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 11 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、政府の成長戦略などの経済政策が原動力となり、緩や
かな回復基調が続いていると言われています。
しかしながら、このような景気の回復は必ずしも日本の隅々にまで行き
渡っているとは言えず、経済の好循環が地方まで行き渡るような成長戦略
の確実な実行・実現が求められます。
また、人口減少社会においては、若者が将来に夢や希望を持つことがで
きるよう、地方で生業として成り立つ産業を育成し、そのような産業を支
える人材の育成や地方への新しいひとの流れをつくり、魅力あふれる地域、
元気で豊かな地方を創生する必要があります。そのため、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
「幸せ実感くまもと４カ年戦略」に基づき、様々な施策を推進しています。

県としては、国の地方創生に向けた施策を追い風とし、最終年度を
迎える「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の総仕上げに向け、 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 戦略の更なる「深化」と「進化」を目指します。
つきましては、国の施策等に反映していただきたい項目を以下のと
おり取りまとめましたので、今後の予算編成や国の取組みに是非とも採り
入れていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成２６年１１月

熊本県知事

蒲 島 郁 夫
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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 一般財源総額の確保
少子高齢化の進展等に伴い社会保障関係経費がさらに増加し、加えて、地域経済活
性化・雇用対策、少子化対策等の必要性が高まる中、地方自治体が地域の実情に沿っ
た対策などを講ずることができるよう、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総
額の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と歳出特別枠の堅持
地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能を適切に発
揮されることが必要であり、その総額を確保するとともに、法定率の引上げを含めた
抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債などの特例措置に依存しない持続可能な制
度の確立を目指していただきたい。
また、歳出特別枠が地域経済活性化・雇用対策等の財源確保に果たしてきた役割を
踏まえ、引き続き堅持していただきたい。
３ 安定的な地方税体系の構築
①消費税・地方消費税率の引上げに際しては、法人住民税法人税割の交付税原資化を
さらに進めるなど、遍在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を図っていた
だきたい。
②法人実効税率の引下げや自動車取得税の廃止に際しては、地方財政に影響を与える
ことのないよう、大法人への外形標準課税の拡大など、具体的な代替財源を必ず確
保していただきたい。
③固定資産税は市町村の重要な基幹税目であり、地方税財源確保の観点から、償却資
産課税については、現行制度を堅持していただきたい。
【現状・課題等】
１ 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。
２ 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。
（参考1）

（参考２）
実質的な交付税と歳出構造の変化
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歳出
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H25

0

Ｈ１３
Ｈ１４
Ｈ１５
Ｈ１６
Ｈ１７
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
Ｈ２１
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５

臨財債残高
122
368
811
1,128
1,366
1,563
1,720
1,909
2,332
2,928
3,380
3,797
4,238

人口減少の克服、地方創生に向けた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

人口減少の克服や地方創生に向けて、地方にしごとをつくり、安心して働けるように
するためには、基盤となる社会資本の整備とともに地方の基幹産業である農林水産業の
生産基盤整備を着実に推進することが必要である。
また、地域の安全・安心や雇用を担う建設産業の担い手の確保・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。
【現状・課題等】
○ 近年、公共事業費が大幅に削減されてきた中、
熊本県における道路改良率の推移
（％）
昨年度予算から歯止めがかかり、来年度予算に
おいても、地域の実情を考慮した要求・要望を
行っていただいていることに感謝申し上げる。
本県は、人口減少・超高齢化という問題に直
面しており、活力を取り戻し、魅力あふれる地
方を創生する必要がある。
一方、地方創生の基盤となる本県における社
会資本の整備は、道路を例に挙げても改良率５
６．１％（全国３３位、道路統計年報２０１３）
と依然として遅れており、引き続き着実に整備
を進めて行く必要がある。
また、地方においては、農林水産業が基幹産業としてのしごとづくりを担っており、それらを下
支えする生産基盤の維持・強化が必要不可欠となっている。特に農業用の排水機場については、耐
用年数(20 年)を超える施設が６割超となっており、本県の農業の礎であるとともに、地域の生活基
盤にもなっているこれらの農業水利施設の計画的整備を推進する必要がある。
さらに、近年、全国的に大規模な自然災害の多発により、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の老朽化
対策も喫緊の課題である。このような状況を踏まえ、公共事業に係る必要な予算総額の安定的な確
保を図っていただく必要がある。
○ 本県の公共事業費は、国の予算同様に、近年大幅に減少し、ピーク時の約半分にまで減少してい
る。このような中、県内建設業従事者数は、ピーク時の約８万３千人から約３万人減少するととも
に、全国に比べ高齢化の進展も著しい。
社会資本の整備・更新のみならず、地域の安全・安心を担う建設産業を育成し、継続した雇用を
生み出すためには、公共事業の安定的な予算確保が必要であり、さらには工事発注の平準化につな
がるゼロ国債の拡大等が必要である。
熊本県における建設業従事者の推移

標準耐用年数（20年）
を超過した排水機場
【１０３箇所】
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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月に策定した「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

307.4

ヘドロ県債

H7
一時金県債

38.2

H26.3.31 現在（単位：億円）
H22
特別県債
合 計
一時金県債

32.3

２ 特措法救済措置対象者は 37,613 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
当たりの医療費は、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 1、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 10 月末時点の未処分者数 766 人）である。

138.5

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

Ｈ24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
である。
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である。
（H25 年 10 月 1 日時点高齢化率：県内最高の 36.1％、H25 年度有効求人倍率：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）
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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

】

Ｈ２６年５月時点

門柱上部の撤去
右岸みお筋部の撤去

Ｈ２７年３月時点（イメージ）
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電力系統の容量不足及び系統接続申込みに係る回答保留問題の解決について
【経済産業省】

提案・要望事項
電力系統の容量不足問題の解決に係る施策を早急に講じていただきたい。
また、系統接続申込みに係る回答保留後においても、再生可能エネルギー導入の動
きが停滞することのないよう、地域の実情に応じた支援策を講じていただきたい。
【現状・課題等】
○ 平成２４年７月の再生可能エネルギー(以下、再エネという。)固定価格買取制度の導入後、平
成２６年６月末までに、九州において新たに運転を開始した再エネの設備出力は 242 万キロワッ
トとなり、累積の設備出力は 550 万キロワットに達した。同制度開始前の累積の設備出力 308 万
キロワットに比べ、
1.8 倍となり、
固定価格買取制度が再エネの普及に大きな効果をあげている。
○ しかしながら、一部地域においては、再エネ、 【参考】九州電力管内の発電機連系制約マップ
（110kV 以下の系統への連系）平成２６年９月現在
特に太陽光発電の導入が急速に普及したため
出典：九州電力 ホームページ
系統への連系可能量がゼロになり、送電線や変
圧器の増強工事をしなければ系統に接続でき
ない状況にある。これに伴い、再エネ発電事業
者には多額の工事負担金や数年にわたる工期
が求められるなど、系統の容量不足問題が再エ
ネの円滑な導入の阻害要因となっている。
○ さらに、九州電力㈱が九州本土において再エ
ネをどこまで受け入れることができるかを見
極める検討を行うため、平成２６年９月２５日
から数ヵ月間系統接続申込みに係る回答を保
留しており、検討結果次第では、今後の再エネ
導入の動きが停滞するおそれがある。
○ このような電力系統の容量不足及び系統接
続申込みに係る回答保留問題が解決されなけ
れば、県総合エネルギー計画や再エネ発電事業
者の事業への影響も懸念される。

送電線または 220kV 系統用変圧器が熱容量面で連系可能
量がゼロ若しくは1 万kW 未満である地域
変電所または発電所の 110kV 以下配電用変圧器が熱容量
面で連系可能量がゼロ若しくは少なくなっている地域

※ 九州電力㈱をはじめとする、一部の電力会社が太陽光発電等の再生可能エネルギーの接続申込みの回答
を保留している件について、平成２６年１０月７日、全国３６道府県(本県含む)で構成される「自然エネ
ルギー協議会（会長：徳島県飯泉嘉門知事）
」が、国（経済産業省、環境省）に対して、緊急提言を行った。
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地方創生に向けた中小企業等への支援の充実について
【経済産業省、内閣官房】

提案・要望事項

「まち・ひと・しごと創生法案」では、地域の特性を生かした創業の促進・事業活動
の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ることとされている。また、本県では、
「小規模企業振興基本法」の制定を契機として、
「熊本県中小企業振興基本条例」の改正
作業を進めている。
本県企業の大半は、中小企業・小規模事業者であり、
「魅力ある就業の機会の創出」を
図るため、小規模企業振興施策を充実するとともに、本県中小企業等の健全な発展に向
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」の認定をさらに進めるとともに、市町村、創業支援事業者への支援を
強化していただきたい。
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の設置を推進し、
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、
「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」に基づき国が認定を行う、
商工会・商工会議所の「経営発達支援計画」の策定支援及び認定の推進を図るととも
に、支援を充実していただきたい。
【現状・課題等】
１ 本県の開業率は全国に比べ低位にあり、地方創生に向けて、地域経済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、地域の特性に応じた産業構造に変
化させていく必要があり、市町村が作成する「創業支援事業計画」の早期策定と事業実施のため、
きめ細やかな支援が求められる。
全国

熊本県

2014年８月公表「経済センサス活動調査結果レポート」
出典：
（公財)地方経済総合研究所
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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、企業の減少は、雇用の喪失など地域活力の減衰
につながる懸念が大きく、地方創生の隘路となる可能性がある。こうした流れを断ち切る上で、
地域の実情に応じた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 小規模事業者の事業の継続的発展にとって、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との連携を強化する必要がある。
また、小規模事業者に寄り添って支援を行う商工会・商工会議所の「経営発達支援計画」の策
定推進を図り、その支援機能を強化する必要がある。
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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
本県では、農林漁業者の所得向上を最大の目標として、生産コストの削減による生産
構造の確立や、企業参入など多様な担い手の育成及び農林水産物の流通改革などを進め
ており、これらの取組みを一層推進するため、国による十分な支援策及び当初予算措置
をお願いしたい。
１ 農地集積による稼げる農業の実現
①農地集積によって産地化に取り組むとともに、６次産業化や輸出も視野に入れて経
営力強化に挑戦する新規参入者や集落営農組織に対して、支援の充実・強化、施策
の集中化をお願いしたい。
②農地中間管理機構の運営等経費への長期的かつ万全な財政支援を講じていただきた
い。
③米等の集出荷貯蔵施設の再編や飼料用米等の生産・利用拡大の拠点となる集荷・保
管施設整備、農林水産物の輸送力強化に対して、支援の充実・強化をお願いしたい。
また、ＪＡ自ら農業経営ができるよう、ハウス等の生産施設整備への支援をお願い
したい。
④農地の大区画化や農業水利施設の更新等、農業生産基盤の計画的かつ着実な整備推
進を支援していただきたい。
２ 若者や女性を呼び込む強い林業づくりへの支援
①若者や女性を含む新たな担い手の確保・育成への支援をお願いしたい。
②意欲ある担い手に安定した仕事を確保するための森林経営や所有権移転等の推進へ
の支援をお願いしたい。
③多様な木材需要に対応するため、中間仕分け土場を核としたシステムづくりへの支
援をお願いしたい。
３ 水産業の再生への支援
有明海、八代海、天草灘の３海域の水産業が、将来にわたって漁業後継者により再
生していけるよう、浜の活力再生プランの取組みへの支援を十分に講じていただきた
い。
【現状・課題等】
１ 農地集積による稼げる農業の実現
① 本県では、既に 420 地区（約 2,200 集落）で人・農地プランが策定されており、さらに、多く
の地域において、プランの内容を充実させるための見直しに取り組んでいる。
このプランに位置づけられた若者や集落営農組織などの農業の担い手が、６次産業化や輸出な
どの経営強化に取り組むため必要となる機械・施設等の導入支援を充実・強化するとともに、安
定的に予算が措置される必要がある。
② 本県では、農地中間管理機構を活用した農地集積による大規模経営モデルの加速化、園芸用ハ
ウスの集積や企業参入等による新たな産地化と人材育成など、生産コストの削減と持続可能な農
業・農村を目指した取組を進めており、農地中間管理事業に対する国の長期的かつ万全な財政支
援が必要である。
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③ 本県の強みが発揮できる産地育成を進めており、米等の集出荷貯蔵施設等の機能強化や再編整
備、水田フル活用に資する飼料用米等の生産・利用拡大の拠点となる集荷・保管施設整備、海外
も視野に入れた新たな輸送体系の構築が必要であることから、これらに対する対策の充実・強化
と十分な予算が安定的に措置される必要がある。
また、ＪＡ自らが地域の担い手として農業経営に取り組むことができるよう、ハウス等の生産
施設の整備に対して支援が必要である。
④ 稼げる農業の展開に当たっては、農地集積の加速化や生産コストの削減に必要不可欠な農地の
大区画化や、持続可能な施設園芸の展開に求められる排水機場等の農業水利施設の更新など、農
業生産基盤の整備が不可欠である。
また、
農業生産基盤は農業生産を支えるのみならず、
農村地域の防災・減災など国土強靭化や、
農山漁村のくらしやコミュニティを支える役割も担っている。
このため、くまもと型農地ＧＩＳを最大限活用して農業生産基盤の現状を把握しながら、計画
的な整備を推進する必要がある。
２ 若者や女性を呼び込む強い林業づくりへの支援
豊富な森林資源と木質バイオマス等の旺盛な木
材需要を山のしごとづくりにつなげるため、若者や
女性を含む新たな担い手を確保・育成することが重
要である。
本県では、意欲ある担い手が安定した仕事を確保
するため、森林経営や森林所有の集約化を図る新た
な取組に支援したり、木質バイオマス加温機の普及
や輸出での需要拡大、公共施設での木造・木質化を
推進している。今後、これらの多様な需要に対応で
きるよう中間仕分け土場を核としたシステムづく
り等を進める必要がある。
中間土場を核としたシステム（イメージ）

３ 水産業の再生への支援
水産業の持続的な発展と活力ある漁村を実現するために、各地域自らが主体的に改革に取り組む地
域水産業再生委員会を組織し、地域の実態に応じた総合的かつ具体的な取組を行うことが重要となっ
ている。
このため、漁業者と県等が一体となって取り組む
ノリ養殖業の構造改革や資源管理の強化など、浜の
活力再生プランの取組への十分な予算措置が必要
である。
（具体的取組）
・経営体質強化のためのノリ養殖の協業化
・経営の多角化のための 6 次産業化や輸出推進
オイスターハウス（6次産業化）
・低コスト･燃油高騰対策に対応する省エネ機器導入
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農林水産業における経営安定対策の充実について
【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
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、経営安定対策を早急に講じていただきたい。
２ 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、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を図っていただきたい。
３ 海域における漂着物及び堆積物の回収・処理について
海域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。
４ 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
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、将来の経営リスクに対する大きな不安がある。
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、国の責任において、農林漁業
者の経営安定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、椎茸の経営安定対策制度の創設（価格補てん）
○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
○「資源管理計画」または「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
○燃油価格高騰対策の強化
・施設園芸ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ構築事業、漁業経営ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ構築事業、漁業用燃油緊急特別対策の恒久化
・茶、い草、椎茸等の新たな燃油価格高騰対策の創設
＜農産物資材価格指数の推移＞

＜重油価格の推移（農業物価統計調査）＞
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等

２ 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とから、施設整備等による検査体制強化
が必要である。
また、県の獣医師職員が不足しており、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。
さらに、本県は、上水道水源としての地下水への依存度が高く、埋却処分に対する県民の理解を得
るには多くの時間を要することから、移動式のレンダリング処理装置等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。

防疫演習状況（机上演習）

防疫演習状況（実地演習）

３ 海域における漂着物及び堆積物の回収・処理について
災害により漂流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、新たな制度創設が必要である。

熊本広域大水害（海域流木）

流木漂流状況

４ 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

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
度の高い活動が重要である。本県は、地域力を高めるための独自の取組みや、地下水と
土を育む農業を推進したいと考えており、これらに必要な十分な予算措置及び制度の弾
力的運用・見直しをお願いしたい。
①日本型直接支払制度の十分な予算措置
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環境保全型農業直接支払交付金の追加要件の見直し
④中山間地域の再生を支える小規模基盤整備や人材の育成
⑤地下水と土を育む農業推進のための十分な予算措置
【現状・課題等】
国においては、日本型直接支払制度を法制化され 農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活
動や営農活動に対し恒久的に支援していくこととされた。
本県では、中山間地域等直接支払や多面的機能支払などを活用した取組みに加え、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。
また、貴重な公共水である地下水と農業生産に欠かせない土を未来に引き継ぐため、全国に先駆け
「地下水と土を育む農業を推進する条例（仮称）
」の制定を目指しており、水田の浄化機能をフル活
用するための飼料用米の作付拡大や堆肥の広域流通など地下水と土を育む農業を恒久的なものとし、
県民と一体となって農業者を支える取組みを進めることとしている。
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 日本型直接支払制度の十分な予算措置
本県では、日本型直接支払制度を多面的機能の維持・発揮に資する取組みの中核と位置づけ、中
山間地域等直接支払では、既に約 1,400 の活動組織により取組みを行っており、地域の絆の再生に
大きく寄与している。
この日本型直接支払制度については、平成２７年度から法律に基づき恒久的に実施されることか
ら、法律の主旨を踏まえた十分な予算が確保される必要がある。
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
本県では、農地や農業施設の補修・更新等、地域ぐるみで行う活動に本交付金を活用しており、
地域の絆の再生に大きく寄与している。この取組みを更に発展させ、地方の創生に結び付けるため
には、十分な予算措置とともに、地域住民の自主性に基づいた自由度の高い活動が重要であること
から、一定割合を営農活動にも使えるようにするなど、地方のニーズを踏まえた弾力的な運用が必
要である。
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③ 環境保全型農業直接支払交付金の追加要件の見直し
本交付金は、平成２７年度から追加要件の設定が予定されていることから、個人農業者の取組み
が困難にならないよう、運用面での配慮が必要である。
④ 中山間地域の再生を支える小規模基盤整備や人材の育成
中山間地域は、経営規模が小さく、高齢化の進行や耕作放棄地の増加等、平坦地と比べ条件が悪
く、地域コミュニティの維持も困難となっている。
中山間地域の現状を、くまもと型農地ＧＩＳにより「見える化」するとともに、新たな担い手の
育成や集落間のネットワーク化など、
地域のコミュニティ再生に向けた取組みを進める必要がある。
また、これらを支える以下の対策を講じていただきたい。
・中山間地域総合整備事業における促進費の創設
・農業競争力強化基盤整備事業（中山間型）における実施要件の緩和
・地域の自主性・裁量を尊重した交付金制度の創設
⑤ 地下水と土を育む農業推進のための十分な予算措置
本県では、
「地下水と土を育む農業を推進する条例（仮称）
」の本年度の制定を目指しているが、
対策の中核は、①飼料用米作付拡大による水田農業の再生、②堆肥の広域流通等による取組みの展
開を図るものである。
飼料用米の作付拡大には、生産者が安心して農業経営に取り組める環境が必要であることから、
水田フル活用のための助成制度が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、十分な予算措置が必要である。
また、堆肥の広域的利用の推進については、水田農業等の生産性向上や環境保全にとって極めて
有用な取組みであり、畜産資源の循環利用・施設整備のための施策を講じるとともに、十分な予算
措置をお願いしたい。
さらに、本県では、地下水と土を育む農業を推進するために、環境保全型農業直接支払交付金の
積極的な活用を予定しており、十分な予算措置をお願いしたい。

地下水と土を育む取組のイメージ
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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
【経済産業省、内閣府、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 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。

単位：百万円
1,000
800
600
400
200
0
‑200
‑400

○ 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。

535
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

営業収益

H１６ H１７
営業費用

H１８ H１９

H２０ H２１

営業利益

H２２

H23

H24

純利益

○ 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。

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予算の確保が必要である。
＜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

H２６
６６４
１６９
２６７
１４６

（単位：百万円）
Ｈ２７
３５７
９１
２７２
１４９

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）

平成２４年度経済対策補正で補助（44 百万円）
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２ 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が必要である。
【制度の所管・関係府省庁】経済産業省、国土交通省 【根拠法令等】工業用水道事業法、河川法

＜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
20,416m3/日

未利用水
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など、水質、親水空間、修景等生活環境または自然環境の維持、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 阿蘇くまもと空港について、新規路線の開設等が相次いだことから、時間帯によって
は航空機を駐機するスポットに空きが無い状態となっており、今後の路線誘致に支障が
生じる状況にあるため、早急にエプロンを増設し、新しいスポットを確保いただきたい。
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 天草エアラインについて、地域航空ネットワークの安定的な確保のため、各種支援制
度の創設・拡充を図っていただきたい。また、離島に準じた支援制度を創設していただ
きたい。
【現状・課題等】
１ 本県では、アジア地域との交流拡大を図り、また、阿蘇くまもと空港の拠点性を高めるため、国
内・国際路線の新規開設・増便に積極的に取り組んでいる。１０月末から、本県初のＬＣＣである
ジェットスタージャパンが成田線・関空線・中部線に各２便就航するとともに日本航空の羽田線も
１便増便となった。また、台湾高雄との定期チャーター便が週３便就航した。その結果、現在ある
８つのスポットは、時間帯によってはほぼ空きが無い状態になっており、離発着の遅延が発生した
場合にはスポット繰りが困難になる可能性が生じている。今後も更なる国内・国際路線の誘致を図
るためには、早急にエプロンを増設し、最低でもスポットを新たに１つ確保する必要がある。
２ 現在、台湾高雄との定期チャーター便の就航などにより、阿蘇くまもと空港においてもアジアか
らの旅客が急増している。そのため、８月から入国審査官を増員していただいたが、航空機の機材
によっては出入国手続きに時間を要することが想定され、円滑な出入国手続きの実現のためには、
引き続き人員の増員などの対応が必要不可欠である。海上貨物の増加やクルーズ船就航が見込まれ
る熊本港・八代港も含め、ＣＩＱ体制の充実・強化も必要である。
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おり、天
草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である。同社の機材は
就航１５年目を迎え、機材の経年化に伴う整備費用の増大等が懸念されている状況において機材更
新が決定されたが、依然として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
免や航空機購入費補助など離島に準じた支援制度の創設・拡充が必要である。
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海外からのヒト・モノの流れをつくり
地域の活性化につながる八代港の整備促進について
【国土交通省】

提案・要望事項

１ 地域の活性化・活力維持を目的として物流機能強化を推進するため、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。
２ クルーズ振興を通じた地域の活性化を目的としてアジアからの外国人客数の増加を
図るため、八代港におけるクルーズ船の受入環境改善のための支援をしていただきた
い。
【現状・課題等】
１ 八代港は県内最大の物流機能を持っており、九州の経済・産業活動に大きな役割を果たすアジア
に向けた物流拠点であり、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、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。
これらの地域の活性化・活力維持を目的とした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。
２ 八代港は成長著しいアジアに近接しているという地理的優位性があり、そのために近年大型外国
旅客船の寄港要請が増えてきている。今後、新たなヒトの流れとなるアジアからの外国人客数を増
加させるために、受入れ環境改善に向けて、八代港の既存貨物用岸壁施設を有効に活用したクルー
ズ客の円滑な寄港等を可能とするための環境整備など、ハード・ソフト両面における支援が必要で
ある。
高速交通網等による県南・南九州との連

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
クルーズ船寄港に伴う交流人口の増加
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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。
これらを十分に生かしながら、
熊本県が九州の広域防災拠点とし
（各県までヘリで 30 分前後）
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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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、警察活動を支える警察官の増員により人的基盤の
充実を図っていただきたい。
【現状・課題等】
○ 本県の治安情勢は、九州新幹線の全線開業や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。
○ 一方、警察庁の平成２７年度政府予算概算要求によると、地方警察官については、今後３年間
をかけて全国で３，０００人の増員が図られる予定であるものの、未だに本県における警察官１
人当たりの負担人口（６０６人）は九州で最も多く（九州ワースト１）、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そうにない。
○ 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、全国同様本県でも急増しているストーカー、ＤＶ事案や
特殊詐欺をはじめとする女性や高齢者が被害に遭う犯罪に迅速・的確に対応できる体制を強化す
ることが急務である。

【参考】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
450

全国

九州

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎 鹿児島 沖縄

負担人口 501

522

472

506

474

606
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570

556

安心して私立学校に通える教育環境の実現について
【文部科学省、財務省】

提案・要望事項
１ 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、耐震補強及び改築において、今後、補正予算を含め、制度上設定された
補助率上限の補助金が交付されるよう必要な予算を確保していただきたい。
２ 生徒・保護者の経済的負担を軽減するための私立高等学校授業料等減免補助事業に
ついて、その財源となっている高校生等修学支援基金の実施期間を延長するとともに、
必要な財源措置を講じていただきたい。

【現状・課題等】
１ 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。
そのような中、文部科学省の耐震補強工事等の補助事業に、全国から例年の３倍近い申請があ
り、予算が不足する状況であると伺っている。
しかしながら、当該補助金の平成２６年度事業計画調書を提出している学校法人は、制度上設
定された補助率上限に基づく国庫補助金が充当されることを見込んで資金計画を策定している
ことから、このままではこれからの学校法人の経営に重大な影響が生じる恐れがある。
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、耐震補強及び改
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。
＜熊本県の私立学校の耐震化率の推移＞
県内公立

全国平均
（私立）

H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H25.4.1
確定値
暫定値
見込※
確定値
69.3%
76.3%
83.9%
96.6%
100.0%
100.0%
100.0%
94.4%
55.7%
61.9%
72.3%
91.7%
62.5%
68.8%
77.9%
93.7%

H25.4.1
確定値
77.8%
90.6%
75.5%
77.7%

県内私立

幼稚園
小中学校
高等学校
計

※H27.4.1 見込の数値は、平成26 年度予定事業が全て完了した場合の数値

２ 本県では、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。
そのような中、私立高等学校授業料等減免補助事業の財源となっている高等学校授業料減免事
業等支援臨時特例交付金で造成した高校生等修学支援基金については、平成２０年のリーマンシ
ョックによる経済・雇用情勢の悪化に伴い、経済的に就学が困難になるものが学業を継続できる
よう、平成２１年度に創設されたものの、同基金及び基金を活用して行われる事業は、平成２６
年度で終了予定となっている。
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緊急雇用対策の継続について
【厚生労働省】

提案・要望事項
「緊急雇用創出事業」については、地方の課題に即応できる基金として見直したうえ、
雇用のセーフティーネット対策を継続していただきたい。

【現状・課題等】
○ 「緊急雇用創出事業」は平成２０年度の創設以降、セーフティーネットとして地方の雇用維持・
創出に大きな役割を果たしてきた。また、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きた。
○ 本県の雇用情勢は回復傾向にあるが、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課題も生じている。
○ また、県内では、ルネサスグループの再編・合理化の動きに加え、来年２月には地元百貨店「県
民百貨店」が閉店することに伴い、１，０００人を超える規模の離職者の発生が見込まれている。
○ セーフティーネットとしての緊急雇用対策については、地域の実情に応じて、実施主体となる自
治体が自らの工夫の下に機動的に実施できるよう、事業の形態や経費の使途等、弾力的な運用を可
能とすることが必要である。

【参考】
（１）県民百貨店従業員数
従業員数
約３００名（正社員約１３０名、契約社員約１７０名）
取引先社員 約６００名（テナント従業員）
※上記の他、百貨店隣接地下街「センタープラザ」テナント従業員 約４００名
（２）完全失業率（原数値）

（総務省：労働力調査）

Ｈ２３年

Ｈ２４年

Ｈ２５年

Ｈ２６年

熊本県

５．０％

４．８％

４．６％

４．４％

全 国

４．８％

４．６％

４．２％

３．７％

※各年４〜６月期の数値

‑21‑

高齢者・障がい者が安心して暮らせる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、医療・介護従事者
の処遇改善等への支援や修学資金貸付制度等の施策の充実を図っていただきたい。
２ 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等の補助金について所要額
を確保していただきたい。
３ 発達障がい児（者）への診断・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、診療報酬体系の見直しを図って
いただきたい。
４ 平成２７年度新規概算要求事業「人口減少に応じた地域福祉のまちづくり活性化」
に係る事業について、本県では既に共生型の居場所づくりに取り組んでおり、それら
の施策と整合性を図り、また取組みを広げるために、都道府県への間接補助とすると
ともに、ＮＰＯ法人や住民団体等も実施主体に含めていただきたい。
【現状・課題等】
１ 介護福祉士等修学資金貸付については、継続実施のための積み増しとともに、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、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必要がある。
２ 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等については、平成２７年度の国の予
算要望額において不足が見込まれる。事業実施に支障が生じないよう所要額の確保が必要である。
３ 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。このような状況の解決のために、専門医の育成施策の充実が必要である。
また、小児科医等が心理士等の専門職と協働して行う、発達障がい児（者）の診断・診療が促進
されるような診療報酬体系に見直すことが必要である。
４ 平成２７年度概算要求において、高齢者・障がい者・子供等が共生し、住民参加、生涯現役に
よるまちづくりを進めるための社会的居場所づくりに係る拠点整備に対する補助が要求されて
いる。本県では、県独自の施策として「地域の縁がわ彩り事業」(ハード事業)、
「地域共生くま
もとづくり事業」(ソフト事業)を実施し、身近な場所に誰もが気軽に集い、支え合う体制整備を
進めてきた。本県のように既に共生型の居場所づくりに取り組んでいる都道府県もあるため、そ
れらの施策と整合性を図る観点から、都道府県への間接補助とすることが必要である。
また、社会的居場所づくりに係る拠点整備に対する補助（ハード整備）について、実施主体が
市町村のみとなっているが、取組みを広げるためにはＮＰＯ法人や住民団体等を実施主体に加え
ることが必要である。また、共生型施設においては宿泊機能を必要とする場合もあることから、
消防法改正に伴うスプリンクラーの設置が必要となる。
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高次都市機能維持を目指し、各都市をネットワーク化するための
九州における横軸をはじめとする道路ネットワークの整備促進
【財務省・国土交通省】

提案・要望事項

１ 九州の各都市をネットワーク化して観光振興、地域ビジネス・雇用創出による活力
ある地域の形成のために、次の項目について特段の配慮をお願いしたい。
○ 九州中央自動車道、南九州西回り自動車道及び熊本天草幹線道路の早期整備。
○ 九州における横軸となる九州中央自動車道（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〜長洲町間の早期事業化。熊本宇土道路及び宇土道路の早期整備。
○ 熊本天草幹線道路「大矢野バイパス」及び「本渡道路」の早期供用を実現するた
めの所要額の確保。
２ 本県は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、国民の安全・安心
を確保するためにも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
道路ネットワークの整備を推進していただきたい。
【現状・課題等】
１ 九州の各地域、拠点を道路ネットワークで
有明海沿岸道路（Ⅱ期）
中九州横断道路
つなぐことで、距離の制約を克服し、地域・
拠点の広域的な連携が可能となる。
本県が九州の中心に位置する地理的特性を
九州中央自動車道
踏まえた、 すべての道はくまもとに通じる
という考えの下、本県と九州内の主要都市
を効率的に結び対流（ヒト・モノ・情報）を
促進する必要がある。
また、熊本天草幹線道路「大矢野バイパス」
熊本天草幹線道路
においては、
（仮称）新天門橋本体工事の平成
２８年度完成及びその後速やかに本橋を含むバ
イパス全線を供用するために、平成２７年度の
所要額約３６億円を確保する必要がある。
南九州西回り自動車道
２ 本県は防災関係機関が内陸部に位置するなど、
（平成26 年3 月末日現在）
広域防災拠点に必要な機能やポテンシャルを備
えていることから、今年１月に「九州を支える広域防災拠点構想」を策定し、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な整備等を進めているところである。
大矢野バイパス（新天門橋）の所要額

平 成２７年度
約３６億円

50
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

熊本天草幹線道路［大矢野バイパス］

0

［完成予想ＣＧ（仮称：新天門橋）
］
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H24

H25

H26

H27

H28

H29

新 天門橋完成

地下水の硝酸性窒素対策への支援について
【環境省・国土交通省・厚生労働省】

提案・要望事項
限りある資源の地下水を豊富できれいな姿で将来に引き継ぐため、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、施肥等に係る地域に応じた総合的
な対策の検討を関係省庁で連携して行うとともに、硝酸性窒素の削減に先導的に取り組む
地方公共団体への技術的・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、ま
た、地下水が県民生活や産業活動の基盤となって
いることから、限りある資源の地下水を豊富でき
れいな姿で将来に引き継ぐ必要がある。

地下水の硝酸性窒素の濃度分布（H19〜H21）

○ 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ため、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
減対策と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。
○ その結果、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。
○ こうしたことから、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
した総合的な取組みが不可欠である。
○ 本県では、硝酸性窒素の各種削減対策や地下水量の保全対策を継続するとともに、さらに効果的
な対策の検討を行うこととしており、国においても関係省庁で連携し、地域に応じた総合的な対策
の検討を実施していただく必要がある。
○ また、地方公共団体において先導的に取り組む硝酸性窒素の発生源対策やモニタリングなどに対
し、技術的・財政的支援をお願いするとともに、堆肥化や堆肥の広域流通、バイオマス資源として
の利活用検討、関連の施設整備など硝酸性窒素削減に資する取組みに対しては、地下水保全が必要
な地域に対する支援の優先的な配分について、関係省庁と連携して取り組んでいただく必要がある。
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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において、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、再生を加速
化する有効な方策を提示していただきたい。
２ 干潟や海底に堆積している泥土の除去、海底ゴミの処理などの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、各関係省庁連携の下、国による抜本的
対策を実施していただきたい。
３ 有明海の再生を図るため、沿岸４県の関係者が一堂に会する協議会を進めるに当た
っては、国の強いリーダーシップを発揮するとともに、４県や漁業者等から再生につ
ながる対策の提案を受け入れていただきたい。
【現状・課題等】
１ 有明海・八代海の再生については、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
に取り組んでいるが、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た要因分析等を実施してい
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 本県では、泥質化を要因とした海域環境の悪化やアサリ・クルマエビなど水産資源の減少が指摘
されていることから、関係省庁が連携し、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
を集中的に行っていただきたい。
（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
・漁場環境改善の効果が見られる海底耕うん事業の集中的実施や長期的な海域環境改善・保全対策としての泥
土の除去、潮通し対策等の実施が必要。
○漂流・海底ゴミの回収及び処理対策の実施
・漁業者が行う、漁業活動の妨げとなっている漂流及び海底ゴミの回収に関して、災害時だけではなく通常時に
も実施できる事業が必要。

３ 特に有明海の再生には、沿岸４県の関係者が一堂に会し、再生に向けて国と一緒に取り組むこと
が肝要であり、協議会における今後の議論については、国の強いリーダーシップが必要である。ま
た、４県や漁業関係者から再生に真につながる対策について提案を受けることや、協議会では関係
省庁も一堂に会して議論を行うことが有効である。
さらに、
「有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律」を踏まえ関係省庁が主
体的に関与していただきたい。
＜参考＞東京湾においては、都市再生特別措置法に基づき、内閣府に都市再生本部を設置し、関係府省が一体
となって「東京湾再生のための行動計画」を策定し、東京湾の再生に向けて取り組んでいる。
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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。本県は「水銀フリー熊本宣言」の実現に向け、検討会の開催、
情報発信、専門家の育成等に積極的に取り組んでいる。
引き続き本県は、全国に先駆けて取り組むが、国においても、水銀フリーの取組みが
全国的に広がり、同条約の早期発効及び「水銀フリー社会」が、より早期に実現するよ
う、次の施策を推進していただきたい。
１ 水俣条約の発効後に水銀の国際貿易が原則禁止されることを踏まえ、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。
２ 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」の実現に向けて必要な取組みを地方公共団体と
連携して行うとともに、広く国内外に情報発信を行っていただきたい。
３ 「水銀フリー社会」の実現に向けて取り組む地方公共団体の動きが加速化するよう
技術的・財政的支援をお願いしたい。
【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、水銀含有廃棄物の回収、国内外への情報発信、環境首都事業と連携した水銀研究留学生
の支援など、
「水銀フリー社会」実現に向け、先導的に事業に取り組む地方公共団体への技術的・財
政的支援が必要である。
【参考】水銀フリーに関する取組み等
の実現
﹁水銀フリー社会﹂
国内外における

【目標】

【熊本県の取組み】

【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
替製品への転換促進
〇国内外における水俣条約の
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

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
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①水銀の使用削減等に
関する検討会の開催
○水銀削減、代替製品促進
○水銀含有廃棄物の適正処
理の推進

②国内外への情報発信
③水銀研究留学生への支援
（奨学金制度の創設）

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】

提案・要望事項
１ 教員の質と数の一体的な強化を進めるために、新たな教職員定数改善計画(１０年間)
を策定するとともに、義務標準法の改正による複式学級編制の標準の引下げについて、
確実な実現をお願いしたい。
また、少人数（３５人）学級の推進及び特別支援学級に係る学級編制の標準の引下げ
等を早急に実施するとともに、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、更なる削減を行わないようお願いしたい。
２ いじめ・不登校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」及び「スクールカウンセラー等活用事業」について、予算額
の確保を図るとともに、本県からの申請について特段の配慮をお願いしたい。
３ 多彩な経験を持つ地域の人材を活用した「補習等のための指導員派遣事業」について、
予算額の確保を図るとともに、本県からの申請について特段の配慮をお願いしたい。
【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。
【参考】特別支援学級数の推移
一方、本県では複式学級を含む小規模校を多数有して
H16 ･･･ H21 ･･･ H26
いるとともに、特別支援学級の学級数が年々増加してお
354
577
792
り、教職員の増を望む声が上がっている。さらに充実し 小学校
144
245
338
た指導ができるようにするためには、複式学級及び特別 中学校
合 計
498
822
1130
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の配置は、いじめ・不登校等の未然防止
及び解消に成果が見られるが、本県が申請した国庫補助対象経費の減額がここ数年続いており、
一般財源での対応を余儀なくされている。今回の概算要求では、前年に比べて大幅な増額要求が
なされており、予算額の確保が必要である。
３ 本県においても、各小中高及び特別支援学校はそれぞれに課題を抱えている。
例えば、小中学校においては、教室外への登校者に対する学習指導、問題行動のある児童生徒
への対応、高等学校においては、求人開拓活動等による就職支援や発達障がいの生徒の学習補助
や別室学習の見守り、また、特別支援学校においては、重度・重複障がい学級児童生徒の日常生
活等の介助や就職支援が求められている。
こうしたことから、多彩な経験をもつ地域の人材等を活用して、学校教育活動をより充実した
取組みが必要である。
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貧困の連鎖を教育で断ち切る施策の充実について
【厚生労働省】

提案・要望事項
１ 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供に対する
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にするととも
に、ひとり親家庭生活支援事業の学習支援ボランティア事業についても同様の負担と
していただきたい。
２ 貧困の連鎖を教育で断ち切るため、生活保護世帯から大学等へ進学する際の給付型
の生活支援施策や、虐待や経済的理由から児童養護施設等で生活する子供が地元の大
学に卒業まで通えるような支援制度を創設していただきたい。
３ 修学や、母子家庭等高等職業訓練促進事業の給付金が支給されない期間の生活費の
ために母子・父子・寡婦福祉資金を借り入れた子供等が、修了後、本県で就職し、県
内での居住が継続される場合は、同資金の償還を免除していただきたい。
【現状・課題等】
１ 貧困の連鎖を断ち切るためには、生活困窮世帯等の子供が希望する高校、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供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供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。
また、本県では、安心こども基金（国負担１０分の１０）の在宅就業支援事業における附帯事業
という位置付けで、国に先駆けて地域のボランティア等を活用したひとり親家庭の子供への学習支
援（
「地域の学習教室」
）事業を展開しているが、当該基金が終了する平成２７年度以降、国の制度
で活用できるのは学習ボランティア事業（国負担２分の１）のみであることから、上記趣旨に鑑み、
同様に国負担４分の３としていただく必要がある。
２ 進学によって生活保護から抜け出すためには、大学
56.7％
全国の大学等進学率
等での就学の際の生活費について給付型の支援を行う
（H26 学校基本調査）
ことにより、経済的に安定した就学環境が確保され、
本県の生活保護世帯
15.8％
就労後も過度に負担が残らないようにすることが必要
からの大学等進学率 （本県生活保護統計）
である。
また、児童養護施設等での生活に要する経費は、措置委託費として国と県で支出しているが、児
童福祉法上、措置延長できる期間は原則１８歳未満までであり、最長でも２０歳未満までしか措置
延長できない。このため、出身家庭等からの経済的支援が期待できない子供達の多くは、大学進学
を諦めて就職している状況である。児童養護施設や里親の団体からも大学進学を支援するための制
度拡充の要望があっており、大学進学率が５０％を超える社会情勢の中、児童養護施設や里親のも
とから地元の大学に卒業まで通学し、地元での就職を目指すことが可能となるよう、現行制度では
措置延長できない児童養護施設等で生活する２０歳以上の大学生（県内大学への進学者に限る）に
対して、児童福祉法に基づく措置委託と同様の支援を継続する制度の創設が必要である
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３ ひとり親家庭の世帯数は年々増加の一途を辿り、その傾向は当分続くものと思われる。また、ひ
とり親家庭の暮らし向きは非常に厳しく、毎年度多くの子供たちが修学のために母子・父子・寡婦
福祉資金を利用しており、そうした子供たちは、卒業後も、当面家計の援助や修学資金の償還等に
追われ、夢のある将来像が描きにくい状況である。
また、母子家庭等高等職業訓練促進事業は、看護師等の資格取得養成機関に在籍している間の生
活費の負担軽減が目的であるが、給付金の支給期間が平成２５年度から２年に短縮されており、そ
れを超える期間については母子・父子・寡婦福祉資金を借り入れることとされ、長期の養成期間を
要する資格に挑戦するのが困難な状況となっている。貧困の連鎖を断つため、さらには、ひとり親
家庭の自立を促進するためには、それを後押しする仕組みが必要である。
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地方分権改革の推進と地方創生に向けた地方自治体の体制強化について
【内閣府、内閣官房】

提案・要望事項
１ 地方分権改革有識者会議が取りまとめた「個性を活かし自立した地方をつくる〜地方
分権改革の総括と展望〜」を踏まえ、地方の発意と多様性を重視した改革を着実に推進
していただきたい。
２ 地方自治体等から地方分権改革に関する提案を募集した「提案募集方式」については、
地域の実情を理解し個々の提案をできる限り実現していただきたい。その際、内閣府が
所管府省との調整を強力に行っていただきたい。
なお、地方へ事務・権限を移譲する際は、地域における住民サービスが確実に提供さ
れるよう、移譲に伴って生ずる新たな財政需要を的確に把握して確実に講じていただき
たい。
３ 人口減少問題に直面する地方自治体において、地域の実情に応じたまち・ひと・しご
と創生に関する施策を企画・立案し、それを主体的に実現していくためにも、真に必要
な人材の確保が行えるよう財源の確保に配慮していただきたい。
【現状・課題等】
１ 今後、急速な人口減少が見込まれる中、少子高齢化により多様化し増大する行政ニーズに対応
するとともに、東京一極集中を是正するためには、それぞれの地方が活力を持ち、魅力あるまち
づくりを行うことが必要不可欠である。そのためにも、地方のことは地方が決められるよう、 個
性を活かし自立した地方をつくる 地方分権改革をさらに進めていく必要がある。
２ 10 月 29 日に決定した「提案募集方式」に係る当面
の方針では、実現の方向とされた提案は、
「現行規定に
より対応可能」とされたものを含めても、約２割にと
どまる（本県の提案に対する回答は右表のとおり）
。
本方式は、地方の発意と多様性を生かす新たなステ
ージの分権改革の第一歩であり、今後の分権改革の成
否を担うものであるため、提案が実現できない理由は、
真に合理的な理由があるもののみに限定すべきである。

回答区分

件数

１ 実現を前提に実務面を調整

１

２ 実現に向けて手法等を調整

２

３ 現行規定により対応可能

４

４ 実現に向け努力

５

５ 農地・農村部会で検討中

２

６ 再検討意見を提出しなかったもの

１

※検討対象外とされた提案 １件

３ これまでの地方分権改革の成果により、個性を活かした地域をつくるための事務・権限が拡大
しつつある。一方で、人口減少問題に直面する地方の自治体においては、限られた財源の中で必
要な行政サービスを提供するために、職員数や給与の大幅な削減を断行している。しかしながら、
少子高齢化による扶助費等の義務的経費はこれを上回るスピードで増加しているため、拡大した
事務・権限に対応できる体制を構築することが困難になりつつある。
「まち・ひと・しごと創生法案」に掲げられた目的を達成するため、地方が十分な組織体制を
構築できるよう、地方の財政需要を的確に地方財政計画に反映し、安定的な財政運営に必要とな
る地方一般財源総額を確保していただく必要がある。
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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 災害時、避難所においてオストメイトや車いすの利用者に対応できる仮設トイレに
ついて、災害救助基金の対象とできるよう制度の見直しを図っていただきたい。
【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、不均衡がないよう制度を見直す必要がある。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。
平成２４年７月の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：半壊また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 平成２４年７月の熊本広域大水害では、入居期間内（本年８月に到来）での退去が困難
な状況があったため、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
基礎改修工事を行っている。工事に伴う財政負担や入居者の精神的負担など課題が多いこ
とから、被災地域の実情に応じて入居期限を延長できるよう制度を見直す必要がある。
３ 災害救助基金の対象とされているのは、食料や毛布などの被災者への給与品であり、組
み立て式トイレのようなものは対象となっていない。しかし、災害時における障がい者に
対応したトイレの確保は必要不可欠であり、さらに昨年８月に内閣府から公表された「避
難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」においてもその必要性が示されて
いることからも、制度の見直しが必要である。

【制度の所管・関係府省庁】内閣府、国土交通省
【根拠法令等】被災者生活再建支援法、災害救助法、災害救助法施行令、建築基準法 等
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2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた
選手育成支援と地域のスポーツ振興について
【文部科学省・厚生労働省】

提案・要望事項
１ 次世代を担う選手たちを発掘し、国際競技力を身に付け、メダルを獲得できるよう、
本県が取り組む選手育成事業に対する支援をお願いしたい。
２ 障がい者スポーツのトップアスリートの育成のため、障がい者スポーツの競技団体の
実情に即した強化費の拡充や、組織基盤の強化など必要な措置を講じていただきたい。
３ 東京五輪を契機として、地域のスポーツ振興を図るため、総合型地域スポーツクラブ
の育成支援に必要な予算を確保していただきたい。
【現状・課題等】
１ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催、2019 年女子ハンドボール世界選手権の熊
本開催が決定し、世界を舞台にして国際大会で活躍できるトップアスリートの育成が課題となっ
ている。
本県では、平成２６年度より「2020 東京オリンピック選手育成事業」として、東京オリンピッ
クに県関係選手が多数出場し活躍することを目的に、将来有望な選手を中・高校生から選考し、
医科学分野を取り入れた先進的なトレーニング、国内外の合宿遠征、パーソナルトレーナーによ
るサポート等の育成策を実施している。国は東京都に設置してあるナショナルトレーニングセン
ターを中心に選手強化策を進めているが、地方からは利用しにくい状況にある、今後、次世代を
担う選手たちが国際大会等で活躍できるよう育成する取組みを充実強化するためには、本県が実
施する選手育成事業に対する支援が必要である。
平成 26 年度 2020 東京オリンピック選手育成事業指定選手(16 競技 45 人)
陸上競技(3)

水泳(2)

体操(2) テニス(1)

卓球(1) バドミントン(6)

バレーボール(2) ハンドボール(9) ラグビー(3) サッカー(2) 柔道(1) ボート(5)
レスリング(3) フェンシング(3) カヌー(1) セーリング(1)

(人数)

２ パラリンピック等を目指す障がい者の多くは、収入が少なく、県内外や海外で開催されるスポ
ーツ大会への遠征費や、スポーツ用具の購入等に要する費用の確保に苦慮している。また、選手
の育成・指導等を行う障がい者スポーツの競技団体の多くがボランティアで運営されており、収
入も助成金や募金等で賄われており組織基盤がぜい弱である。
３ 総合型地域スポーツクラブは、子供から高齢者がスポーツを楽しめる地域密着型のスポーツク
ラブとして、スポーツによる地域の活性化に重要な役割を担っている。
本県では、
平成２６年６月現在、
65 クラブが設立され約 15,000 人の会員が活動を行っている。
今後、地域住民に充実したスポーツ環境を提供するためには安定したクラブ運営が求められて
いるが、日本スポーツ振興センターからの助成金削減を受け、運営が厳しい状況にある。東京五
輪を契機として、スポーツによる地域活性化を推進させるため総合型地域スポーツクラブの育成
に対する支援が必要である。
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人口減少克服・地方創生に関する施策提案・アイディア

参考『人口減少克服・地方創生に関する緊急要望』
（H26.10.24）

要望のポイント
● 地方創生には、地方で安心して暮らせるための「しごと」が不可欠。熊本県で
は、農林水産業・商工業など「稼げる」取組みを実践。地方の「稼ぐ力」と「し
ごと創造」を重点的に後押しする支援をお願いしたい。
● 地方の成長と「絆づくり」には、地域の実情に応じた各種規制の改革が必要。
全国一律でない特区を活用した積極的かつ柔軟な制度の改正・運用をお願いした
い。
● 地方では、都会にない歴史・文化・自然に囲まれた幸福で豊かな暮らしが可能。
地方の豊かな暮らしを実感できる大々的なプロモーションやＰＲなど「都会の意
識・価値観を変える」地方への移住・定住促進策について政府を挙げて展開して
いただきたい。
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稼げる農林水産業を基軸とした地方創生について
【内閣官房、総務省、農林水産省】

提案・要望事項
１ 地域で農林水産業が生業として成り立つシステムづくり・担い手・後継者の育成、雇
用の創出を図る取組みを後押しするため、交付金の創設等の国による財政支援をお願い
したい。
２ いちご、すいかなど全国トップクラスの産地力を更に向上させるため次世代型の施設
園芸の加速化。また、広域農場による飛躍的なコスト削減や、全国有数の畜産・酪農地
帯の更なる成長とともに、地下水を育む農業を支えるための堆肥の広域流通の推進への
支援をお願いしたい。
３ さらに、農業研究センター等が新技術を開発し、農業参入企業とも連携した６次産業
化や輸出を推進するための国の強力なサポートをお願いしたい。
４ また、地方創生の観点から、企業誘致、６次産業化、人材育成を推進しており、これ
らを加速化するために、新たな支援や規制改革をお願いしたい。
【現状・課題等】
１．
『しごと』
○稼げる農林水産業を基軸とした地方創生
本県の基幹産業である農林水産業の可能性を追求し、
「稼げる農林水産業」へと成長させること
が、本県における地方創生への第一歩である。
このため、地域で農林水産業が生業として成り立つシステムづくりや、農林水産業や農山漁村を
支える担い手の育成や雇用の創出など、地域の創意工夫を最大限に生かした取組みを加速化するこ
とが重要であり、地域の実情に応じて効果的に活用できる交付金の創設等の国の支援が必要である。
＜本県が重点的に取り組む事項＞
①地下水と土を育む農業推進プロジェクト
・飼料用米等の作付拡大など水田フル活用による地下水保全
・堆肥の広域流通による豊穣の土づくり
・消費者が地下水を育んでいる農業者を支える新たな仕組みづくり
・新たな認証制度システムづくりや消費者啓発・直売所での売り場確保
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②施設園芸日本一を強固にする木質バイオマス加温システムづくり
・木材資源を有効活用した山村地域での雇用創出
・木質ペレット燃料の安定供給体制整備
・大型加温機開発・製造による雇用拡大支援

③農地集積の先を行くプロジェクト
・広域農場による米の生産コストの大幅削減
・施設園芸ハウスの集約化
・ＪＡ出資法人や企業等による新たな産地化と人材育成
・６次産業化等による新たな仕事場の創出
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④農林水産物のモーダルシフト
・新たな産地問屋創出による飛躍的な輸出増
・輸出に取り組む担い手の確保・育成
・小ロット流通やコールドチェーンなど新たな輸送体系の構築

⑤豊富な森林資源と旺盛な需要による山のしごとシステムづくり
・中間土場システム構築による山村地域の所得向上
・若者や女性など地域林業の新たな担い手創出のための就労環境条件整備
・森林版の農地中間管理機構創設によるしごと場の提供
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⑥水産業の再生プロジェクト
・アサリ母貝集団の育成や覆砂・耕うんによる漁場環境の整備
・ノリの協業化やクマモト・オイスター養殖技術確立など養殖業の構造改革
・アジアをターゲットとした輸出拡大と６次産業化による雇用拡大

⑦中山間地域のしごとづくり
・農地 GIS による「見える化」
・企業やＪＡが農地の受け皿となった６次産業化や輸出など新たなしごと創出
・地域資源を生かした地域づくりと集落間ネットワーク化の推進
・中核的なリーダーの確保・育成
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⑧地方創生に向けた特区構想
・ＪＡ自らが農業経営を行うための規制緩和
・農業高校などと連携した６次産業化推進のための規制緩和

○時代を見据え「しごと」をつくり、地方の雇用を拡大する
地域の魅力・資源を見つめなおし、新たな価値の創造に挑戦するなど、本県の力強い農林水産業
の成長を支える礎を築くことが必要である。若者や女性などの農林水産業の多様な担い手の確保・
育成や、農林水産業の６次産業化の推進、輸出拡大に伴う雇用拡大への取組みに対して、国の強力
なサポートが必要である。
＜本県が重点的に取り組む事項＞
①若者や女性を呼び込む強い林業づくりによる雇用創出（再掲）
②農林水産業の６次産業化の推進や輸出拡大に伴う雇用拡大（再掲）
③林業・漁業分野における雇用創出と担い手の確保
・新規就労者に対する就業型給付金制度の創設
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２．
『まち』
○地域における絆の再生
農林水産業や農山漁村は、国土保全、水源涵養、景観形成、伝統文化の継承など多面的機能を有
している。地域づくりや集落間ネットワーク化を進めるため、外部からの人的支援も含め、地域の
核となる人材の育成が急務である。
＜本県が重点的に取り組む事項＞
①絆の再生を支える人材（リーダー）の育成・人材の派遣に係る支援の強化
・日本型直接支払制度の有効活用（受け皿づくり）
・むらづくりの企画実施の核となるリーダーづくり（場合によっては派遣）
②集落間連携、集落機能の補完・代替の取組みへの支援の強化
・地域の自主性・裁量を尊重した交付金制度の創設
③農山漁村の多面的機能を支える日本型直接支払制度の充実・強化
・単価アップ、支払対象の拡大

３．
『ひと』
○グローバル人材の更なる育成と地域を支え、地域に支えられる学校づくり
若者が夢を持ち、その夢に挑戦し続けることができるよう、農山漁村地域を支える人材の育成や
教育環境を整備することが必要である。
＜本県が重点的に取り組む事項＞
①農業高校と連携した 6 次産業化支援による人材育成（再掲）

４．地方創生に関する施策を推進するための地方公共団体の環境整備
○地方創生に資する地方分権改革や国家戦略特区制度の推進
地方創生を実現するためには、稼げる農林水産業を加速化することが重要である。そのためには、
地方の権限と責任を拡大する地方分権改革の推進が重要であり、国家戦略特区等に係る地方からの
提案の積極的な指定などが必要である。
＜本県が重点的に取り組む事項＞
①「地方創生に向けた特区構想」を実現するための規制緩和（再掲）
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企業の地方移転等の促進について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項

東京圏等の本社や研究開発部門などの誘致について、地方の雇用を生み出す企業へ
の大胆な移転費用補助の創設や税制支援の維持拡大をしていただきたい。加えて、外
資系企業による地方への投資促進を図るための更なる体制構築等を支援していただき
たい。
【現状・課題等】
○ 熊本県における企業誘致の状況
・ 本県では「幸せ実感くまもと４カ年戦略」において、
「創造的企業誘致の推進」
「知の集積」
を掲げ、県産業技術センター等の研究機関や大学等と連携して、企業の研究開発部門の誘致促
進をはじめ積極的な企業誘致活動を行っている。
・ 平成２４年度からの４年間で企業誘致件数 100 件(うち研究開発部門 15 件)という目標に対
し、２４年度 30 件(うち研究開発部門 6 件)、２５年度 37 件(うち研究開発部門 6 件）
、２６年
度上半期 6 件(うち研究開発部門 0 件)となっており、企業誘致件数は順調に推移している。
・ ただし、新設・増設の推移をみると、既立地企業の増設投資が過半となっている。また、外
資系企業の誘致件数や投資額 50 億円を超える大型立地も減少している。
○ 国内の工場立地動向及び 2014 年度設備投資計画
・ 経済産業省の工業立地動向調査によると、電気業を除く全国の工場立地件数は平成２０年に
1,619 件あったが、平成２４年には 938 件、平成２５年には 829 件となっており、工場立地の
動向は厳しい状況にある。
・ 日本政策投資銀行の 2014 年度設備投資計画調査によると、製造業では海外強化の姿勢が続
くも、一部で国内機能を再評価する動きもあり、特に国内に残すべき機能として、本社、研究
開発及びマザー工場としての機能との回答が多かった。
○ 東京圏に集積する本社機能等の状況
・ 平成２４年度国税庁統計年報によると、資本金１億円以上の企業 32,124 社のうち、東京圏
に本社を置く企業は 17,278 社で全体の 54％となっている。
・ 平成２４年度熊本県研究開発部門誘致関連調査において、東京商工リサーチのＴＳＲ企業情
報データベースから製造業の研究所ありの企業数を抽出した結果、全国に 1,686 社あり、その
うち東京圏に研究所ありの企業数は 851 社（50.4%）となっている。
・ 経済産業省第 47 回外資系企業動向調査（平成 24 年度実績）の企業分布によると、全国の外
資系企業 2,976 社のうち、東京圏に 2,389 社があり、全体の 80％となっている。
○ 東京圏等の本社や研究開発部門、外資系企業の誘致促進のための支援の必要性
・ このような状況を踏まえ、東京圏に集中する企業（外資系企業を含む）について、本社機能
や研究開発部門などの地方移転を促進するため、企業の移転費用に対する大胆な補助金制度の
創設や税制支援の維持拡大等が必要である。
・ 加えて、外資系企業による地方への投資促進を図るため、有望な外資系企業の発掘や誘致体
制の構築、地方への投資に対する補助金創設が必要である。
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地方に根を張り雇用を拡大する企業への支援について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項
地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するためには、地域
経済の力強い成長を牽引する中核企業の出現を通じて、地域の雇用拡大を図ることが
必要である。
そのため、地域の中核企業候補となる中小企業のチャレンジを支援し、中小企業の
成長を促す施策の展開を図っていただきたい。
また、地方に根を張り地域経済の成長を牽引する中核企業が、地域の中で取り組む
研究開発や事業化など地域の雇用拡大につながる取組みに対し、補助事業や優遇税制
等の施策の充実を図っていただきたい。
【現状・課題等】
○ 熊本県では、県の取組みの基本方針である「幸せ実感くまもと４カ年戦略」において、県経済
の力強い成長をリードするため、地域を支える中小企業への支援等に積極的に取り組むこととし
ている。
○ また、本県の製造業及びサービス業（情報サービス、健康サービス等）を中心とする産業の振
興施策の指針である「熊本県産業振興ビジョン２０１１」において、
「 選ばれる熊本 を実現す
るリーディング産業群の形成〜くまもとテクノフォレスト・シナジーの誘発〜」を目標に掲げ、
世界から 選ばれる製品 を生み出すニッチトップ企業が相次いで生まれる産業群の形成を目指
すこととしている。
○ そこで本県では平成２２年度から、県内で高い付加価値（営業利益、人件費及び減価償却費の
合計額が１０億円超）を生み出し本県の経済を牽引していく企業を「リーディング企業」として
位置付け、今後１０年間のうちにリーディング企業となることを目指す中小企業者を「リーディ
ング育成企業」または「サブ・リーディング育成企業」として認定し、集中的な支援を行ってい
る。
○ 一方で、国（
「平成２７年度経済産業政策の重点」平成２６年８月経済産業省）では、
「地域経
済全体の引上げを図るため、海外も含めた市場動向に軸足を置いた需要開拓と技術革新を同時に
進めていくことで地域を支える中核企業／中核企業候補の成長を促すとともに、中核企業から地
域の取引先企業の波及効果を促し、地域における産業の集積を推進する」こととされている。
○ このような国の動きは、本県が進めるリーディング企業の育成支援と方向性を一にするもので
ある。そこで、地域における雇用の拡大を図るため、リーディング企業＝中核企業の育成に向け
て地域で取り組む中小企業等に対する製品開発や販路開拓等への支援を後押しする施策の展開
を図るとともに、リーディング企業・中核企業が地域内で取り組む研究開発等に対する補助事業
や優遇税制等の施策の充実を図る必要がある。
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新たな成長産業の創出について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項

地方における新たな成長産業の創出に向け、産学官連携により事業化に取り組む中
小及び中堅企業の製品開発支援のための所要の予算額を確保していただきたい。
また、補助事業等の実施に当たっては、地方の中小企業向けの配分枠確保、小規模
な下限額の設定や申請書類の簡素化など、地方の中小企業の実情に配慮した柔軟な運
用をお願いしたい。
【現状・課題等】
○ 熊本県に新たな成長産業創出の取組み
地域における新たな成長産業の創出を目指し、画期的な新素材として注目される｢次世代耐熱マ
グネシウム合金（通称：ＫＵＭＡＤＡＩマグネシウム）
、半導体や自動車関連に次ぐ本県のリーデ
ィング産業として期待される有機エレクトロニクス関連産業、
高齢化社会が進展するなか成長分野
として期待される医療・介護機器関連産業などに焦点を当て、産学官連携による研究開発、事業化
の推進に取り組んでいる。
○ 次世代耐熱マグネシウム合金について
平成１８年から２３年にかけ、国等の支援を受け量産技術の研究開発を実施。平成２４年には、
県内大手企業による量産実証工場も稼働し素材の供給体制も整った。既に、幾つかの試作品も開発
され、事業化した製品も排出されたところ。今後は、地場企業による事業化を加速し、地域の新た
な成長産業へと育成することが課題である。
○ 有機エレクトロニクス関連産業について
平成２３年より、国等の支援を受け研究開発や産学連携の拠点を整備するとともに、平成２４年
には、企業を中心とした組織体を構築し、事業化を見据えた取組みを展開している。平成２７年度
に、
国の支援プログラムが終了する予定であり、
今後は、
地場企業の参入促進と事業化を加速させ、
地域の新たな成長産業へと育成していくことが課題である。
○ 医療・介護機器関連産業について
産学連携の枠組等を通じて地場企業による製品開発が行われていたが、県では、これを加速する
ため、平成２６年度から新たな取組みを展開中。本分野では、現場ニーズを踏まえた製品開発が重
要なことから、病院や介護施設関係者と企業のマッチングを推進しているところ。今後は、マッチ
ングの成果を製品開発につなげて事業化を推進し、
地域の新たな成長産業へと育成していくことが
課題である。
○ 地方の中小企業の実情を踏まえた支援の必要性
上記の動きを加速し、地域の成長産業として育成することで「ローカルアベノミクス」
「地方創
生」の実現に寄与するためには、地域経済の主役である中小及び中堅企業の産学官連携による製品
開発支援が不可欠である。
一方、地方の中小企業は、概して、 人 、 物 、 金 といった経営資源が十分とは言えず、国の
補助事業等への申請・採択・実施に当たって、事務的負担や自己負担なども大きい。よって、事業
の実施に当たっては、地方の中小企業の実情に鑑み、使い勝手に配慮した柔軟な運用が必要である。
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水素エネルギー分野における産業育成と雇用創出について
【内閣官房、経済産業省、環境省】

提案・要望事項
水素エネルギー関連分野については、現在、主に四大都市圏を見据えた施策が講じ
られているが、地方においても水素ステーションの整備等を促進するとともに、地方
の産業育成や雇用創出につながるような施策も展開していただきたい。

【現状・課題等】
○ 国は、エネルギー基本計画において、水素社会の実現に向
けた取組みの加速化を明記。平成２７年度までに四大都市圏を
中心に全国１００カ所の水素ステーション整備を目標として、補
助事業を実施するとともに、低コスト化に向け、関連規制の見直
しを進めている。
○ 熊本県においては、
「幸せ実感くまもと４カ年戦略」で水素燃料
電池車の普及に必要な水素供給設備の導入に取り組むこととし、県総合エネルギー計画でも、燃料
電池自動車（ＦＣＶ）の普及や水素ステーションの整備を明記。平成２６年度は、ＦＣＶや水素ス
テーションの初期需要創出策等を柱とする
「普及促進計画」
の策定と普及啓発事業を実施している。
○ ＦＣＶや水素ステーションの普及促進は、エネルギーの安定供給、地球温暖化防止、災害時の
電源供給に資することのほか、水素ステーションやＦＣＶ関連産業の創出など地域における産業
振興、ひいては大きな雇用創出につながるポテンシャルを持っている。
○ しかしながら、現在、水素エネルギー関連分野については、市場規模や産業集積等の観点から
主に四大都市圏を見据えた施策が講じられており、地方が当該分野において産業育成や雇用創出
を図っていくには、相応の時間を要することが予想される。
○ したがって、水素エネルギー関連分野においても、地域経済を支える産業の育成や定住促進に
つながる雇用創出を図るため、地方創生の実現及び人口減少克服につながるような施策の展開が
必要である。
（経済産業省の水素供給設備の補助金採択状況）

採択件数
首都圏
中京圏
関西圏
北部九州圏
合計

23
10
4
4
41
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（熊本県の普及啓発事業（ＦＣＶ試乗会）
）

地域ブランド力の向上について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項
地域資源を活用した地域ブランド力の向上について、加工機械導入等のハード整備に
ついても支援対象としていただきたい。

【現状・課題等】
○ 中小企業地域資源活用促進法に基づく国の地域資源活用事業では、都道府県が指定する地域資
源を活用した取組みへの支援が行われており、本県では平成２６年１０月末時点で 281 件の地域
資源を指定している。
中小企業者は、この地域資源を活用する事業計画を国に申請し、国の認定を受けることにより、
各種支援を受けることができ、本県では平成２６年１０月末時点で 31 件の事業計画が認定され
ている。
○ しかし、事業計画認定事業者に対する主要な支援策である補助金は、新商品・新サービスの開
発、販路開拓といったソフト事業のみとなっている。
○ 地域資源を活用した地域ブランド力の向上を支援するためには、新商品・新サービスの開発、
販路開拓等のソフト面の支援と併せつつ、加工機械導入等のハード整備への支援を推進していく
必要がある。
○ 地域資源を活用した地域ブランド力向上の取組みを推進するため、主要な支援策である補助金
には、加工機械導入等のハード整備も対象にする必要がある。
都道府県が地域資源
を指定
本県の地域資源数
281 件（H26.10 月末
時点）

中小企業者が事業計
画を作成し、
国が認定
本県の認定件数 31 件
（H26.10 月末時点）

各種支援措置
・補助金（ソフト事業
のみ）
・融資 等

【熊本県指定 地域資源例】

（からし蓮根）

（いきなり団子）
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地域のニーズに応じた産業人材の育成・確保について
【内閣官房、厚生労働省】

提案・要望事項
１ 行政や各団体等が取り組む産業人材育成関連事業への財政支援をお願いしたい。
２ 人口減少社会に対応するために、外国人技能者を産業人材として育成し、実習生で
なく労働者として、中長期に受け入れる仕組みを創設していただきたい。
３ 小中学生の就労観・職業観を醸成するキャリア教育においては、ものづくり学習を
更に充実するなど産業人材育成につながる取組みの強化をお願いしたい。
４ 林業振興や環境保全にもつながる伝統的建築の技能承継に関して、関係省庁の横断
的な支援をお願いしたい。
【現状・課題等】
１ 本県の工業界で中小企業が占める割合は、事業所数で９８．０％、従業員数で６６．０％、製
造品出荷額で５０．６％と大きく、中小企業が地域の経済やものづくり産業を支えている（平成
２４年熊本県工業統計調査結果）
。このため、県としても、中小企業における製造現場の人材育
成の重要性を認識し、本県の取組みの基本方針となる「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の中で、
「中小企業のチャレンジをサポートする」施策を掲げ、人材育成支援を明確にしている。
製造現場を支援する取組みとして、社内の教育訓練に外部指導者を派遣する中核人材育成事業
や県立技術短期大学校における実践的技術者に必要な基盤技術の修得支援、在職者訓練による技
術者のスキルアップ支援を実施している。
一方、建築大工、コンクリート施工や鉄筋工などの地域産業に密着した人材育成については、
県立高等技術専門校や民間の認定職業訓練校で各種訓練を実施しているが、訓練生や訓練経費の
確保に苦慮している。
２ 本県の在留外国人の約６割が「技能実習」による雇用である。外国人技能実習生は３年間の実
習後は帰国せざるを得ず、５年間への延長が検討されているものの一時的な労働力不足の解消に
すぎず、技能承継にもつながらない。少子高齢化が進み、技能継承も危機的状況の中、外国人を
技能労働者として受け入れ、中長期的に技能を習得し、継承する仕組みの創設が必要である。
３ 教育委員会、産業界や地域等と連携し、小中学生の就労観・職業観を育み、醸成する取組みを行
っている。中でも、ものづくり学習では、幼少期からの就労観・職業観の醸成を図るために、小
中学校の児童・生徒を対象とした技能士の技術指導による体験教室に取り組んでいる。今後、日
本を支える人材である子供達に対して、小中学校のカリキュラムとしてものづくり学習をさらに
充実するなど、就労観・職業観を早期から醸成していくキャリア教育の強化が重要となっている。
４ 建築現場では、建築大工等の技術者が減少する一方、熟練技術者がいなくても早期に多量の建
築が可能な住宅が多くを占めるようになり、若者が伝統的な技能を取得する場も減少し、技能継
承が危ぶまれている。一方で、国産材を使用し、日本の気候風土に合った伝統的な住宅が見直さ
れており、伝統的建築の現場に携わる人材の育成や技能の承継が課題となっている。国産材を利
活用した伝統的建築の普及促進は、林業振興や環境保全にもつながることから、関係省庁が連携
した横断的な支援にしっかりと取り組む必要がある。
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地域の建設産業における人材確保・育成について
【内閣官房、厚生労働省、国土交通省】

提案・要望事項
現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工等、さらには、地域の安全・安心の確保
と、その担い手を確保するため、地域の建設産業における人材確保・育成に必要な財政
支援をお願いしたい。
【現状・課題等】
○ 本県の建設業従事者は、平成１３年から平成２４年にかけ約２５％減少している。
また、その年齢構成は、５５歳以上が３９．５％、２９歳以下が８．６％と全国に比べ高齢化
が進行しており、建設産業の担い手確保・育成が喫緊の課題となっている。
建設業従事者の年齢構成の推移
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【財政支援の内容】
１ 若年の技能者の入職に対する支援
若年の技能者入職促進のため、現在、認定訓練受講時間分しか支給されていない厚生労働省の
「建設労働者確保育成助成金」及び「キャリア形成促進助成金」において、訓練以外の勤務時間
に対しても支援の拡充。
２ 若年の技術者、技能者の資格取得や研修受講に対する支援
資格取得による定着促進を図るため、土木施工管理技士や技能士等の建設産業に必要な資格へ
の支援。
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生活困窮者への支援施策の充実について
【内閣官房、厚生労働省】

提案・要望事項
１ ひきこもりの解消や就労に不慣れな者の就職を促進するために、これまで国の補助
事業を活用し実施している就労・生活支援員の社会福祉法人への配置について、平成
２７年度以降も実施できるよう生活困窮者自立支援法による国の補助対象事業として
いただきたい。
２ 平成２７年度から施行される生活困窮者自立支援法においてホームレスの自立支援
のために必要な専任の指導員を配置し、その人件費を補助対象としていただきたい。
３ 障がい者やひきこもり状態にある者等の就労を支援するため、ソーシャルファームの
事業に係る経費の補助制度を創設していただきたい。
【現状・課題等】
１ ひきこもりや就労に不慣れな者に対する就労訓練については、平成２６年度までは社会的居場所
づくり事業の一環として国庫補助事業で実施されているが、平成２７年度からは、生活困窮者自立
支援法による就労訓練事業として、社会福祉法人等の自主事業として法定化され、支援員の人件
費・事務費等の運営費は国庫補助対象から外れる予定である。
そのため、法人等の体力によっては負担が大きくなり、支援員が配置できないなど事業に支障が
出る可能性がある。当事業に対する福祉事務所のニーズは高く、対象者の更なる就労等自立に向け
て国における補助を継続する必要がある。
２ ホームレスの就労・住居確保等については、平成２６年度までは国の「絆」再生事業を利用し、
社会福祉法人（県央）への委託により、経験のある専任の指導員を設置（全額国庫補助）し、その
ノウハウと情報等を活用しながら自立支援を行っている。本県では、年間延べ 2,000 日程度の利用
があり、生活保護へのつなぎ、住居確保、就労等の支援が行われている。
生活困窮者自立支援法においては、県内各地域振興局単位に配置される自立相談支援窓口の相談
支援員が、引きこもりやニートなどの様々な生活困窮者への相談に加え、ホームレス支援のための
相談等を行うこととなる。しかしながら、担当地域内の様々な相談支援を行いつつ、県央に設置し
ているシェルターに入所中のホームレスに対し、住居確保や就労に必要な支援を行うことは、移動
距離や面接時間等の制約により困難な状況となる。
ホームレスの就労及び住居確保等の支援には専任の指導員が必要であり、入所者に寄り添った支
援ができるよう、生活困窮者自立支援法においても指導員を設置するとともに、経費についても補
助対象とする必要がある。
３ ソーシャルファーム（支援付きの就労）は、障がい者福祉サービス等の制度外の取組みであるた
め、支援スタッフの人件費や活動費等の負担が重く、事業が安定しない状況にある。障がい者やひ
きこもり状態にある者等が、地域の中で居場所を見い出し、自立した生活を送るためには、当該取
組みに係る支援スタッフの人件費や運営費等への支援が必要である。
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女性の社会参画の加速化について
【内閣官房、総務省、厚生労働省、経済産業省】

提案・要望事項
女性の社会参画が加速化し、女性が輝いていくためには、男女を問わず、意欲と能力
のある人が力を発揮できる社会づくりが必要である。
また、女性の社会参画の加速化は、人口減少などに伴う労働力不足を補うだけでなく、
新たな発想によるイノベーションを促し、様々な分野で経済を活性化させる力にもつな
がっていく。
女性の活躍促進には、安心して子供を育てられる環境づくりなど、その地域の実情に
応じた様々な取組みが必要であるため、国の積極的な取組みに加え、新たな基金の創設
など、地域が必要とする取組みを幅広く、継続的に支援する制度の創設をお願いしたい。
【現状・課題等】
○ 本県では、県内における事業所の管理職（係長相当職以上）に占める女性の割合を２６％とし、
各種取組みを推進している。
○ しかしながら、女性の社会参画を加速化していくためには、①男女の固定的役割分担意識の改
善、②出産・育児に伴う女性の就労継続、③女性の役員・管理職への登用促進などの課題に対す
る一層の取組みが必要である。
○ こうした状況から、本年８月、産学官連携による「熊本県女性の社会参画加速化会議」を発足
し、今後、県の戦略策定や企業・団体による自主宣言の実施などを進めていくこととしている。
○ 女性が輝き、意欲と能力のある人が力を発揮できる社会づくりを進めるためには、地方だけで
はなく全国的な取組みとして、企業や働く男性及び女性の意識改革を促すとともに、働く環境を
改善することが必要であり、国において積極的に取り組んでいただきたい。
また、地域が必要とする取組みを幅広く、継続的に支援する制度の創設が必要である。
【取組イメージ】

企業を変える取組み

男・女を変える取組み

地域で支える取組み

・従業員のワークライフバランス（長

・女性：キャリア意識の向上

・子供を安心して育てる環境

時間労働の是正等）を重視

・男性：働き方、家庭への関わり

・多様な担い手による子育て支援

・女性の採用、管理職登用促進

社会を変える！
〇女性の活躍促進の
ためにも絆の
再生・育成が必要

〇地域で支える「新たな担い手」の育成
・弁当宅配会社の高齢者見守り、タクシー会社の子供の緊急送迎等

〇地域の支援拠点（プラットフォーム）の構築
・住民からのワンストップ窓口、活動団体の紹介等のコーディネイト等
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国際展開の更なる拡大に向けた支援について
【内閣官房、外務省、財務省、国土交通省】

提案・要望事項

国では、２０２０年の東京オリンピックに向けて訪日外国人観光客２，０００万人を
目指すビジットジャパンやクールジャパンなど、様々な国際展開が推進されているが、
その効果を地方へと適切に波及させることが重要である。
ついては、訪日外国人観光客の誘客など、地方における交流人口拡大等に向け、国に
おいても次の措置を講じていただきたい。
１ 国際展開に向けたオールジャパンのネットワークの構築
２ 観光立国に向けた地方空港の国際線誘致等に係る支援
３ 阿蘇くまもと空港のスポット（駐機場）の増設による空港容量拡大など、空港機
能の改善
４ 観光目的の移動手段の確保への支援
５ 外国人観光客の周遊を確保する仕組み構築
６ 免税店拡大に向けた更なる制度改正
【現状・課題等】
１ 地方から「ヒト・モノ・カネ」の積極的な国際展開を図るためには、各国のマーケット動向やニ
ーズ、現地とのコネクションなど様々な情報が必要となる。よって、在外公館等のネットワークの
活用等により、国が、各国のマーケット情報や各国とのコネクションを地方公共団体等に一元的に
提供する施策を実施する必要がある。
２ 訪日外国人観光客の目標達成には、地方空港もフルに活用し、各地方と海外との直行便の拡充や
主要国際空港から各地方空港への乗り継ぎの利便性をさらに高める必要がある。本県も、成長著し
いアジアの市場とつながるため、海外との直行便の開設や観光客誘致、県産品の輸出などに取り組
んでいる。しかし、地方自治体が独自の路線誘致等には限界があることから、ＰＲに限らない国に
よる積極的な支援が必要である。
３ この１０月末から、本県初となるＬＣＣ、ジェットスタージャパンや台湾高雄との国際定期チャ
ーター便が新規に就航することになり、現在ある８つのスポットは、時間帯によってはスポット繰
りが困難となっている。今後も更なる国際・国内路線の誘致、拡充を図るためには、スポットの増
設による空港容量拡大など、空港機能の改善が必要である。
４ 外国人観光客等の県内の周遊を促し、県内各地域における交流の拡大を図るためには、２次交通
の充実が重要となる。そのため、阿蘇くまもと空港や熊本駅等から主要観光地への観光バスや、他
県都市間との高速バスネットワークの維持・拡充のための施策の実施が必要である。
５ 外国人観光客の長期滞在等を促進するためには、広域的な周遊を促す仕組みが必要となる。現在、
ＮＥＸＣＯ西日本が実施する外国人向け定額乗り放題サービスの継続的な実施など、国の積極的な
施策実施による観光客の広域的な周遊の促進が重要である。
６ 現行の免税制度では、商店街やテナント式の商業施設における一括申請や、クルーズ船寄港に対
応する仮設店舗の申請ができず、地元特産品などの免税店舗増加への障害になっていることから、
消費税免税制度の改正が必要である。
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地域づくりを支援するための交付金の創設について
【内閣官房、総務省】

提案・要望事項
本県においては、地域の元気創生につながる移住や雇用、交流拡大及び地域コミュ
ニティの維持のための地域住民等の自主的な取組みに対し、補助金の交付やアドバイ
ザー派遣などにより総合的に地域づくりの支援を行っている（事業名「地域づくりチ
ャレンジ推進事業」
）
。
特に、離島などの条件不利地域を抱える地方において、人口減少問題への取組みを
さらに加速させるためには、これまでの支援内容の拡充が必要であり、このような地
域の自主的な取組みに対し積極的な支援を行っている都道府県事業をより一層展開す
るためにも、地方の責任において自由に使える交付金の創設等による財政的支援を講
じていただきたい。

【現状・課題等】
○ 地域活性化のためには魅力ある地域づくりが不可欠であるが、地域づくりの担い手となるべき
住民の減少や高齢化が進む中においては、その活動を掘り起こし、後押しする者が必要となって
いる。しかし、その役割を担う一番身近な存在である市町村においては、マンパワーの不足や財
源不足のため、十分に手が回らない状況となっている。
○ このことから、多くの都道府県（H25 年度：34 都道府県）においては、市町村振興のための補
助金を自ら制度化しているが、その制度も財政状況などから減額や見直し傾向にあるため、制度
の維持がやっとの状況である。
○ さらに、とりわけ人口減少が著しい離島などの条件不利地域において、住民が住み慣れた地域
で夢と誇りに満ちた暮らしを実現していくためには、交通、医療・福祉などに関する住民の不安
を解消するとともに、地域活性化の施策を早急に実施していくことが不可欠である。
○ このような中、人口減少問題への早急な対応が求められており、本県においても「幸せ実感ま
ち・ひと・しごとづくり本部」を設置し、積極的に取り組んでいくこととしている。
本県としては、地域の元気を創生するという考えから、これまでの地域づくり支援の更なる拡
充を計画しており、このたび新設を予定されている「地方創生のための交付金制度」などの活用
により、積極的に取り組んでいる都道府県への財政支援が必要である。
○ なお、国においても過疎地域に対する交付金制度はあるが、対象範囲が過疎地域等の指定を受
けた市町村に限定されることや、５００万円という事業規模の下限があり、地域づくり団体にと
ってはハードルが高いものとなっている。
（※本県の「地域づくりチャレンジ事業」のこれまで
の４年間の交付決定事案（２７２件）の平均採択額は約１７０万円である。
）
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地方へ新たに人を呼び込む取組みへの支援について
【内閣官房、総務省】

提案・要望事項
１ 地方への移住を推進するためのワンストップ支援窓口について、地方自治体が設
置・運営するワンストップ支援窓口に対する必要な財源支援を講じていただきたい。
２ 地域おこし協力隊に係る特別交付税措置の転出地要件について、
「条件不利地域」か
ら県庁所在地を除外する緩和措置を講じていただきたい。
３ 地方への新しい人の流れを生み出すため、地方の豊かな暮らしを実感でき、
「都会の
意識・価値観を変える」大々的なプロモーションやＰＲを実施するなど、地方への移
住・定住促進につながる施策を政府を挙げて展開していただきたい。

【現状・課題等】
１ 地方への移住を推進するためのワンストップ支援窓口について、県及び県内自治体においては、
居住・就労などの総合的な相談に十分対応できていない状況である。
都市圏から地方部への人の流れを創出するために、都市部に住む移住希望者に対する居住・就
労等、様々な情報の円滑な提供や移住希望者の多面的な相談に対応できるワンストップ支援窓口
を設置・運営が重要であり、そのような地方自治体の取組みに対する財政支援が必要である。

２ 全国４６道府県（東京都を除く。
）の県庁所在地の特別交付税措置に係る地域要件区分をみる
と、都市地域１５道府県、条件不利地域３１府県となっており、約２／３の自治体が「条件不利
地域」に指定されている。
県庁所在地は、各自治体においてヒト・モノ・仕事が集積し、その地域内では都市であるにも
関わらず、仙台市や広島市、福岡市等の政令市でさえ「条件不利地域」とされている。
このことから、地方への人の流れを加速させるためにも、転出地に係る要件の緩和を行い、県
庁所在地から転出した地域おこし協力隊は、全て特別交付税措置の対象とすることが必要である。

３ 東京一極集中を是正し、少子化に歯止めをかけるためには、合計特殊出生率の低い東京圏の若
者や女性を、合計特殊出生率の高い地方に呼び込むことが極めて重要である。
都市部住民にふるさと回帰を促すため、ふるさとや地方で暮らすことの魅力を積極的に広報・
啓発することが必要である。
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文化財等の魅力発信による地域活性化の取組みについて
【内閣官房、文部科学省】

提案・要望事項
本県では、人吉球磨地域の古社寺など各地域が持つ優れた文化財を地域全体で整備・
活用する取組みを進めている。地域で、護り、育まれた文化財を国内外に発信し地域活
性化につなげるため、
「日本遺産魅力発信事業」について、制度創設の確実な実現をお願
いしたい。
また、本県からの申請に当たっては、特段の配慮をお願いしたい。
【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、
「くまもとの歴史・文
化の磨き上げ、継承」を掲げ、地域にある歴史と文化の磨き上げと情報発信に取り組んでいる。
○ 本県の人吉球磨地域では、中世以来の古社寺が集中するが、少子高齢化、人口減少、都市部へ
の人口流出などにより、地域の病弊はますます深刻になっており、古社寺など地域を代表する文
化財である建造物の維持管理が困難な状況になっている。
○ そのため、人吉球磨地域では、
「球磨地域文化財広域連携協議会」を設置し、地域の文化財等
を「護り・育み・魅せる」取組みを行っているところである。
○ このような地域の文化財等の魅力を国内外に発信していくことが大変重要であるため、
「日本
遺産魅力発信事業」創設の確実な実現が必要である。

＜参考：人吉球磨地域の現状＞
・ 本県南部に位置する人吉球磨地域は、国宝青井阿蘇神社を頂点とし、中世以来の古社寺が集
中する（県内の国・県指定の８割以上）全国でも稀な地域である。
・ 本県では、平成２２年度から人吉球磨地域を対象に、文化財広域連携推進事業に取り組み、
古社寺の現況調査を実施し、平成２４年９月には、人吉球磨地域１０市町村と一緒になって、
文化財の保存と活用を進めるため「球磨地域文化財広域連携協議会」を設立。本年７月には協
議会の今後の方向性などを示したマスタープランを策定したところである。
・ このマスタープランでは、文化部局だけでなく、企画・観光部局が一体となり、文化財を魅
せる取組み、すなわち、文化財を地域活性化の重要な素材として磨き上げ、積極的に観光資源
として活用することを計画している。
・ 古社寺の宝庫である人吉球磨地域は、相良７００年の歴史浪漫が息づく地域であると同時に、
「焼酎文化」や「鉄道遺産」などが広域的な広がりを持つ観光面でも歴史ドラマとしてのスト
ーリー性を持った国内外に発信する魅力を持った地域である。協議会において、人吉市を中心
に「日本遺産」の認定に向けて、その取組みをスタートさせたところである。
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高齢者向け住宅環境の整備促進について
【内閣官房、国土交通省】

提案・要望事項
地域の実情に応じて、子育て支援、医療・介護、商業等の生活サービス提供機能を
持つ、地域の小さな拠点におけるサービス付き高齢者向け住宅の整備を促進するため、
地域優良賃貸住宅整備事業の補助率のかさ上げや補助対象工事の拡充を図っていただ
きたい。

【現状・課題等】
○ 本県の高齢者人口は今後も増加する見込みであり、高齢者の暮らしの安全・安心を確保するた
め、高齢者の住まいの整備促進に継続して取り組む必要がある。
高齢者人口、65〜74歳人口、75歳以上人口
（ 千人） 総人口（ ）内
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資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25 年3 月推計）
」

○ 高齢者が地域で暮らしていくに当たり、医療、商業、福祉施設へのニーズは高い。
今後は、そのような生活サービス提供機能を持つ「小さな拠点」において、サービス付き高齢
者向け住宅の整備を推進していく必要がある。
老後を考えた時、どのようなものが近所にあれば住み替えやすいと思うか
（高齢者（65 歳以上）がいる世帯）
病院などの医療施設

38%

スーパーマーケットなどの商業 施設

21%

デイサービスセンターな どの福祉施 設

14%

子・孫などの親族世帯

13%

郵便局・金融機関

7%

バス停などの公共交通機関
官公庁の窓口

4%
2%

公園

1%

図書館などの文化施設

1%

「平成25 年住生活総合調査熊本県拡大調査」より
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人口流出に歯止めをかけ、長寿で安心して暮らせる施策の充実について
【内閣官房、厚生労働省】

提案・要望事項
１ 中山間地域等の利用者に訪問看護や訪問介護等の在宅サービスを提供する事業所に
対し、設備整備や運営に要する経費への支援策を講じていただきたい。
また、都市部への人口流出に歯止めをかけるためにも、これらの地域で在宅サービ
スを担う医療・介護従事者の人件費に上乗せする手当を創設していただきたい。
２ 都市部から帰郷を望む要介護高齢者の地方の入所介護施設への受入れを促進するた
め、地域密着型の特別養護老人ホームにおいても受入れが可能となるよう弾力的運用
をお願いしたい。
また、
「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」の提言内容も踏まえ
て、移住者の高齢化に伴って生じる介護費等の自治体負担の公平性を図るための、新
たな住所地特例制度の導入について検討いただきたい。
３ 介護保険施設の入所者の在宅復帰を円滑にするため、試行的に昼間などに自宅に帰
り滞在することを支援する逆デイサービス（仮称）を創設するとともに、入所者が一
時帰宅した際に、当該施設の職員が帰宅先において入所者に対し必要な介護を行える
よう、制度を見直し、職員派遣及び施設における代替職員配置に要する経費について、
介護報酬において評価していただきたい。
また、入所者が、逆デイサービス（仮称）や一時帰宅した際に、居宅サービスを利
用できるよう、居宅介護サービス費の支給要件等の基準を見直していただきたい。
４ 若年性認知症者を複数人受入れる介護事業所に対する、専従職員配置経費の助成等、
若年性認知症者の受入れ事業所拡大のための措置をお願いしたい。
【現状・課題等】
１ 本県は中山間地域が多く、これらの地域では、採算性の問題や、医療・介護人材の確保が困難で
あることから、在宅サービスの整備が進んでいない状況である。そのため、事業所への経営安定化
のための支援策や、これらの地域において、人口減少に歯止めをかけるためにも、若者等が医療・
介護を魅力ある仕事として働けるよう、人件費に上乗せする手当の創設が必要である。
２ 都市部からの帰郷を望む高齢者を、出身地等の施設に呼び込むことは、都市部の介護施設の待機
者解消につながるとともに地方の雇用創出にもつながると考えられる。
地域密着型の特別養護老人ホームについては、身近な市町村で提供されるものという地域密着型
サービスの基本的な考え方があることから、都市部など遠方の自治体からの受入れは想定されてい
ないと考えられる。しかしながら、地域密着型の施設しかないなど、地方の状況によっては、都市
部から帰郷して地域密着型の特別養護老人ホームへの入所を望むケースも考えられることから、共
同指定に係る方針の見直しや、地域密着型介護サービス費の支給の見直しなど、弾力的運用が必要
である。
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また、都市部の高齢者が一旦地方に移住した後、介護や医療が必要となった場合は、住所地特例
制度は適用されず、入所等に係る費用は地方の自治体（移住先の市町村）が負担することとなる。
しかしながら、地方への移住を進めるためには、現役時代の住所地に着目した新たな住所地特例制
度など、費用負担のあり方に関して、介護費等の自治体負担の公平性を図る観点からの見直しが必
要である。

３ 介護保険施設で暮らす高齢者の中には、居宅等での在宅生活を希望する者や、長期的な在宅生活
は困難であっても一時的または定期的に居宅等で家族とのひと時を過ごすことを希望する者及び
その家族がいる。しかし、居宅等での生活がどのようなものになるか、再び施設には戻れなくなる
のではないかなどの不安があり、なかなか在宅復帰に踏み切れない現状もある。これらの不安を解
消し、希望を叶えるためには、在宅生活の試行が必要である。
入所者が当該サービスを利用することで家族や地域との絆の再生が可能となるとともに、新たな
サービス創出による新規雇用も期待できる。

４ 県内には 1000 人程度の若年性認知症者がいると推計しているが、
介護事業所においては
若年性認知症者に対して「受入プログラムを実施していない」
、
「職員配置が難しい」等の課題か
ら対応が十分ではなく、また、実際に受入れを行っている事業所の多くは１人しか受け入れておら
ず、その受け皿づくりが課題である。
職員配置の困難性に対応するため、全体の利用者のうち若年性認知症者による利用者が一定人数
かつ一定割合以上（例えば 3 人以上かつ 20%以上など）となる事業所に対して、専従の介護職員の
配置経費について助成するとともに、若年性認知症者の嗜好分析や、プログラム調整、対応職員に
対する個別の介護指導等に係る経費についても支援する必要がある。
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障がいのある人、難病の人やその家族が安心して暮らせる施策の充実について
【内閣官房、厚生労働省、文部科学省、農林水産省】

提案・要望事項
１ 障がい者が我が国の「農」を支える有力な担い手として活躍できるよう、障がい者
の就労支援に取り組む社会福祉法人が、新規に農業へ参入しやすくするため農地確保
に係る下限面積や従事日数などの要件の緩和を図っていただきたい。
また、障がい者が、農家や農業生産法人、社会福祉法人において就労する際は、当
該農業施設等のバリアフリー化を行う費用について支援していただきたい。
２ 保育園や学校等において、重度の障がい児が、校外学習等に参加するときや医療的
ケアが必要な場合には保護者の付き添いが求められることから、保護者の負担軽減を
図るため、学校等へのヘルパーや看護師等の派遣が可能となるよう制度を見直してい
ただきたい。
また、重度の障がい児・者が入院し、医療スタッフとの意思疎通が困難な場合には
障害福祉サービスが利用できるよう制度を見直していただきたい。
３ 障害福祉サービスにおける重度訪問介護の報酬単価について増額していただきた
い。
また、医療型短期入所事業所における送迎加算については、遠隔地の送迎にも対応
できるよう増額していただきたい。さらに、中山間地域の居宅介護や重度訪問介護の
事業所の報酬については、移動に伴う費用を加算していただきたい。
４ 難病ピアサポーターのリーダー養成に関するセミナー等についての補助制度を設け
ていただきたい。
また、新制度での難病医療拠点病院及び難病医療地域基幹病院において、難病サロ
ン等の開催を指定要件とするとともに、当該サロンの開催など、患者支援を実施する
場合等の補助制度を設けていただきたい。

【現状・課題等】
１ 現行の農地法では、社会福祉法人は障がい者の機能回復を目的とした農地取得を除き、原則とし
て農地取得は認められていない。一方、農地の借入れは認められているが、この下限面積の法定要
件である 50a について要件緩和をお願いしたい。その上で、社会福祉法人が農業参入する場合は、
下限面積や農業従事日数の法定要件について特段の配慮が必要である。
障がい者が、農家や農業生産法人等が経営するハウス等の農業施設で働く場合、安心して働くこ
とができる環境づくりとして、バリアフリーのための段差解消や、休憩施設・トイレ等の整備が必
要である。既に様々な補助金はあるが、障がい者が、社会福祉法人において就農する際の施設等の
バリアフリー化に柔軟に対応できるよう、助成制度の見直しや拡充が必要である。

‑56‑

２ 重度障がい児が校外学習等に出かける場合に保護者が付き添いの協力を行うことがあるが、保護
者に代わってヘルパーによる対応が可能な時は、居宅介護・重度訪問介護が利用できるよう制度を
見直す必要がある。
また、現行の医療保険制度では、小児訪問看護サービスが提供できる場所は居宅（自宅）に限ら
れており、医療的ケアが必要な児が保育園や学校等に通園・通学する際に保護者が付き添い等を要
求される場合がある。本県では、平成１４年度から全国に先駆けて、県立特別支援学校に看護師を
配置しているが、保育園や学校等においても訪問看護サービスを受けられるよう制度の見直しが必
要である。併せて、現行の訪問看護・指導を実施した場合の乳幼児加算（3 歳未満）
、幼児加算（3
歳以上 6 歳未満）を小児（18 歳まで）まで拡大する必要がある。
加えて、重度の障がい児・者が入院した場合の看護は、原則、当該保険医療機関の看護要員のみ
によって行われることとなっている。しかし、重度障がい児・者は常時見守りが必要であるため、
重度の身体障がい・児者や意思疎通の困難な重度の知的、精神障がい児・者に限定したうえで、入
院中も障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護が利用できるよう制度を見直す必要がある。

３ 重度訪問介護の報酬単価については、居宅介護の単価よりも低く設定されているが、介護ヘルパ
ーが不足する中、重度訪問介護を提供する事業者は特に不足しているため、報酬単価の増額により
重度訪問介護を提供する事業者の増加を図る必要がある。
また、本県では高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児・者を短期的に受け入れる医療施設
が地域的に偏在しており、施設から遠方に居住する場合は利用が困難な状況にある。遠方でも利用
できる環境を整備するため、送迎に必要な看護師等の人件費も含め、送迎加算の増額が必要である。
さらに、本県は中山間地域が多く、移動距離が長いなど地域特性に起因する採算性の問題等から
居宅介護や重度訪問介護の事業所の参入が進まない状況にある。移動加算を設けるなど報酬面での
見直しが必要である。

４ 地域で難病サロン等のピアサポートの体制を作り、維持していくためには、その中心的役割を担
うピアサポーターのリーダーの存在が不可欠である。
また、養成したリーダーが地域での難病サロン等を開催していくに当たって、それを支えていく
役割を、難病医療拠点病院や難病地域基幹病院が担うことにより、ピアサポートが必要な患者等を
把握しやすくなるとともに、長期にわたっての活動の維持ができるようになる。
がん対策における拠点病院制度や補助制度等を参考に、難病ピアサポーターのリーダー人材養成
セミナーに係る補助制度の創設、新たな制度となる難病医療拠点病院や難病医療地域基幹病院にお
ける難病サロン等の開催の指定要件化及び患者支援に係る補助制度の創設が必要である。
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土砂災害防止対策の推進について
【内閣官房、財務省、国土交通省】

提案・要望事項
１ 本年８月の広島豪雨による土砂災害を契機に、土砂災害警戒区域の指定促進や警戒避
難体制の強化等を目的として土砂災害防止法の改正が進められている。
本県が、災害に強く、安全・安心なまちづくりを進めるためには、これまで以上に区
域指定を加速化させる必要があるため、必要な予算の確保を図っていただきたい。
２ また、土砂災害警戒区域などの土砂災害のおそれのある区域からの住民移転を促進す
るため、新たな交付金制度を創設（空き家の活用を含む）していただきたい。
【現状・課題等】
１ 熊本県内には土砂災害危険個所が１３，４９０カ所（全国約５２万５千カ所）あり、平成１７
年度から「土砂災害防止法」に基づき土砂災害警戒区域等の指定を行っている。
本県における指定率は約５４．２％（H26.9 月時点 7,310 カ所）であり、全国平均の６７．８％
（H26.8 月末時点）に比べ、遅れている状況である。
今後、本県が災害に強く、安全・安心なまちづくりを進めるためには、これまで以上に区域指
定を加速化させるため、一層の予算確保が必要である。
２ 土砂災害警戒区域などの土砂災害のおそれのある区域からの住宅移転を促進するため、国の支
援制度が構築されているものの、住民に多額の自己負担が発生することなどにより、近年、支援
制度は活用されておらず、移転自体も進んでいない。
また、一方で、住宅に占める空き家の割合は年々上昇しており、防災、防犯上の観点からも問
題がある。平成２５年１０月現在の本県の空き家率は１４．３％で、全国平均１３．５％を上回
っていることから、空き家の活用が急がれる。
【参考】
○ 土砂災害警戒避難対策事業（基礎調査）
Ｈ２７予算要望額：１２億円（国４億円、県８億円） ＊基礎調査完了（予定）
○ 土砂災害警戒区域等の年度別指定状況
（単位：箇所、百万円）
年度

〜Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26※

指定数

1,007

645

71

724

1,122

2,039

1,201

501

累計数

1,007

1,652

1,723

2,447

3,569

5,608

6,809

7,310

予算額

1,558

250

282

252

501

801

831

※H26 年度の指定数は 9 月末現在
○ 空き家率
年度

1,200

（単位：％）

Ｓ53

Ｓ58

Ｓ63

Ｈ5

熊本県

5.7

6.7

8.2

全国平均

7.6

8.6

9.4
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Ｈ10

Ｈ15

Ｈ20

Ｈ25

9.0

9.9

11.2

13.4

14.3

9.8

11.5

12.2

13.1

13.5

熊本の未来を担う子供を安心して産み育てる施策の充実について
【内閣官房、厚生労働省】

提案・要望事項
１ 多子世帯に対する保育料軽減措置に係る同時入所要件の廃止と対象施設の拡大を行
っていただきたい。
２ 男性不妊治療に対する助成の上乗せや体外受精等の特定不妊治療の医療保険適用な
ど、経済的支援を拡充していただきたい。また、不育症（２回以上の流産等により児
が得られない症例）の治療方法の研究や理解を深めるための啓発に取り組むとともに、
助成制度の創設や医療保険適用対象拡大等への経済的支援を行っていただきたい。
３ 安心こども基金を活用して本県が実施したひとり親家庭の在宅就業支援事業は、本
県の創意工夫によって、全国平均（就業率 38%、平均月収 1.6 万円）を大幅に上回る
成果（本県の H24〜25 年度事業の成果は就業率 93％、平均月収 7.6 万円）に結び付い
た。国においても、こうしたきめ細かな制度設計によるひとり親家庭の就労支援策を
構築していただきたい。
４ 子育て家庭の経済的な負担の軽減を図るため、国において子供の医療費助成制度を
創設していただきたい。
５ 家庭や地域での子育て力が低下し、子育てへの不安感や孤立感が増大している。子
育てを地域で支える社会を目指すため、子育て経験を有する元気高齢者が保育所や地
域子育て支援拠点等で活躍できる仕組みを構築していただきたい。
６ 「子ども・子育て支援新制度」の本格施行に向けて、教育・保育施設や放課後児童
クラブなどの量的拡充、職員の処遇改善や療育支援などの質の改善を行うための財源
について、国が責任を持って必要となる財源の確保を行っていただきたい。
【現状・課題等】
１ 多子世帯を対象とした、政府による保育料の軽減措置においては、認可保育所に同時に入所して
いることが要件とされており、また、この場合対象となる施設に認可外保育施設が含まれていない。
子育てに係る経済的負担を少なくするために要件緩和と対象拡大が必要である。
２ 不妊治療は自己負担額が高額で、妊娠を望む夫婦にとって大きな経済的負担となっており、更な
る経済的支援が必要である。不育症に関しては、周囲の理解が得にくいなど精神的負担も大きく、
また、医療費の一部が保険適用になっているが、助成制度はなく、治療方法等まだ確立していない
部分も多い。このため、普及啓発や治療研究の拡充、医療費助成等が必要である。
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３ 本県で実施したひとり親家庭を対象にした在宅就業支援事業が、就業率、平均月収とも全国の状
況を上回る成果を上げることができた背景には、①「地域づくり・地域再生への貢献」という観点
から、
「在宅」の範囲を「家」ではなく「地域」で捉え、事業所展開意欲を持つ事業者や企業誘致
意欲を持つ地元自治体等を巻き込んだこと、②「就業経験が少ない（＝養成に時間がかかる）
、家
事や子育てを一人で担うためまとまった時間が確保できない（＝養成に期間がかかる）
」等のひと
り親家庭の実情に合わせたフレキシブルな訓練カリキュラムを用意できたこと、そして最も効果的
だったのが、③それらの条件に対応できる事業者が、自らがひとり親を雇用する前提で、本事業に
積極的に取り組んだことにある。したがって、そうしたきめ細やかな制度設計によるひとり親家庭
の就労支援策の構築が必要である。

４ 子供に対する医療費助成については、各自治体で受給者の基準や受給内容が異なっており、自治
体間で子供が受けられる助成内容に差が生じないよう国において制度の創設が必要である。

５ 元気高齢者が保育所や地域子育て支援拠点等で活躍できる仕組みとして、児童福祉施設における
入所児童（者）処遇特別加算費について、６５歳以上への年齢要件の引上げや、児童福祉施設に限
らず地域子育て支援拠点事業や放課後児童クラブ等に拡大していくなどの措置が考えられる。

６ 平成２７年度施行予定の「子ども・子育て支援新制度」の「量の拡充」と、保育士、放課後児童
クラブ指導員等の処遇改善や保育士の職員配置基準の改善や、療育支援の充実などの「質の改善」
を実現するためには１兆円超の財源が必要とされており、新制度を着実に実施できるよう国におい
て責任を持って財源を確保することが重要である。
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グローバル人材の育成について
【内閣官房、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
概算要求額の確保を図っていただくとともに、本県では、グローバルに活躍する人
材の育成に重点的に取り組んでおり、平成２７年度の指定に当たっては、本県から申
請する高校について特段の配慮をお願いしたい。
２ 「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」地域人材育成プログラムについて
本県では、上記プログラムの実施に向け、他の地域に先駆けて産学官が連携し積極
的に取り組んできており、今年度の地域採択に当たっては、特段の配慮をお願いした
い。
【現状・課題等】
本県は、成長著しいアジア諸国との近接する地理的優位性を生かし、アジア等世界の成長と活
力を呼び込み、世界につながる熊本づくりを進めている。そのため、
「幸せ実感くまもと４カ年
戦略」の戦略の一つに「グローバルな人材育成」を掲げ、各世代・各分野に対応する様々な取組
みを実施している。
小・中学生の国際的意識の醸成のために、経済交流促進覚書を締結する台湾高雄市への小中学
生の派遣や、海外大学進学や留学を総合的に支援するため、中学生向けの英語音声教材（
「Ｉ Ｃ
ＡＮ ＤＯ ＩＴ！」
）の作成・活用、ＴＯＥＦＬスコアアップのためのＷＥＢ講座や海外進学
対策講座の開講（熊本時習館海外チャレンジ塾）
、さらには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。併せて、官民出資の「世界チャレンジ支援基金」を創設し、
若手の芸術家やビジネス人材の海外挑戦を支援する取組みも進めている。
１ スーパー・グローバル・ハイスクール事業については、県立済々黌高校が今年度の指定を受け、
グローバル人材の育成を目指したカリキュラムの開発、グローバル・リーダーの条件をテーマと
した講演会、英語力や論理的思考力の向上を目的としたディベート講座を実施するなど、着実に
取り組んでいる。また、来年度予定している、国際的な環境先進都市での環境学習を目的とした
ドイツへの海外研修についても、意欲的に準備を進めている。
このように、済々黌高校において、グローバル人材の育成へ向けた効果的な取組みが積極的に
推進されており、県内の他の高校でもグローバル人材育成への機運が高まり、来年度の申請に向
けて取組内容をさらに磨き上げているところ。今後、この取組みの一層の充実強化を図り、全県
に効果を波及していくためにも、今年度指定から漏れた本県の高校について、来年度の指定が重
要である。
２ 本県は、多くの大学が立地し、生命科学や半導体分野などの企業や技術が集積し、産学官連携
による様々な取組みが進められている。その産学官連携を基盤として、本県におけるグローバル
人材の育成の取組みをさらに発展させるため、他の地域に先駆けて、平成２７年度から実施予定
の「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」地域人材育成プログラムの実施に向けた取組みを積極的に進め
ているところであり、今年度の地域採択が重要である。
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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
【内閣官房、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。

【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、小中学校において情報端末（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Ｌ
ＡＮ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・計画的な実証研究による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､①高等学校における情報端末（タブレットＰＣ）等を有効活用した授
業等の在り方、②必要な無線ＬＡＮ・授業支援システム等の環境の整備の在り方及び③教員のＩＣ
Ｔ指導力の育成の在り方、④教育の情報化の推進のための学校の組織として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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高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人の育成について
【内閣官房、文部科学省】

提案・要望事項
「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール事業」について、概算要求額の確
保を図っていただきたい。
また、本県では、阿蘇の大自然や人吉・球磨地域の古社寺など地域のすぐれた資源
を守り後世につなげていけるよう、高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人の人
材育成が必要であることから、平成２７年度の指定に当たっては、本県から申請する
高校について特段の配慮をお願いしたい。

【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「活力を創る」を掲げ、
県経済の力強い成長をリードするため、産業力の強化が求められている。
本県において、産業力の礎となる専門的な職業人を育成するため、
「就業支援プロジェクト事
業」を実施し、県内の熟練技能者や技術者を高校へ派遣し、専門性の深化、進路目標の確立、就
業に関する意欲や自信を喚起する取組みを積極的に行っている。
○ 県内の専門高校においては、地域と連携した阿蘇の草原を守る取組みや人吉球磨地域の木造文
化財の修復、被災地への祠（ほこら）の寄贈など、生徒の特性や進路等に応じた特色ある教育活
動が実践されている。しかしながら、個別独自の取組みに留まっており、各校のレベルアップに
つながり、かつ、産業界で必要とされる高度な専門知識・技術の習得のための先導的モデルとな
る手法（カリキュラム等）が普及・確立されていない。
このような課題には既存事業では対応できないため、本事業の指定を受け、先導的な実践研究
を行うことで、県内高校のレベルアップを図るとともに、地域の産業界で活躍できる専門的職業
人の育成が図ることが必要である。
○ 以上のことから、本県では、地域産業を担う高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人の
育成を目指し、意欲的な学校がスーパー・プロフェッショナル・ハイスクール認定への申請を
考えており、本県から申請する高校に対する来年度の指定が重要である。
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地方創生のための安定的な財源の確保について
【内閣官房、財務省、総務省】

提案・要望事項
地方創生に向け、地域の実情に応じて、地方の責任と創意による実効ある対策を推
進できるよう、地方における安定的な財源の確保が不可欠である。
そのため、地方が自立して包括的に使える交付金の創設等、国の関与を最小限に抑
え、省庁の枠を越えた安定的な財源を確保していただきたい。
また、
地方創生関連施策の地方負担分及び地方単独事業分を地方財政計画に計上し、
地方交付税を充実させるとともに、特別な起債制度の創設など、十分な財源措置を講
じていただきたい。

【現状・課題等】
○ 地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服するためにも、従来の取組みの延長線上には
ない次元の異なる大胆な政策を、中長期的な観点から、確かな結果が出るまで力強く実行してい
くことが重要である。
○ 本県では、
「幸せ実感くまもと４カ年戦略」に基づき、県民一人ひとりが幸せを実感し、住み
慣れた地域で夢を持ち誇りに満ちた暮らしが送れるよう、九州新幹線の全線開業や、熊本市の政
令指定都市移行というビッグチャンスを最大限に生かした活力づくりや、アジアとのつながりを
積極的に強化し一体的に発展する施策の展開、いつまでも楽しく元気で安心して暮らせる環境づ
くりなどを進めてきた。
県としては、国の地方創生に向けた取組みを追い風と捉え、人口減少克服・地方創生に向けて、
地域の魅力や資源を最大限に生かした主体的な取組みを進め、熊本の活力を生み出すことで、九
州、さらには日本の活力につなげていきたいと考えている。
○ そのような取組みを進めていくためには、地方が責任を持ち自立して地方創生・人口減少対策
を実現できるよう財源が確保されなければならない。
地方の創意工夫を最大限に生かすためにも、各省の細かい補助金の寄せ集めではなく、地方が
自立して資金を効果的に活用できる包括的な交付金の創設等が必要である。
なお、この交付金は、地方の責任において、 稼げる農林水産業 を推進するための取組みの
後押しや、企業の地方移転等の促進や地域の雇用拡大、 地域の絆づくり や 家族の絆づくり 、
長寿の安心を実現するための医療・介護等の しごとづくり など、地方創生・人口減少の克服
のための幅広いソフト事業等に活用できるようする必要がある。
○ さらに、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能とする観点から、人口減少の克服と地方創
生のための歳出については、地方財政計画に計上し、地方交付税を充実させるとともに、地域を
総合的に支援する地方債の創設など、十分な財源措置を講じていただく必要がある。
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各種産業振興関連基金の再編・中長期的支援について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項
国の補助金を（一部）原資として各産業支援機関等に造成された標記基金につい
ては、政府に「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、今後数年間が、地方の創
生や小規模企業の振興等に国を挙げて取り組む等の重要な時期であることに鑑み、各
団体の利用状況・支援機関の意向等を踏まえ、平成２８年度以降の基金の存続等をお
願いしたい。
仮に、同基金について現計画どおり事業終了する場合においても、上記の社会情勢
等に鑑み、基金の統合化や対象事業の拡大など「新たな基金」として制度設計した上
で引き続き存続できるようお願いしたい。
【現状・課題等】
○ 平成１７年度以前に国の補助金を（一部）原資として、公益財団法人くまもと産業支援財団に造
成している各種産業振興関連基金が７種類約 36.8 億円（うち国庫 12.6 億円。金額は原資ベース。
）あり、その運用益（H25：約 0.6 億円）を活用しながら中小企業支援など産業振興に資する事業
等を実施している。
しかし、これらの基金については、
「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」
（平成
18 年 8 月 15 日閣議決定。以下「閣議決定」という。
）により、経済産業省が同閣議決定以前に造
成した基金事業の終期を平成２７年度末までとする一方、事業終了時の国補助金の返納に関する具
体の方針等が示されていない。
○ 今後数年間は、地方において日本経済を成長戦略の軌道に乗せる取組みが必要な一方、未だかつ
てなかった短期間での消費税の再引き上げが検討されるなど、社会経済情勢の変化への機微な対応
が求められる重要な時期である。よって、閣議決定の文言に基づき、同基金の利用状況・基金造成
団体の意向等を踏まえ、基金の存続及び基金事業の延長について特段の配慮が必要である。または
、仮に同基金について現計画どおり事業終了する場合においても、上記の社会経済情勢等に鑑み、
基金の統合化や対象事業の拡大など「新たな基金」として制度設計した上で引き続き存続すること
が重要である。
○ 国では、地方に強靭で自立的な経済を構築するために小規模企業の役割が重要であることから、
「小規模企業振興基本法」を策定し今年６月に公布するなど、小規模企業の振興を図る施策の充実
を進められている。
また、９月には政府に「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、国を挙げて地方の創生と人
口減少の克服に向けた取組みを、強力かつ総合的に推進することとされている。
現行の基金事業は、これら「小規模企業振興」
「地方創生・地域活性化」に貢献するものである。
平成２７年度での基金事業終了は、これら政府が先頭となって取り組む施策を推進する手段を地方
が失うことであり、政府が進める施策の方向と相反することから、単純に基金事業を終了すること
があってはならない。
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地方創生を見据えた国との連携強化について
【内閣官房、経済産業省】

提案・要望事項
国が都道府県を介せず、直接、事業者等へ交付している産業振興や中小企業支援の
ための補助金（いわゆる「空飛ぶ補助金」
）については、地方創生に向けた地域の産業
振興の観点から、申請者の申請に先立つ県との事前相談や、県の意見付与の機会の創
設等により、県の関与を高めるなど、連携強化を図っていただきたい。

【現状・課題等】
○ 第 187 回臨時国会（Ｈ26 年 9 月〜）に提出された「まち・ひと・しごと創生法案」では、地方公
共団体は、基本理念にのっとり、まち、ひと、しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、自
主的な施策を策定、実施する責務を有する旨規定されている。このため、今後の地域の産業振興や
中小企業支援等については、国と地方公共団体の更なる連携が重要となる。
○ 平成２７年度予算の経済産業省概算要求においては、人口減少下での地域経済再生に向けた５つ
の戦略が示され、雇用の場の確保・拡大、地域の経済圏の維持・活性化に取り組むこととされた。
しかしながら、当該戦略に基づく事業スキームは、国が直接、民間事業者等へ補助、委託等を行う
ものであり、県の関与の余地がない、いわゆる「空飛ぶ補助金」となっている。
○ ついては、地方公共団体が実施する事業との連携を図り、効果を最大限に発揮するため、申請者
の申請に先立つ県との事前相談や、県の意見付与の機会の創設等により、県の関与を高めるなど、
連携強化を図る必要がある。
なお、国事業の実施に当たっても、同様に幅広い情報共有を図ることが重要である。

（参考）
国や地方公共団体が行う事業概要等については、ホームページ「ミラサポ 未来の企業応援サイト」等によ
る情報提供が実施されている。
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