中小企業・小規模事業者の革新
(中項目) ① 地域のリソースの活用・結集・ブランド化
② 中小企業・小規模事業者の新陳代謝の促進
(小項目) ○ 地域のリソースを活用・結集させた起業・創業の促進（①）
○ 起業・創業から立ち上がりまでの一貫した資金支援（②）
○ 事業引継ぎ、事業承継の支援（②）
【現状・課題等】
１ 本県における開業、廃業率は全国に比べて低位にあり、地域を支える中小企業の活力
を維持・発展させるためには、創業や円滑な事業承継を進め、時代に即した産業構造に
変化させていく必要があり、地域の特性に応じた産業振興ビジョンを踏まえ、市町村が
作成する「創業支援事業計画」の早期策定のため、きめ細かな支援が求められる。
2013 年月公表「経済センサス活動調査速報結果レポート」

全 国
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２ 経営者の能力や意欲に依存する割合が高い中小企業にとって、経営者の高齢化と後継
者難は、業績の悪化や廃業に直結する課題である。また、企業の縮小や減少は、雇用の
喪失等地域活力の減衰につながる懸念が大きく、こうした流れを断ち切る上で、事業承
継を円滑に進めることが必要であり、
ワンストップ機能を持った専門家等による継続的、
総合的支援が求められる。
３ 本県企業の多くを小規模事業者が占めており、事業の持続的発展のためには商工会や
商工会議所が果たす役割は特に重要であり、市町村や地域金融機関等支援機関との連携
を強化するとともに、経営指導員等の支援スキルを高めていくことが必要である。
そのため、今国会における関係法令の早期成立を図り、商工会・会議所の機能強化に
向けた支援を加速化する必要がある。
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グローバル人材の育成について
【文部科学省】

提案・要望事項
１ 「スーパーグローバルハイスクール事業」について、グローバルな人材育成
が喫緊の課題であることから、平成２７年度以降も今年度と同規模の新規指定
を行っていただきたい。
２ 「英語教育強化地域拠点事業」について、採択の対象が「小・中・高の連携
した取組」に限定されているが、都道府県の実態に応じて、
「小・中の連携し
た取組」
「中・高の連携した取組」等についても対象とするように要件を緩和
していただきたい。

【
「日本再興戦略」
・
「成長戦略進化のための今後の検討方針」の位置付け】
１ （大項目）雇用制度改革・人材力の強化
（中項目）⑦グローバル化等に対応する人材力の強化
（小項目）○グローバル化に対応した教育を牽引する学校群の形成
２ （大項目）雇用制度改革・人材力の強化
（中項目）⑦グローバル化等に対応する人材力の強化
（小項目）○初等中等教育段階からの英語教育の強化
【現状・課題等】
○ 本県では、
「幸せ実感くまもと４カ年戦略」における主要な施策として「グローバル
な人材育成」を掲げ、中学生向けの英語音声教材（
「Ｉ ＣＡＮ ＤＯ ＩＴ！」
）の
作成・活用、
州立モンタナ大学への高校生の派遣などの取組みを積極的に進めている。
また、
「熊本時習館海外チャレンジ塾」を開講し、ＴＯＥＦＬスコアアップのためのＷ
ＥＢ講座や海外進学対策講座を実施するなど、海外大学進学や留学を総合的に支援す
る体制の構築に取り組んでいる。
○ 「スーパーグローバルハイスクール事業」については、本県から４校（県立３校、
私立１校）が申請し１校のみが指定を受けることとなったが、今回、指定から漏れた
高校もグローバル人材育成に向けた高い意欲があり、来年度指定に向け、取組内容に
磨きをかけることとしている。
○ 「英語教育強化地域拠点事業」については、
「小学校、中学校及び高等学校」が一体
となった取組みのみが採択の対象とされているが、本事業を効果的に実施していくた
めには、その地理的条件や児童生徒の進路状況等都道府県の実態に応じて柔軟に活用
できる方が望ましい。本県では、既に小中又は中高の一貫教育に取り組んでおり、本
事業の活用により成果を上げる基盤は整っている。
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高等学校における情報端末（タブレットＰＣ）の活用について
【文部科学省】

提案・要望事項
高等学校での１人１台の情報端末（タブレットＰＣ）を用いた授業の普及に
備え、その効果的活用を図るために、本県の高等学校において、新しい研究指
定による実証を行っていただきたい。
【
「日本再興戦略」
・
「成長戦略進化のための今後の検討方針」の位置付け】
（大項目） 日本産業再興プラン
（中項目） ４．世界最高水準の IT 社会の実現
（小項目） ⑥産業競争力の源泉となるハイレベルな IT 人材の育成・確保
【現状・課題等】
○（本県における情報化教育の推進）
平成２６年３月に本県が策定した「第２期くまもと『夢への架け橋』教育プラン」に
おいて、子供たちの「夢」を支える教育を推進するために、情報端末（タブレットＰＣ）
等を有効活用した協働型・双方向型などの授業の質の向上や教員のＩＣＴ活用指導力向
上による授業改善などに取り組んでいる。
○（情報端末利活用の有用性）
小中学校における情報端末（タブレットＰＣ）の利活用については、
「学びのイノベー
ション事業」(H22〜H25)「フューチャースクール推進事業」
（H22〜H25）や本県が実施し
ている「未来の学校創造プロジェクト」
（H25〜）等の成果からも、学力が向上するなど
の有用性は明らかとなっている。
○（高校への期待）
小中学校では、既に集積された知見を基に、情報端末（タブレットＰＣ）
、電子黒板及
び無線ＬＡＮ等の環境の整備やシステムの構築が行われ、それらを有効活用した実践が
進んでいる一方で、高等学校では体系的・計画的な実証研究が行われておらず、整備方
法や活用の在り方が整理されていないため、生徒の主体的な活用を想定した機器やシス
テムの導入が進んでいない。
高等学校においても、学習ツールとして情報端末（タブレットＰＣ）等を利用するこ
とは、学力・思考力の向上に加え、日常的に情報端末（タブレットＰＣ）や情報通信ネ
ットワークに慣れ親しむことによる活用能力の向上、将来の進路としてＩＣＴ分野を検
討する生徒の増加等、産業競争力の源泉となるハイレベルなＩＴ人材育成という点にお
いても大きな効果が期待される。
○（先導的な好事例の収集の必要性）
そこで、まずは生徒・教師ともにＩＣＴの利活用に慣れ親しんでいる産業教育を主と
する学科を設置する高等学校において、情報端末（タブレットＰＣ）等を有効活用した
授業等の在り方、必要な無線ＬＡＮ・授業支援システム等の環境の整備及び教員のＩＣ
Ｔ指導力の育成の在り方等について、過去にＩＴ人材育成プロジェクトの実績のある本
県の高等学校等において国の研究指定による実証を行い、先導的な好事例の収集及び普
及を行いたい。
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社会医療法人の認定要件拡充について
【内閣府、厚生労働省】

提案・要望事項
へき地医療支援体制の充実を図るため、へき地医療拠点病院に対して医師派
遣を行う医療法人についても社会医療法人の認定対象としていただきたい。

【制度の所管・関係府省庁】
厚生労働省
【根拠法令等】
医療法
厚生労働省医政局通知「社会医療法人の認定について」
（平成 20 年３月 31 日医政発第 0331008 号）
【現状・課題等】
○ 現在、へき地医療への支援実績を認定要件として社会医療法人になるためには、医療
法人がへき地診療所に医師を直接派遣する必要がある。
○ しかしながら、これまで全くへき地医療の経験がない病院では、へき地での総合的な
診療ノウハウの蓄積がなく、へき地診療所へ直接医師を派遣することは難しい状況であ
る。
○ 一方、へき地医療の現状を見ると、へき地診療所だけでなくへき地医療拠点病院にお
いても、年々、常勤医師数が減少する傾向にあり、医師不足が深刻で、へき地診療所へ
の支援が厳しくなりつつある。
○ このような状況を受け、社会医療法人の認定要件を拡大することにより、へき地医療
拠点病院のマンパワーを確保し、へき地医療拠点病院がへき地診療所を支援する体制を
強化する必要がある。

- 32 -

災害対策の推進について
【内閣府、厚生労働省】

提案・要望事項
１ 被災者生活再建支援制度の適用に関しては、被災者支援の観点から、半壊世
帯・一部損壊世帯も対象とするなど柔軟な制度となるよう見直していただきた
い。また、見直すまでの間、県が独自に支援する場合には、国による県への財
政支援をお願いしたい。
２ 応急仮設住宅の入居期間は２年間となっているが、被災地域の実情に応じて
延長できるよう制度の見直しを図っていただきたい。
３ 地震等の災害時に重要な役割を果たす病院及び社会福祉施設等の耐震整備
に関する補助制度を拡充し、耐震化を促進していただきたい。
【制度の所管・関係府省庁】
内閣府、国土交通省
【根拠法令等】
○被災者再建支援法 ○災害救助法 ○災害救助法施行令 ○建築基準法 等
【現状・課題等】
１ 被災者生活再建支援法の適用要件は、全壊戸数が市町村の規模に応じ一定の戸数に達
することになっている。このため、同一災害においても市町村単位で適用に差が生じて
いることから、不均衡がないよう見直す必要がある。また、現在適用外の半壊世帯・床
上浸水世帯についても復旧に多額の経費を要するため、対象とする必要がある。
熊本広域大水害においては、半壊及び床上浸水世帯に対し単県の助成を行ったが、多
額の地方負担を要することから、制度を見直すまでの間、国による財政支援が必要であ
る。
本県独自制度の概要（Ｈ２４．７．１２熊本広域大水害被災者生活再建助成金）
対象者：半壊又は床上浸水の被害が認定された世帯のうち住宅の修理を実施した世帯の世帯主
助成額：実際に住宅の修理に要した経費（上限 10 万円）
実 績：822 件、80,054 千円（半壊世帯 494 世帯、床上浸水世帯 328 世帯）

２ 激甚災害に指定された平成２４年７月の九州北部豪雨災害では、その被災者は生活再
建に時間を要するため、入居期間内（２年間）では退去が困難な状況にあり、被災地域
の実情に応じて、制度を見直す必要がある。
本県では、本年８月に入居期限が到来するが、退去困難である入居者が、継続して住
宅を使用できるように木造の応急仮設住宅の基礎改修工事を検討している。
しかし、工事に伴う財政負担、入居者の精神的負担など課題が多いことから、今後起
こる災害に対して、制度の見直しは不可欠である。
３ 医療施設耐震化臨時特例交付金及び社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を原資と
して造成した基金などを活用し、耐震化を推進しているが、より一層の耐震化の促進が
必要な状況にある。
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