
１　「地方目線」の少子化対策①【基金の創設】
（内閣府、厚生労働省） 

【提言・提案事項】　制度・予算

地方の創意工夫を活かした雇用対策から結婚、妊娠・出産、子育てを通じた「地方目線」の

きめ細やかな少子化対策を一定期間（最低５年以上）集中的に展開できるよう、新たに財源を

確保し、「少子化危機突破基金（仮称）」を創設すること。

■

② 出生率が比較的高い地方において、若年者の雇用を創出し、結婚して子どもを持つこ

とができるよう、地方が創意工夫可能な仕組みで、柔軟に活用可能な財源を、継続的、

安定的に確保し、一定期間、集中的に「地方目線」の対策に取り組めるようしていくこ

とが必要です。

県担当課 子育て支援課

《課題》

①

「みえ県民意識調査」によれば、20歳から40歳代の幸福感の平均値は、既婚が未婚より■

現在の日本は、首都圏の一極集中をはじめ、都市部に若者が集まり、産業構造の変化

やグローバル化の対応に追われるなかで、どちらかといえば、保育所の待機児童への対

応など都市部での少子化対策に重点が置かれてきました。

待機児童の解消は重大かつ喫緊の社会問題ですが、地方では、若年者雇用が少ないこ

とによる所得の問題や出会いの少なさなど、都市部とは別の課題があり、また、地域・

家族の絆や女性が活躍しやすい産業などの強みがあることから、少子化に効果的な対策

は都市部とは異なります。

平成20年度第2次補正予算により、これまで総額約6千8百億円の子育て支援対策臨時

特例交付金が交付され、各都道府県が「安心こども基金」を創設しています。

しかしながら、平成22年度補正予算以降、毎年度の補正予算等でメニューの見直しや

基金の積み増し・延長が行われており、地方が継続的・安定的に事業を実施することが

できません。

また、ハード整備への支援が中心であり、事業要件や補助基準等が国により詳細に定

められていることから、地方が創意工夫を活かし、地方のニーズにきめ細かく対応した

少子化対策を実施しようとしても、使えるメニューがほとんどありません。

平成24年度から、一部は一般財源化されていますが、少子化対策を全国で展開する規

模としては不十分です。

高く、既婚では子どもがいる人の方が高く、さらに子どもの数が多いほど高くなってい

ます。また、理想の子どもの数と現在の子どもの数にはギャップが生じています。

国民の幸福感を高めるためには、結婚を望む人が結婚をして、子どもを望む人が安心

して子どもを産み育てられる地域社会づくりが重要です。

【現状と課題】

《現状》
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１　「地方目線」の少子化対策②【結婚、妊娠・出産】 
（内閣府、厚生労働省、文部科学省 ）

■

■

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

《現状》 

■

■

１ 婚活支援事業に対する助成・優遇措置 

未婚化・晩婚化は少子化の大きな要因の一つとなっています。

2件）を行い、側面的な支援をしています。

三重での田舎暮らし関連の情報を提供している県のポータルサイトにおいて、

婚活情報を提供しています。 

見直して自己肯定感を高めながら、家族観の醸成（親子関係、友人関係、地域と

の関係）や妊娠、出産の適正時期や中絶の母体への影響などについて修学するよ

う教育に位置づけること。 

婚活支援について、本県では、地域づくりに関連する既存の事業で、主体的に

取り組む市町などを支援しています。例えば、県内2市町（鳥羽市（平成22～24年 

度）、南伊勢町（平成23～24年度））において、地域づくりのための補助金の一つであ

る、「三重県地域づくり支援補助金」を活用して、婚活事業を実施しました。

一定の基準を満たした民間事業者等が実施する婚活事業への後援（平成24年度

地方自治体が実施する結婚支援事業（婚活、祝金等）に対する助成制度を創設

３ 産婦人科医、小児科医、保健師及び保育士の継続的な支援の仕組みづくり  

すること。また中小企業が従業員に実施した場合には、税制上の優遇措置を行う

産前産後の悩みや孤立感は、第２子以降の出生行動に大きな影響を与えること

から、妊娠期から地域で親子を継続して見守る仕組みが求められており、産婦人

こと。 

２ ライフプラン教育の推進 

思春期からのライフプラン教育を中学生や高校生に行うなかで、自分の育ちを

科医、小児科医、保健師及び保育士の継続的な支援の仕組みづくりに対して支援

（２）不妊症看護認定看護師の資格取得について支援すること。  

（３）不妊治療と仕事が両立できるよう、治療に関する正しい知識の普及を通じて

すること。 

４ 不妊・不育症治療への支援の拡充 

（１）不妊治療・不育症治療の保険適用の拡大など経済的な支援を拡充すること。

なお、特定不妊治療支援事業の見直しを行う場合は、十分な周知期間・経過措置

を設けること。 

周囲の理解を促進するとともに、例えば、不妊治療のための休暇制度を創設する

こと。 

５ 出産育児一時金の充実 

出産を祝福する気運を醸成するため、出産育児一時金をさらに充実すること。  

６ 周産期医療体制の充実 

産婦人科医や小児科医の不足が深刻化し、地域偏在もあるなか、安心して妊娠出

産に臨める医療環境の実現が必要であるが、地方レベルの取組には限界があり、地

域ごとに医師の定数を設けるなど、国レベルの対策を講じること。 

－3－



■

■

■

■

■

地方自治体や企業が結婚支援事業に取り組む動きが広がってきてはいますが、

出会いや結婚を望む未婚者が結婚、妊娠・出産へと進んでいけるよう、さらなる

支援体制の構築が必要です。 
② 社会人・職業人として自立が迫られる18歳までに、生涯にわたる多様なキャリ

リア形成に共通して必要な能力や態度を身に付けさせるとともに、家族の温かい

信頼関係や愛情によって互いが深い絆で結ばれているという自覚をもたせ、より

充実した家庭生活を築こうとする態度を養うことが必要です。また、家族計画の

意義やそれに伴う健康課題などについて教える必要があります。  

③ 妊娠届出時の保健師等の専門相談員の確保による早期支援の充実、産前産後に

関わる医療機関、保育所、地域コミュニティなどが連携した出産前後からの支援

体制の構築が必要です。 

④ 不育症の検査方法や治療方法を確立するとともに、不妊症や不育症の治療に係

る経済的な負担の軽減や治療機関への不妊症看護認定看護師の育成及び配置によ

る専門相談支援の充実が必要です。 

⑤ 出産に伴う経済的負担をさらに軽減するとともに、さらに、出産を祝福する気

運を盛り上げるため、出産育児一時金にかかる国庫負担を拡充し、支給額の引き

上げを行うことが必要です。  

⑥ 産婦人科や小児科に従事する医師の不足、偏在の解消には、地方レベルでの取

組だけでは限界があり、国レベルでの制度の見直しなど抜本的な対策が必要です。

また、これらの診療科については他科と比べて女性の比率が高いことから、子育

て中の医師が意欲を持って働き続けられるよう院内保育所の整備・充実や短時間

正規雇用制度導入支援等の医療機関における環境づくりの促進が必要です。  

高校教育課　小中学校教育課　保健体育課　子育て支援課　地域医療推進課　　

《課題》 

①

県担当　課名
　　　　地域支援課　南部地域活性化推進課

関係法令等　 母子保　　　　　　　健 　　法　母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱（国）　医師法 

中学校の特別活動・総合的な学習の時間、高等学校の「家庭」「倫理」及び「保

健」等において、ライフプランに関する内容を学ぶ機会はありますが、教科横断

的な取組が十分ではありません。 

出産や子育てに家族の協力を得られない、子育ての相談をしたり子どもの面倒

を見てもらえる人が近くにいないなど、子どもを育てる環境が整っていないこと

による出産や子育ての負担感や孤立感の増大は、第2子以降の出生行動に大きな影

響を与えています。

特定の不妊治療においては、医療費助成制度の見直しにより患者にとって経済

的負担が増しています。また、不育症は、治療方針が一定ではなく難解な疾患で

あることから、検査や治療の多くが保険診療対象外となっています。  

治療の選択や周囲との人間関係等の精神的負担に加え、治療を受けるための周

囲の理解も低いほか、休暇制度についても整備されていません。  

出産育児一時金は、平成22年8月の厚生労働省の全国調査における出産の平均費

用が約47万円となっていることを踏まえ、少子化対策として産科補償対象分娩の場

合は42万円に引き上げられていますが、まだ不足しています。

本県においては、人口10万人あたりの産婦人科及び小児科の医師数は全国平均

を下回り、特に分娩を取り扱う産婦人科医の高齢化が進み、50歳以上が全体の約

70％となっています。また、40歳未満における産婦人科医及び小児科医に占める

女性医師の割合はそれぞれ50％を超えています。
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１　「地方目線」の少子化対策③【育児】 
（内閣府 厚生労働省 国土交通省 ）

■

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

１ 子育て世代労働者の長時間労働削減に対する取組の推進 

《現状》 

県では、働いている人が性別や年齢等に関わりなく、いきいきと働くとともに、

家庭生活や地域貢献活動、地域づくり活動にも取り組み、仕事と生活が調和した

三重県を作るため、企業のワーク・ライフ・バランスの取組を促進しています。 

 こうした取組の結果、県が毎年実施している調査では、ワーク・ライフ・バラ

ンスに取り組む企業は年々増加しています。 

子育て世代労働者の長時間労働を減らし、家庭の時間を確保するためワーク・

ライフ・バランスを実践し成果を出している企業に対する表彰制度を、より認知

度が高く効果的な表彰制度へと刷新すること。 

また、より実効性のある措置として、子育て世代労働者の時間外労働、深夜労

働について、割増賃金率の引き上げなどを検討すること。 

２ 中小企業における仕事と家庭の両立支援や子育て支援に対する助成制度の促進  

（１）中小企業が率先して行う仕事と家庭の両立支援や子育て支援に対して、現状

の助成制度（（例）次世代育成支援促進法に基づく認定（くるみんマークの認定））

を、簡易な手続きで、支出額に応じて助成されるような制度に改変すること。  

（２）中小企業における従業員の育児休業に伴う育児休業代替要員の雇用や労働者

の労働時間の増加に対応できる税制上の優遇措置（要した費用の法人税額控除、

支援として、雇用保険の制度の枠組みを超えて、男女の区別なく育児休業を取得

（２）地方自治体が独自に実施している助成制度（医療機関の窓口での無料化（現物

給付））に対する国庫負担金の減額措置を行わないようにすること。  

５ 保育環境等の充実 

（１）子育て世代の減少が進み、子どもが減っている地域においても、質の確保され

欠損金の繰越控除の引き上げ等）を創設すること。 

３ 育児休業期間中の経済的支援の拡充 

子育ては将来への投資であることから、育児休業中の従業員に対する経済的な

する場合には、休業前の賃金の全額補償を行うこと。 

４ 子ども医療費の無料化 

（１）子育て家庭の医療費に係る経済的な負担軽減を図るため、子ども医療費の無

料化を全国一律のものとして制度化すること。 

た保育・幼児教育が受けられる支援体制の充実が重要であり、保育士を育成すると

（３）同時入所に限定せず、第２子、第３子の保育料を軽減または無料化すること。 

６ 多世代同居・近居を促進する仕組みづくり 

 家族間での扶助により、安心して子育てを行うことができるよう、多世代同居

や近居に必要な住宅の取得に対する支援制度を創設すること。 

ともに、配置基準の充実や給与を含めた処遇を改善すること。 

（２）小学校入学後の子どもを持つ親が安心して働けるよう、小規模な放課後児童

クラブ等に対しても支援を充実すること。 
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■ 県内事業所への調査（平成23年度）では、ワーク・ライフ・バランスの取組が

■

■

■

■

■

①

②

③

④

⑤

⑥ 安心して子育てができるよう、同居（近居）率を高めていくことが必要です。

積極的な事業所ほど、従業員の仕事意欲も高く、生産性も高くなる傾向があり、ワー

ク・ライフ・バランスの取組が企業経営にも役立つことがわかりました。  

本県の市町では、子どもに係る医療費助成を行い、医療費の無料化が実施され

ています。 

県では、こうした医療費助成を行う市町に対して県費で補助をしており、子ど

もの医療費助成については、平成24年9月に県補助の対象を、義務教育就学前から

小学校6年生までに拡大したところです。 

医療機関の窓口での無料化（現物給付）については、住民から要望があるものの、

実施にあたっては、国民健康保険国庫負担金の減額措置があることもあり、県内

では行われていません。 

待機児童への対応が課題となる一方、子どもが減ってきている地方においては、

安定した保育の提供が難しくなっています。また、保育士の非正規化が進むなど、

保育士の確保や保育の質の向上が課題となっています。 

子どもを持たない理由の一つとして経済的理由があり、特に3人目については、

経済的な支援が必要とされています。 

三重県内の南部地域では、所得区分は低くても同居率が高く、合計特殊

出生率が高いという現状にあります。 

県担当課 名 雇用対策課　子どもの育ち推進課　子育て支援課　医務国保課 

関係法令等 労働基準法　児童福祉法　児童福祉法施行令　国民健康保険の国庫負担金等の算

定に関する政令 

《課題》 

県では、ワーク・ライフ・バランスの取組促進のためのセミナー開催や、ワー

ク・ライフ・バランスを含む「男女がいきいきと働いている企業」の表彰・認証

制度の実施等により、企業のワーク・ライフ・バランスの取組を促進しています。

 しかしながら、県のアンケート結果では、小規模な事業所ほどワーク・ライフ・

バランスに関する取組割合が少ない傾向があるため、規模の小さな事業所の取組

促進策が必要です。

県では、引き続き子育て家庭の医療費に係る経済的な負担を軽減し、安心を確

保することを目標として、市町の医療費助成に対して県費で補助を行うこととして

いますが、それによる財政的な負担は年々重くなっています。 

全国で行われている地方独自の医療費助成制度は、国の医療制度を補完するも

のであり、経済的負担を気にすることなく、全ての子どもが安心して適切な医

療が受けられるようにするために、ナショナルミニマムの観点から、国の責任に

おいて取り組む必要があるものと考えます。 

子どもの少ない地方においても、質の確保された保育・幼児教育の提供が必要で

す。保育士の確保や保育の質の向上のためには、保育士の配置基準の充実と処遇の

改善が不可欠です。 

多子世帯における、子育ての経済的な負担を軽減することが必要です。
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「三重県内事業所労働条件等実態調査」三重県
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２　安心・安全な医療を受けることができる仕組みの構築 
（厚生労働省） 

② 今後、全国的に、修学資金貸与医師や地域枠卒業医師の増加が見込まれることから、医師
臨床研修制度と専門医制度の早期かつ一体的な見直しが必要です。

③ 在宅医療の充実には、県内各市町が主体的に取り組む必要がありますが、これから取組をは

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

県担当課名 地域医療推進課　医務国保課

関係法令等 医師法　医療法

１ 医師臨床研修制度における都道府県ごとの定員設定について、医師数の過不足の状況等を踏ま

えたものとするなどの制度の見直しを行うこと。

２ 医師の地域偏在、診療科偏在を防ぐためのインセンティブや、地域、診療科における医師の定

《現状》

じめる多くの市町にとっては、あるべき姿や財源措置、取組の方向性が明らかでなく、事業化

数、偏在是正の視点に立った専門医制度など、医師の計画的な配置がなされるためのルールを設

定すること。特に、今後新たな専門医の領域として追加される方向にある総合診療医については、

その定義を明確にするとともに、医師の偏在是正に資するものとすること。

門医の質の担保、医師の地域・診療科偏在等、多くの課題を抱え、国において新たな仕組
みの導入が検討されています。また、その中で、時代のニーズに応じて、新たに総合診療
専門医を基本領域の専門医の一つに加えていくことも検討されています。

することが難しい状況です。
④ 訪問看護ステーションの２４時間体制を充実強化していくためには、規模拡大や連携推進によ
り運営基盤を強化する必要があります。

３ 在宅医療連携拠点事業については、速やかにその成果を整理・分析し、情報提供をするととも

■ 臨床研修医の募集定員については、現在、都道府県ごとに上限が設けられていますが、

ですが、県内の訪問看護ステーションにおける常勤従事者数は平均４．４５人（全国順位４０位）
と小規模であり、また、２４時間対応体制加算での１ヶ月間の訪問回数は、人口１０万人あたり
４．２回（全国平均８．３回。４５位）となっています。（平成２３年介護サービス施設・事業所調査）

に、法的位置づけを含めた在宅医療提供体制のあるべき姿を明らかにし、財源措置を講じるなど、

研修希望者が都市に集中する傾向にある中で、首都圏などの都市部においても定員に余裕
があるため、医師不足が深刻な地方への研修医の移行がなされず、地域偏在の解消に資す
るものとなっていません。

■ 専門医制度については、現在、各領域の学会が独自基準で専門医を認定していますが、専

■ 本県では、今後、県内で勤務を開始する修学資金貸与医師等が段階的に増加する見込みで

《課題》

在宅医療を推進する制度を導入すること。

４ 在宅医療を推進するには、訪問看護の体制強化が必要であり、訪問看護ステーションについて

も、機能強化型在宅療養支援診療所のように大規模化や連携して対応する場合の診療報酬体系を

創設すること。

あり、昨年５月に設置した地域医療支援センターにおいて、医師のキャリア形成支援と医師不

① 医師の地域偏在や診療科偏在を解消し、地域医療を担う医師を安定的に確保していくには、
都道府県レベルの取組だけでは困難であることから、地域や診療科ごとの医師の定員設定や、
新たな専門医制度における資格取得条件に医師不足地域の医療機関への勤務を義務付けるな
ど、国レベルでの大胆かつ抜本的な制度の見直しが必要です。

足病院の医師確保支援を一体的に行うしくみづくりに取り組んでいます。
■ 在宅医療の充実・強化については、本県の保健医療計画（第５次改訂：平成２５年度～平成２９
年度）において、在宅医療に関する達成すべき目標等を盛り込み、地域医療再生基金等を活用
し体制整備を行っていくこととしています。

■ 在宅医療の推進には、２４時間体制を含めた訪問看護ステーションの充実が欠かせないところ
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 ※Bは三重県における求人上の必要医師数。Dは、県内の医療機関の長が必要と考える必要医師数。いずれも充足率は全国平均より低い。 

   ※  現在の募集定員の上限を超える研修医を受け入れている都市部の募集定員の上限を引き下げるとともに、地方の募集定員の上

限の引き上げを行うことで、研修医の都市部から地方への移行が見込まれる。 

 なお、全国の募集定員総数を研修希望者の総数レベルに引き下げる等の見直しを行う場合は、一律の削減ではなく、都道府県 

別の募集定員を医師不足地域に多く配分するような方法とすることが必要。 

【資料４】本県における総合診療医育成の取組状況 

   全国でプライマリ・ケア連合学会が認定する家庭医療専門医は229名（平成24年1月第4回専門医

のあり方に関する検討会資料データ）。 

本県では、地域医療再生基金を活用し、三重大学、県立一志病院など、県内５箇所の総合診療医育成拠 

点整備（カンファレンスルーム・宿泊施設整備、テレビ会議システム導入等）と医療機関同士のネットワー 

クの構築を支援。 

※ 総合診療専門医とは（専門医のあり方に関する検討会報告書（案）（平成25年3月）より抜粋） 

「総合診療専門医」の定義を、例えば「頻度の高い疾病と傷害、それらの予防、保健と福祉など、健康に関わる幅広い問題に 

ついて、我が国の医療体制の中で、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供できる医師」とすることが適当。 
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【資料１】三重県内の医師数等の状況（平成22年末現在）

【資料２】病院等における必要医師数実態調査結果（平成22年6月1日現在） 

現員医師数
A

必要求人医
師数 B

充足率
C=A/(A+B)

必要医師数
D

充足率
E=A/(A+D)

全国 167,063 18,288 90% 24,033 87%

三重県 1,982 312 86% 400 83%

○三重県では、人口10万人あたりの医師数が全国平均より少ない（都道府県順位 37位）。 

○全国平均との差は診療所よりも病院の方が大きい（都道府県順位 病院44位、診療所22位）。 

○病院では、伊賀、東紀州、北勢、伊勢志摩地域の順に医師数が少ない。他方、診療所については、 

伊賀、北勢地域以外は、医師数が全国平均を上回っている。 

○診療科別でも、外科、小児科、麻酔科の全国順位は、順に41位、38位、46位となっている。 

【資料３】医師臨床研修制度の見直しイメージ 

＜現状のイメージ＞ 
＜見直し後のイメージ＞ 
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３　文化施設等の地方独立行政法  人化
（総務省、文部科学省）

②

県担当課名 文化振興課  

関係法令等 地方独立行政法人法 地方独立行政法人法施行令

本県では新県立博物館の整備（平成２６年春、津市内に開館予定）を契機に、

【現状と課題】

《現状》 

■

① 文化施設等の運営手法としては、直営、指定管理者制度及び地方独立行政法

【提言・提案事項】　制度・予算

 地域の実情に応じて文化施設等の運営手法が選択できるよう地方独立行政法人

の対象業務に文化施設等の管理運営を加えること。 

取り組んできましたが、施設間で連携の意識が十分共有されず、また、ゾーン

全体をコーディネートする機能が十分でなかったことから、施設（専門分野）

を超えた総合的な事業展開や集積の効果が十分に発揮できていない状況です。

人制度の３つが考えられますが、効率的・効果的な行政サービスを提供するた

め、地域の実情に応じて選択できるようにする必要があります。

文化施設が集積している周辺地域を「文化交流ゾーン」と捉え、文化芸術活動

や生涯学習活動の中核的な拠点を形成したいと考えています。

■ これまでも各施設が一体的な情報発信や共通テーマによる連携事業の実施に

経営努力が反映されること」及び「学芸業務等の継続性・専門性・計画性を担

保できること」の３つを基本的な考え方として検討しており、地方独立行政法

人制度の活用も選択肢の一つと考えています。しかしながら、国では文化施設

等の管理運営を行う独立行政法人が設置されているものの、現行の地方独立行

政法人制度では文化施設等の管理運営は対象業務とされていません。

指定管理者制度の活用にあたっては、次のような点が懸念されます。

・ 指定期間が限定され、指定管理者の交代の可能性があることから、事業の

■ 文化施設等の運営手法については、「文化交流ゾーン」の魅力や付加価値の増

加に向けて、「一体的に組織運営や事業が行えること」、「経営の自由度が高く、

■ なお、過去に大阪市が博物館施設の地方独立行政法人化について２度に渡って

構造改革特区提案を行っていますが、指定管理者制度の適切な運用で十分対応

可能であるなどの理由から、提案への対応は困難であるとの回答がなされてい

ます。

《課題》 

継続性、専門性、計画性が担保されず、また、学芸員等の専門職員の確保・

・ 全部指定管理により業務の継続性等を担保するためには職員派遣が必要で

あるが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律によ

り、職員の派遣及び派遣期間等に制度上の制約がある。

育成が難しい。

・ 一部指定管理（学芸業務は直営とし、その他の業務を指定管理とする方式）

では、業務の分担や責任の範囲が不明確になったり、指定管理者が施設の

経営において自由度や独自性を発揮できる範囲が限られる。
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図書館（※）

（直営）

新県立博物館

（直営）

総合文化ｾﾝﾀｰ（※） 
（指定管理）

文化交流ゾーン 

美術館  

（直営）

図書館（※）

新県立博物館 

総合文化ｾﾝﾀｰ（※） 

文化交流ゾーン 

美術館

地方独立行政法人 

地方独立行政法人制度を活用し、「文化交流ゾーン」 

を構成する各施設を一体的に運営 

現状の課題

 施設間で連携の意識が十分共有され

ていない

 ゾーン全体をコーディネートする機

能が十分でない

施設（専門分野）を超えた総合的

な事業展開や集積の効果が十分

に発揮できていない

指定管理者制度の課題

＜全般＞業務の継続性、専門性、計画性

が担保されない

＜一部指定管理＞責任の範囲が不明確、

経営の自由度や自主性に限界あり

＜全部指定管理＞業務の継続性等を担

保するためには職員派遣が必要であ

るが、制度上制約あり

「文化交流ゾーン」のめざす姿 

地方独法化のねらい 

「文化交流ゾーン」の魅力や付加

価値の増加に向けて、施設の連携

を一層強化して相乗効果を高め、

集積の効果を発揮

より多くの人が訪れ、さまざまな

文化に接し、感性を高めることが

できるような場 

運営に係る基本的な考え方 

(1) 一体的な組織運営・事業実施

(2) 経営の自由度向上、経営努力

の反映 

(3) 学 芸 業 務 等 の 継 続 性 ・ 専 門

性・計画性の担保 

（※）総合文化センターは文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センター及び図書館で構成

される複合型文化施設です。なお、図書館は他の施設と運営手法が異なるため、上の図では、

独立して表記しています。
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４　リニア中央新幹線の東京・大阪間の全線同時 開業 
（国土交通省）

■ ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の東京・大阪間のうち、東京・名古屋間につ

■

■

■

②

③

④

県担当課名 交通政策課 

関係法令等 全国新幹線鉄道整備法 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

【現状と課題】

《現状》 

いては、平成23年に公表した「計画段階環境配慮書」において、概略のルート

や駅位置を示し、環境影響評価を進めています。 

現在のＪＲ東海の計画では、平成39年に東京・名古屋間を開業し、その後、経

営体力を回復した上で、平成57年に大 阪まで整備するとしています。

本県では、県と県内関係市町等で構成する「リニア中央新幹線建設促進三重

県期成同盟会」での活動を中心に、沿線の都府県で構成する「リニア中央新幹

線建設促進期成同盟会」においても、その一員として、連携・協力して、全線

同時開業に向けた取組を進めています。 

全線同時開業に向け、本県と同じ中間駅設置予定県である奈良県や両県の経

済団体との連携を強化するとともに、紀伊半島知事会議においても議論を行い、

取組を展開しています。 

リニア中央新幹線の整備効果が遺憾なく発揮されるためには、東京・大阪間

の全線同時開業が必要です。 

リニア中央新幹線の東京・大阪間の全線同時開業は、ＪＲ東海の経営努力だ

けでは実現が困難であることから、国による積極的な関与が不可欠です。

名古屋・大阪間のルートは、整備計画に基づき、東海道新幹線のリダンダン

シー機能を備えた三重・奈良を通るルートとすることが重要です。

名古屋・大阪間の中間駅は、その便益が紀伊半島全体に拡がるような、交通

結節性の高い位置への設置が重要です。また、ＪＲ東海による早期の駅位置の

決定・公表が必要です。

１ リニア中央新幹線の東京・大阪間の全線同時開業を実現するための具体策を早

急に検討し、方策を示すこと。 

２ リニア中央新幹線は、災害リスクへの備えとするため、東海道新幹線のリダン

ダンシー機能を備えたルートである三重・奈良ルートとすること。 

３ 名古屋・大阪間の中間駅は、その便益が紀伊半島全体に拡がるような、交通結

節性の高い位置に設置すべきであり、早急に駅の概略位置を決定し、公表するこ

と。 

－15－



2014年度（平成26年度）  東京・名古屋間工事着工 

2027年 （平成39年）   2045年（平成57年） 
名古屋開業 大阪開業

【ＪＲ東海の計画】

１８年後 

【東京・大阪間の所要時間】

【リニア中央新幹線ルート概念図】 
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５　新たな担い手総合支援及び直接支払い制度の的確な構築 
（農林水産省） 

④ 現行制度は、法制化されておらず、継続性が確保されたものになっていません。

【提言・提案事項】　制度・予算

国においては、「攻めの農林水産業の展開」に向け、平成25年1月に推進本部が立ち上■

県担当課名 農産園芸課　畜産課　農産物安全課　農業基盤整備課 

関係法令等 農業者戸別所得補償制度実施要綱　中山間地域等直接支払交付金実施要領、 

農地・水保全管理支払交付金実施要綱　環境保全型農業直接支援対策実施要綱 

新たに検討されている、経営所得安定制度を中心とする「担い手総合支援」及び農業の

多面的機能を評価した「直接支払い制度」の創設に際して、 

１ 「担い手総合支援」については、「コメに加えて麦・大豆、畜産、野菜・果樹など複合

理解が難しいとの評価が多かったことから、新たな制度は、農業者にとってわかりや

すく取り組みやすいものにする必要があります。来年度から、新制度が導入される場

合、本年秋から始まる麦作などの営農準備に間に合うよう、早期に制度設計を行うと

ともに農業者や地方自治体等に対して十分な周知を図る必要があります。

【現状と課題】
《現状》 

的に取り組む経営体」に加え、それぞれの品目の専業経営体についても支援対象とする

こと。また、地域の実状に応じ、茶や花き花木など、地域の判断で対象品目を追加でき

る柔軟な制度とすること。 

２ 「直接支払い制度」については、国土保全や水源涵養など、国民全体が恩恵を受ける

農業の多面的機能の維持増進が目的であることを踏まえ、地方負担の軽減を図ること。 

３ 農業者が計画的・安定的に農業経営に取り組めるよう、両制度を法制化するとともに、

わかりやすく、取り組みやすい制度を、営農準備等にも配慮して早期に構築すること。 

げられ、農山漁村における経済成長と多面的機能の発揮が図られるよう、具体的な施

策の検討が行われているところです。

■ 本県は、水田の割合が7割を超え、米、麦、大豆などの生産を行う水田農業が中心と

なっています。また、農業産出額については、米、麦、大豆などの水田作物、野菜や

果樹、茶、花き花木などの園芸特産物、畜産物がほぼ3割ずつを占めています。

■ このような中、農業者は、米、麦、大豆などについて、国の所得補償制度を活用し、

需要に応じた生産を進めてきました。また、野菜や果樹、畜産物について、価格安定

制度などに参加し、経営の安定に取り組んできました。

■ 農業の多面的機能の維持増進に向けては、農業者が、国の中山間地域等直接支払制

度や農地・水保全管理支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金を活用し、農地の

保全・管理等に取り組んでいるところです。

《課題》 

① 「担い手総合支援」については、地域の担い手である意欲あるすべての農業者が、

③ これまでの国の所得補償制度は、交付の基準や仕組みなどが複雑で、農業者からは

品目を問わず、その努力に応じて十分な所得を確保し、経営を持続的に発展させるこ

とができるよう、制度を構築することが望まれます。

② 「直接支払い制度」については、農業の多面的機能の維持増進を図り、国民全体に

その恩恵を持続的に提供していく制度であることから、すべての地域で取組が進むよ

う、地方負担を軽減することが必要です。
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■三重県における農業の現状と新たな制度設計に向けた要望

①

② 提言１ 

③ 茶、花き花木等、地域にとって重要な品目を、地域の判断で追加できる
柔軟性が必要 

④ 多面的機能に着目した直接支払制度は、全ての地域で安定的に取り組
提言２ 

26 年産麦の播種準備を始める 25 年 9 月頃までに、制度設計が行わ
れ、農家に周知されることが必要 提言３ 

⑧ 農地を農地として維持する新たな直接支払制度も、農家にわかりやすく、
取り組みやすい制度とすることが必要 

⑨ 担い手総合支援、直接支払制度の法制化による事業の継続性が必要

⑤

⑥

⑦

１ 水田率が 75％で水田農業が基幹、しかし担う農家の大半は兼業 

２ 集落営農組織や大規模経営体の大半は、米・麦・大豆等の複合経営 

３ 米と園芸・畜産との複合経営は少ない 

４ トマト・イチゴ・花き等の施設園芸、ミカン・ブドウなどの果樹、茶、花木、

畜産は、大規模経営体による専業経営 

５ 中山間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払交付金、環境保全型農業直

接支払交付金を活用した多面的機能の保全活動が定着 

(1)経営所得安定対策の定着で水田農業経営は安定、大規模農家が増加 

(2)水田での麦、大豆、新規需要米の作付けが増大 

(3)野菜の価格安定制度には面積要件等があり、活用できる県内産地は少ない

(4)果樹に価格安定制度はなく、改植などが中心対策 

(5)茶、花き花木にも価格安定制度はなく、近年の販売価格の低迷で経営は厳しい

(6)畜産には価格安定対策があるが、輸入飼料の価格高騰などが急速に経営を圧迫

(7)直接支払制度は、農地や農業用水の適正管理、耕作放棄の未然防止に効果大

しかし、支払う交付金の 1/2 を地方が負担する必要があり、地方の財政負担が大

園芸作物では、米との複合経営に加え、専業経営にも、経営所得安定
対策の導入が必要 

畜産の専業経営に対して、早急に経営所得安定対策の導入が必要

まれるよう、地方の負担を軽減することが必要 

経営所得安定対策は水田農業では不可欠

農家に定着している経営所得安定対策の改変には、わかりやすさが重要
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６ 国内産業の競争力強化につながる工業用水道
　施設整備の推進 

（経済産業省）

■

■

②

③

県担当課名 工業用水道事業課　企業誘致推進課 

関係法令等 工業用水道事業法　工業用水道事業費補助金交付規則 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

経済のグローバル化が進展するなか、国内の量産型工場については海外への■

本県の成長戦略として、県内に立地している「高度部材」産業に対する支援と、

その強みを活かした成長分野の企業誘致、また、国内での「研究開発」やそれ

に伴う「量産試作」を行う「マザー工場」などの高付加価値製品を扱う企業の

支援が必要です。

また、このような高付加価値製品を扱う企業を支える部品・素材・加工など

を担う高い技術力を持つ基盤産業（立地済みの企業）も同時に育成していくこ

とが必要です。

さらに、「ものづくり日本」を支える企業の、国内での立地、生き残りを支

援するため、インフラにかかるイニシャルコストとランニングコストの低減を

図ることが重要です。

１ 工業用水道整備事業にかかる新しい補助制度の創設にあたり、補助対象として

進出に一層拍車がかかっており、新興国においては高性能な生産設備の導入に

【現状と課題】

《現状》 

より、一定の品質での生産が容易になっています。

検討しているマザー工場等の「高次の産業」には、「成長産業」や「付加価値の高

３ 新規企業の低立地時代にあっては、複数企業を対象とした補助制度でなく、 

新規立地や立地済み企業も含めて１社であっても対象とすること。 

４ 様々な環境変化により枯渇が懸念される地下水等から工業用水道へ転換を図ろ

うとする場合も対象とすること。 

５ 企業のコスト競争力の向上や国内での高付加価値工場への転換を支援するため、

新制度では、現行の補助率（３０％）を補助要綱上限の補助率４５％とすること。

また、韓国、台湾などの一部アジア諸国は、近年の技術開発力の向上により、

い製品づくりを行う企業」についても支援する制度とすること。 

２ 工場を新設しようとする企業に加え、日本のものづくりを支える「高度部材」

を製造する企業や、部品・素材・加工などの基盤産業についても対象とすること。 

日本のものづくりを脅かす存在にもなってきています。

さらに、国内での工場立地件数は、工場立地動向調査の結果をみても、高度

成長期や、バブル成長期の山を経て、近年は低水準が続く状況となっています。
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地下水から工業用水道への転換を検討する県内
医療製品製造 Ａ社

こうした企業を支え、ものづくり産業の国際競争力強化を図る制度が必要！！
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７　安全な県土の構築と地域の成長力を支える
　道路ネッ トワークの形成 

（国土交通省）

■

■ 定住人口が減少傾向にある地方において、交流人口の拡大や効率的な都市形

②

③

県担当課名 道路企画課 道路建設課 都市政策課 

関係法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱等 

【提言・提案事項】　制度・予算

南海トラフ巨大地震の発生の切迫性が高まるなか、わが国有数の多雨地帯で

【現状と課題】

《現状》 

■

南海トラフ巨大地震や台風、豪雨等による災害が危惧されている地域におい

成によりその影響を緩和し、地域の活力を取り戻すことが求められています。 

《課題》 

①

１ 災害に強いネットワークの確保による命を支える道づくりを推進すること。

（１）紀伊半島の「新たな命の道」となる紀勢自動車道及び熊野尾鷲道路の着実な

整備推進 

（２）ミッシングリンクとなっている未事業化区間（熊野大泊 ＩＣ～すさみ ＩＣ間の 

６８ｋｍ）の早期事業化 

２ 大都市圏、中心都市間におけるネットワークの強化による地域を支える道づく

りを推進すること。 

（１）新名神高速道路、東海環状自動車道（西回り区間、特に県境部）の着実な整

備推進 

（２）国道１号北勢ＢＰ、国道２３号中勢ＢＰ、国道１号桑名東部拡幅などの直轄国道

の整備推進 

３ 命や地域を支えながら地域間の交流拡大や効率的な都市形成を促進する道づ

くりを支援・推進すること。 

（１）名神名阪連絡道路、鈴鹿亀山道路の早期実現のための計画検討の推進 

（２）伊勢志摩連絡道路（第二伊勢道路[Ｈ25 年度供用]・磯部ＢＰ）、四日市イン

ターアクセス道路の整備推進に必要な予算の確保 

（３）松阪公園大口線など街路事業や近鉄名古屋線（川原町駅周辺）連続立体交差

事業の推進に必要な予算の確保 

ある本県において、甚大な災害発生時の救助・救援活動や復旧・復興支援の基

盤となる「命の道」として、高速道路等の整備等が求められています。 

県内の幹線道路の整備は道半ばであり、東名阪自動車道、国道１号・２３号な

どで交通渋滞が多発し、地域の成長力を支える基盤として、交通渋滞の解消に

資する幹線道路とこれらに連絡する道路の整備が求められています。 

て、国土の強靭化に資する高速道路の未事業化区間の早期事業化等、災害に強

いネットワーク機能の早期確保が必要です。 

本県の北・中部地域において、中部圏と近畿圏を結ぶ大動脈、大都市や中心

都市間の連絡など地域の成長力を支える広域ネットワークの形成が必要です。 

県内の主要都市間を連絡するなど、地域の生活を支える道路ネットワークの

強化が必要です。 
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幹線道路網の整備推進 

新宮紀宝道路（熊野川河口大橋） 

平成２５年度新規事業化へ 

平
成
２
５
年
４
月
完
了

－22－



42
奈良県

熊野大泊ＩＣ  尾鷲南

三木里

熊野大泊

三重県

42
新宮南 新宮紀宝道路（熊野川河口大橋） 

平成 25 年度新規事業化へ 

紀伊勝浦
和歌山県  

太地
すさみ 

早期事業化！ 

未事業化区間  

三重県・和歌山県

合計 : 約 68km 

 未事業化区間（新宮～熊野大泊間）は、代替性  確保のための道路
ネットワークの整備が必要 

三重県

熊野市 凡例

一一般般国国道道（（直直轄轄国国道道））

一一般般国国道道（（補補助助国国道道））
熊野市役所 主主要要地地方方道道

一一般般県県道道

主主要要拠拠点点

集集落落

事業中

至 田辺 ルーﾄ帯

紀南病院

熊野川

紀宝町役場
新宮南  熊野大泊  

至 松阪

国道４２号の約７割の区間が浸水

海山  

尾鷲北
H２４年度  

新規事業化  

未事業化区間  

（三重県） 

約 30 km 

紀宝町

(財)新宮病院

御浜町

熊野病院

津津波波想想定定区区域域
（（三三重重県県HH2233..1100版版、、和和歌歌山山
県県HH1177..44版版））

新宮市消防本部

新宮市役所

紀 伊半島の「新たな命の道」の整備推進によるミッシングリンクの解消
～大規模災害に備えたアンカールートの整備～ 

未事業化区間（和歌山県）

約 38 km

近畿自動車道紀勢線  新宮～熊野大泊  L=約30km 早期事業化  

新宮紀宝道路（熊野川河口大橋） 

L=2.4km 平成 25 年度新規事業化へ 

和歌山県

新宮市

新宮市立医療センター

御浜町役場

熊野維持出張所

熊野市消防本部

※ 東海・東南海・南海地震同時発生時における津波浸水予測  図
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→新名神から合流 

至 亀山 

至 名古屋

新名神高速道路 
(四日市 JCT-亀山西 JCT) 

 東名阪自動車道の 

慢性的な渋滞 

 

亀山ＪＣＴ付近 

平成 30 年度供用 平成 27 年度供用 

亀山西ＪＣＴのﾌﾙｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ化 

本線と同時供用を！ 

新名神 

高速道路 

東名阪自動車道 

東名阪自動車道 

（四日市 JCT－亀山 JCT） 

渋滞回数(2012 年) 

NEXCO 中日本管内の主な 

渋滞発生箇所の渋滞量 

(2012 年ﾃﾞｰﾀ) 

開通前の４.５倍に！ 

早期整備推進！ 

1200

1000

800

600

400

200

0

開通前 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

開通５年後：2012.3.1～2013.2.23 

 高速道路としての機能不全 

ミッシングリンク！ 

新名神高速道路 

H20.2.23 供用 

(仮)鈴鹿 PA ｽﾏｰﾄ IC ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽ 

（仮）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ 

本線と同時供用を！ 

ワースト１位！ 

※渋滞量（km･時間） 

＝最大渋滞(km)×渋滞継続時間÷2 

【東名阪道】

四日市地区

【東名】

大和TN付近

【中央道】

調布地区

【中央道】

小仏TN付近

四日市～亀山JCT 12400

11500

8500

7800

5000 10000 150005000 10000 15000

1 1 5 0 0

8 5 0 0

7 8 0 0

12400

 新名神高速道路の整備推進 
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四日市市自治会連合会、鈴鹿市自治会連合会、

四日市商工会議所が集めた「北勢バイパスの早

期完成を求める署名」合計数 

１２６,４３０名 
（平成 22 年 8 月に国土交通省へ提出） 

市民・経済界・行政ともに、国道１号北勢バイ

パスの早期完成を強く望んでいます！ 

建設促進ステッカー  

国道２３号の渋滞状況（津市内） 

中勢 BP 並行区間の 

渋滞損失時間は、 

三重県内の国道平均の 

最大３～８倍に相当 

H24.2.5 供用区間の状況 

日あたり約１万２～３千台が利用！ 

周辺道路の混雑緩和に貢献！ 

国道１号の渋滞状況（四日市市内）

北勢 BP 並行区間の 

渋滞損失時間は、 

三重県内の国道平均の 

最大９～１１倍に相当  

納所
のうそ

交差点（立体交差化） 
H24.12.9供用 

大幅に渋滞が緩和

整備推進！ 

早期事業化！ 

 整備推進！ 

国道１号 北勢バイパスの整備推進と未事業化区間の早期事業化 

 国道２３号 中勢バイパスの整備推進 
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東海環状自動車道（西回り）L=77km

事業中L=1.7km 事業中 L=12.7km 事業中 L=17.9km
整備促進！

H32年度供用

予定

H32年度供用予定

四日市

四

日

市

北

JCT

東

員

IC

大

安

IC

北

勢

IC 養

老

IC
四

日

市

市

桑

名

市

東

員

町

い

な

べ

市
海

津

市

県境
三
重
県

岐
阜
県

至　桑名

H27年度供用

予定 トンネル L=4.7km

南濃北勢線

冬季通行止め

今年で７９歳！
*1934 年(昭和 9 年竣工)

 整備推進！ 

 東海環状自動車道（西回り区間、特に県境部）の整備推進 

至　名古屋
至 豊田

 国道１号 桑名東部拡幅（伊勢大橋架け替え）の整備推進 
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その他 

約42% 

鈴鹿亀山地域 

約25% 

（約2兆4千億円） 

津市 

約8% 
四日市市 

約25% 

三重県全体約9兆8千億円 

[製造品出荷額構成比] 

※三 重 県 内

 三重・滋賀協力のもと名神名阪連絡道路（特に名阪国道～新名神高
 速道路間約１０ｋｍ）の国による早期事業着手を 

名阪国道（奈良県・三重
県）は、全国の高速道路・
自動車専用道路の中で、
１kmあたりの死亡事故発
生件数が日本一 ！ 

１

国への要望活動（三重県も参加） 

四日市市 四日市ＩＣ

1

23

鈴鹿市
1

25

鈴鹿ＩＣ

　市役所

亀山市
亀山ＪＣＴ

1

23

亀山ＩＣ

亀山市

25

伊勢関ＩＣ

 津市 フ ジク ラ 

芸濃ＩＣ
市役所 フォーラム開催  

太田大臣からのメッセージ 

凡例

23
：環状道路

：広域防災拠点等

：工場集積地
津ＩＣ

：浸水想定エリア

本田技研工業 (株 )鈴鹿製作所にて製作

されている「Ｎ  ＢＯＸ」が平成２４年度

軽自動車販売台数Ｎｏ．１ 

同社ホームページより 

○

○

「リダンダンシーの確保」高速道路（名神・新名神・名阪国道）の不通時の信頼性向上

「南北軸の形成・圏域の一体感の強化、１時間圏、３００万人口圏の成立」

地元の行政や市民は名神名阪連絡道路の 
早期事業化を強く望んでいます！ 

名阪国道  
(上柘植 IC 付近 )  

甲賀大原地域市民ｾﾝﾀｰ 

 鈴鹿亀山道路の国・中日本高速道路による整備協力を 

　広域防災拠点

　（中勢拠点）

　県庁舎

23

鈴鹿市

  広域防災拠点

　  （中勢拠点サブ）

津市

光ファイバ用融着機
世界１位  

民間団体「名神名阪連絡道路の整備区間指定を実現する会」

が集めた署名数   ２０,４０５名

（伊賀地域  ５ ,１８３名 (平成２２年１０月 )）  

（甲賀地域  １５ ,２２２名 (平成２０年７～８月 )）  

啓発看板等の設置  

民間団体「名神名阪連絡道路の整備区間指定を実現する会」

の設立  

伊賀地域：平成２０年１２月設立  

甲賀地域：平成１９年１１月設立  

地元の行政や市民は鈴鹿亀山道路の 
早期事業化を強く望んでいます！ 

国への要望活動  
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 街路事業、連続立体交差事業の推進に必要な予算の確保を 

N

津波による道路
の寸断

　　　津波浸水予想区

伊
勢
志
摩
連
絡
道
路

磯部バイパス
L=2.5km

H24
新規着手！

第二伊勢道路
L=7.6km

　　　　　　　　　　　　　高速道路　等

　　　　　　　　　　　　　一般国道

　　　　　　　　　　　　　主要地方道

　　　　　　　　　　　　　一般県道
（事業中）

（事業中）

（事業中）

（事業中）

　　　　　　　　　　　　　地域高規格道路

H25･秋
全線供用！

伊勢志摩広域防災拠点

サンアリーナ周辺

緊急消防援助隊集結場所

磯部ふれあい公園

志摩市防災拠点

磯部支所周辺

鳥羽市防災拠点

鳥羽志摩クリーンセンター内

津波による道路
の寸断

▲鳥羽市内の渋滞状況
（鳥羽市駅前）

▲鳥羽市街の状況（鳥羽市駅前）
海岸の直背後を国道が走り、津波
による道路寸断の恐れがある。

167

167

４２

■　位置図

四日市インターアクセス道路
（四日市湯ノ山道路）

伊勢志摩連絡道路
（第二伊勢道路、磯部バイパス）

三重県内では、四日市インターアクセス道路（四日市湯ノ
山道路）、伊勢志摩連絡道路（第二伊勢道路、磯部バイ
パス）の整備を推進中！！

伊勢志摩連絡道路の概要 

三滝川三滝川

国
道
１

号

川原町駅

海蔵川海蔵川

連立連立事業区間事業区間
Ｌ＝Ｌ＝680680ｍｍ

河川事業区間河川事業区間河川事業区間河川事業区間

国道４７７号国道４７７号

国道３６５号（四日市関ヶ原線）国道３６５号（四日市関ヶ原線）

松阪公園大口線踏切除却、近鉄名古屋線連続立体交差を推進中！！

【近鉄名古屋線（川原町駅付近）連続立体交差事業概要図】

：踏切除却：踏切除却

▲川原町第１号踏切渋滞状況

近
鉄
名
古
屋
線

地域高規格道路の整備推進に必要な予算の確保を 

四日市インターアクセス道路（四日市湯ノ山道路）、伊勢志摩連絡道路（第二伊勢道

路、磯部バイパス）の整備を推進中！！ 
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８　四日市港の安全・安心の確保に向けた取組に対する
　支援の強化 

（国土交通省）

四日市港の海岸保全施設は、臨海部に広がる日本有数の石油化学コンビナー

四日市港は、中部地域を中心とする背後圏の産業を支える国際拠点港湾とし

③

④

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》
①

【現状と課題】
《現状》 

■
ト群やその背後の市街地を防護しており、背後地の住民の安全・安心を確保す
る上でも重要な役割を担っています。

■

老朽化が著しい港湾施設については、物流機能を維持するための施設の維持

海岸保全施設の耐震化整備を進めていますが、財源の確保が困難なため事業
進捗が遅く、事業の推進には、さらなる財政支援が必要です。また、民間企業
が管理している海岸保全施設の老朽化対策及び耐震化対策については、整備を
行う民間企業の負担が大きいため施設の耐震化が進んでいません。

②

県担当課名 四日市港管理組合 

関係法令等 海岸法　社会資本整備総合交付金交付要綱　国際航海船舶及び国際港湾施設の保

安の確保等に関する法律 

１ 南海トラフ巨大地震発生の切迫性が高い地域における施設の耐震化対策及び老

朽化対策に対する支援の拡充を図ること。 

（１） 海岸保全施設の整備に対する支援の充実 

補修を行っていく必要がありますが、多額の費用を要し、本組合だけでは財源
の確保が困難なため、整備が進んでいません。施設の維持補修を円滑に進めて
いくためには、さらなる財政支援が必要です。

臨港道路霞４号幹線の事業進捗（事業費ベース）は、平成２４年度末現在、約４
割にとどまっていますが、早期供用に向けた整備促進を図るため、今後、十分
な予算の確保が必要です。
保安施設の維持管理や新設には多大な費用を要しますが、国の支援はなく、

全額を本組合が負担しており、保安施設が非収入施設であることもあって、財
政的に大きな負担となっていることから、財政支援が必要です。 

て、物流機能を維持する重要な役割を担っており、災害時に緊急物資等の輸送

■ また、改正ＳＯＬＡＳ条約に対応したテロ行為等の防止のため、法定の保安対策
として、国際航海船舶が使用する四日市港内の公共岸壁にフェンスやゲート、
監視カメラ、照明等の保安施設を整備・運用しています。 

・耐震化対策を行う海岸事業の国費率を引き上げること。（１／２→２／３) 

（３） 臨港道路霞４号幹線の早期供用のため、直轄港湾改修費の予算確保を図る

こと。 

２ 港湾におけるテロ対策等の保安対策に対する支援の充実を図ること。 

・保安対策のための施設の整 備、改修、維持管理等への補助制度を創設すること。

ネットワークを担う県内最重要の港湾となっています。
■ 現在、整備を進めている臨港道路霞４号幹線は、災害時に霞ヶ浦地区から背後
地へのアクセスのリダンダンシー機能を確保する重要な役割も担っています。

・民有施設の耐震化事業を行う民間企業への支援制度を創設すること。 

（２） 港湾施設の維持補修に対する支援の充実 

・港湾改修事業の国費率を引き上げること。（１／３→１／２） 

・維持浚渫に対する補助制度の創設、直轄施工化、適債条件の緩和を行うこと。 
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＜課題＞ 

■耐震化整備の事業進捗が遅い

■民間企業の負担が大きすぎる
コンビナート 

コンビナート 

コンビナート

耐震対策必要施設 6.1km 

（H24 年度整備延長 52ｍ） 

うち民有施設 1.0km(未整備) 

＜課題＞ 

■保安施設の維持管理や新設

における費用負担が大きい

港湾におけるテロ対策等

の保安対策に対する支援

の充実 

＜課題＞ 

■背後地へのアクセス道路が

霞大橋１本のみ

■事業進捗が遅い

臨港道路霞４号幹線の 

整備の促進 

霞４号幹線 

霞大橋 

霞ケ浦地区 

みえ川越 IC 

監視カメラ  

海岸保全施設の整備に 

対する支援の充実 

保
安
対
策
の
取
組
例 

市街地 

＜課題＞ 

■施設の老朽化による港湾機能の

低下と維持コストの増大

■定期的に発生する航路・泊地の

維持浚渫の実施費用の確保

経年劣化が進み 

取替が必要な防舷材 

貫通孔があり、補

強が必要な鋼管

桟橋式岸壁の下面

鉄筋コンクリートの劣化 

70% 80% 90% 100%

５０年以上(37%) ３０年から５０年(49%) ３０年未満

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

◎四日市港における係留施設の建設経過年数 

港湾施設の維持補修に 

対する支援の充実 

ゲート  フェンス

海岸保全施設の耐震化対策及び老朽化対策 
耐震化対策を行う海岸事業の国費率を引き上げること。（１/２→２/３) 

民有施設の耐震化事業を行う民間企業への支援制度を創設すること。 

港湾施設の維持補修 
港湾改修事業（統合補助）の国費率を引き上げること。（１/３→１/２） 

維持浚渫に対する補助制度の創設、直轄施工化、適債条件の緩和を 

行うこと。 

臨港道路霞４号幹線の整備 
臨港道路霞４号幹線の早期供用のため、直轄港湾改修費の予算確保を 

図ること。 

港湾の保安対策 
保安対策のための施設の整備、改修、維持管理等への補助制度を 

創設すること。 
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９　南海トラフ巨大地震対策特別措置法（仮称）の制定などの
　防災・減災対策の強化・推進

（内閣府、文部科学省、経済産業省、国土交通省）

■

■

②

③

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

東海地震、東南海・南海地震が連動する南海トラフを震源域とする巨大地震■

南海トラフ巨大地震の発生を視野に入れ、「南海トラフ巨大地震対策特別措

置法（仮称）」の制定や、これに対応した地震対策大綱、応急対策活動要領な

どの策定が早急に必要です。 

これら南海トラフ巨大地震対策を有効に機能させるためには、既存の東海地

震、東南海・南海地震対策にかかる法体系を見直すとともに、地震対策大綱、

応急対策活動要領に相互の矛盾が生じることがないよう整理する必要があり

ます。 

南海トラフ巨大地震が発生すると、三重県南部では早い場合、数分で津波が

到達します。津波からの避難に資するために、地震・津波の早期観測体制の強

化や、地震発生前の基礎研究、予知体制の充実・強化が必要です。 

県担当課名 防災企画・地域支援課 

関係法令等 大規模地震対策特別措置法 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法 

１ 南海トラフを震源とする連動型巨大地震を想定した新たな特別措置法の制定と

の発生が危惧されており、国をあげての対策検討が進められています。 

今回の被害想定では、全国の死者・行方不明者は、最大で、約32万3千人と前

回想定の約13倍、津波浸水面積は約1,015ｋ㎡で東日本大震災の約1.8倍と、東海

から九州に至る広い地域で甚大な被害が示されました。

本県においては、建物倒壊による死者が約9千8百人、津波による死者が約3万

2千人など、合計で約4万3千人と、従来の県想定に比べ、約9倍となっています。

【現状と課題】

《現状》 

具体的な対策の策定を早急に行うとともに、これらを踏まえて、既存の東海地震、

東南海・南海地震に関する法体系や地震対策大綱、応急対策活動要領を整理する

こと。 

２ 南海トラフ巨大地震への観測・研究体制の強化や、東南海・南海地震の予知体

制の早期確立を行うこと。 
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東海地震 東南海・南海地震

大規模地震対

策特別措置法 

東南海・南海地震に

係る地震防災対策

の推進に関する特

別措置法 

地震財特法 
地震防災対策特別

措置法 

地震防災基本

計画 

東南海・南海地震

防災対策推進計画

東海地震 

対策大綱 

東南海・南海地震

対策大綱 

東海地震応急

対策活動要領 

東南海・南海地震応

急対策活動要領 

 
強化 地域  

重複 地域  

推進 地域

東南海・南海地震

（地震 防 災対 策推 進地 域）

東海地震
（地震 防 災対 策強 化地 域）

重複地域

震源域は 

約２倍に！ 

南海トラフ巨大地震に対する新たな体制を！ 
地震により法体制や対策が別 

東海から九州で 

甚大な被害 

南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）より

東 海 地 震 と 東 南

海・南海地震が連動

して発生 

現在の東海地震大

綱・要領で定められ

ている奈良・和歌山

（消防隊）からの応

援は不可能！ 

１既存の法体系の整理を含めた「南海トラフ巨大地震対策特別措置法（仮称）」の制定

２地震対策大綱及び応急対策活動要領の早期策定など      が必要！！ 

地震計 

古江町陸上局 

◆ＧＰＳ波浪計 

地震・津波観測システム（文部科学省）

３南海トラフ巨大地震に対する観測・研究体制の強化や、東南海・南海地震の予知体 

制の早期確立が必要！ 
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 地方が進めている防災・減災対策を促進するための新たな
　財政支援の枠組みの創設など支援事業の拡充 

（内閣府、総務省）

【提言・提案事項】　制度・予算

南海トラフ巨大地震等の大規模災害の発生に備え、地方公共団体が地域の特性に応じて

危機感を持って集中的に進めている防災・減災対策を促進するため、新たな財政支援制度

を創設するなど支援事業を拡充すること。 

■ 県においても、県独自の「地域減災対策推進事業（予算額3.2億円）」により、津波避難

②

③

④

 【現状と課題】

《 課題 》 

①

対策を中心に市町の取組を最優先で支援していますが、新たに公表された南海トラフ巨大

地方で進める防災・減災対策は、庁舎の高台移転や社会基盤の整備など、地元での調整

や財政負担の検討に時間を要する事業が多く、対策の実施が平成26年度以降にずれ込む場

合も多くなることが想定されます。 

本県の市町では、津波対策をはじめ、各地域の被害想定や特性に対応した防災・減災対

策を集中的に推進しているところですが、大きな被害が想定される県南部地域の市町は、

財政基盤が脆弱であり、県としての財政支援にも限界があります。 

地方が危機感を持って集中的に進めている防災・減災対策にブレーキをかけることなく、

一層取組を推進するためにも、新たな財政支援制度の創設などを含めた支援事業のさらな

る拡充が必要となっています。

県担当課名 消防･保安課 防災企画・地域支援課 災害対策課 

関係法令等 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係

る地方税の臨時特例に関する法律  東海地震応急対策活動要領 等 

《 現状 》 

地震の被害想定を受け、市町からの要望は予算額を大幅に上回っています。 

■ 本県では、大規模災害発生時における支援・受援の重要な拠点として広域防災拠点施設

の整備を進めており、これまでに4地域（5施設）の整備を完了しました。残る北勢地域に

ついても整備に向けた検討を進めています。 

整備を検討している北勢地域の広域防災拠点施設は、東日本大震災や紀伊半島大水害で

の災害対応活動を踏まえ、物資や人的支援の受入口としての機能、広域応援部隊の後方支

援を補完する機能などが求められています。また、既存の施設についても機能強化や備蓄

資機材の見直し等が必要であり、その財政的な負担が大きくなることが見込まれています。

■ 本県では、南海トラフ巨大地震等に備え、県と市町が連携し、危機感を持って防災・減

災対策を緊急に進めているところです。しかし、防災拠点施設や住民避難施設の整備、津

波浸水想定区域内の公共施設等の移転などに活用されている「緊急防災・減災事業」につ

いては、平成26年度以降の財源が確保されていません。 
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地方において地域の特性に応じた防災・減災対策の推進が急務！ 

取組にブレーキをかけないためにも、財源の確保が必要！！ 

・「緊急防災・減災事業」は、必要な防災・減災対策に活用でき、地方の取組を後押し 

・県は地域減災対策推進事業（地域減災力強化推進補助金）で市町の取組を支援 

・国による南海トラフ巨大地震の被害想定の公表を受け、実施すべき対策も拡大 

・しかし、地方公務員給与費の臨時特例に対応した平成２５年度分まで！ 

２６年度以降の財源

確保が急務！！ 

外付階段整備 
避難路整備 津波避難タワーの整備

広域防災拠点の整備・機能強化 

避難所・施設の耐震化 防災行政無線のデジタル化 
公共施設の高台移転

２５年度 

これにより、地方の防災・減災対策が大きく前進！！ 

市町からの要望

は既に超過！ 

9月補正 

314,000千円 

当初 

321,000千円 

地域減災対策推進事業（地域減災力強化推進補助金）による支援

【三重県の取組】 

○

→ 市町が行う避難対策や強震動対策等を支援（補助率 1/2）

２４年度

当初 

300,000千円

強くてしなやかな地域社会を実現するためにも、 

新たな財政支援制度の枠組みの創設など支援制度の拡充が必要！ 

最終補正 

350,000千円 

・ 南海トラフ巨大地震での経済的被害想定の規模に鑑みれば、新たな枠組みを創設し、社 

２３年度 

当初 

54,000千円 

会資本整備による防災・減災対策を進めていくことで、将来の復興経費を大幅に削減する 

ことが可能に！ 

・ 確実な財源を確保することで各地域の実情に応じた対策を国、県、市町が一体となって 

推進することで、施策の効果を最大限に引き出すことが可能に！ 
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　地方が創意工夫により自立的な行財政運営を行うための
　地方一般財源等の確保・充実 

（総務省、財務省、内閣府） 

■

■

②

③

県担当課名 財政課 

関係法令等 地方交付税法 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

平成２５年度地方財政計画において、平成２５年７月から国家公務員と同様の給与削減を■

国においては、これまで地方自治体が行ってきた定員削減、独自給与削減等の取組

にもかかわらず、地方公務員の給与削減を求めて、地方財政計画の中で給与関係経費

を削減しました。このことは、誠に遺憾であり、今後は、一方的に給与削減を強制す

ることなく、地方における安定的な行財政運営に支障を生じさせないよう、強く要請

します。 

地方においては、子育て支援・少子化対策や高齢者福祉の充実、地域経済の活性化

などの行政需要が増加する一方で、県税収入などの一般財源が伸び悩み、住民生活に

必要な行政サービスを提供することが困難となっています。地方における安定的な行

財政運営に支障が生じないよう、地方の財政需要を適切に積み上げ、地方固有の財源

である地方交付税の確保及び充実を図る必要があります。 

また、地方交付税の原資が不足していることから、国と地方が財源不足額を折半す

る臨時財政対策債による財政措置がとられているところですが、本来的には地方交付

税法第６条の３第２項の規定どおり、「法定率の変更を行う」ことにより、地方の財源不

足を解消する必要があります。 

各府省の交付金については、各府省の所管にとらわれず、これまで以上に地方が自

由に、地域の実情に即した事業を的確かつ効率的に実施できるような制度にする必要

があります。 

１ 地方公務員の給与削減を求めて、平成２５年度地方財政計画において給与関係経費を削

実施することを前提として、地方公務員給与費が０．９兆円削減され、減額に見合う事業

費として、地域の元気づくり事業費０．３兆円などが計上されました。 

先の三位一体の改革で、地方固有の財源である地方交付税総額が平成１８年度までに

５．１兆円も削減され、地方自治体が企業誘致等により税収を増加させても、努力が報わ

れてこなかった経緯があります。また、近年の地方税収においては、企業収益の悪化等

により、平成１９年度をピークに大幅な減収となっています。 

地域自主戦略交付金は、運用面での課題が多くあったことから廃止され、各府省の交

付金に移行されました。 

【現状と課題】

《現状》 

減したことは、誠に遺憾であり、今後は、一方的に給与削減を強制することなく、地方

３ 地域自主戦略交付金が廃止され各府省の交付金に移行されたが、各府省の所管にとら

われず、地方が自由に使える交付金制度にすること。 

における安定的な行財政運営に支障を生じさせないこと。 

２ 地方自治体が住民に身近な行政について、創意工夫をこらした自立的な行財政運営を

行えるよう、地方自治体の自主的な判断で使用できる一般財源を確保・充実すること。 
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①本県の定数削減の推移

H20 H21 H22 H23 H24 

数 ％ 数 ％ 

一般行政 4,582 4,482 4,408 4,491 4,528 ▲157 ▲3.4 ▲456 ▲9.1

教育 15,076 14,900 14,689 14,621 14,508 ▲817 ▲5.3 ▲1,437 ▲9.0

警察 3,393 3,403 3,399 3,406 3,425 87 2.6 357 11.6

公営企業 1,390 1,389 1,401 1,313 530 ▲852 ▲916

総合計 24,441 24,174 23,897 23,831 22,991▲1,739 ▲2,452

地方一般財源収入の推移

5,000 3,933  4,094,809  8 4,0548,0  5 84,286    4,5024,5  0 24,4644,   46 44,229   4,4304  ,4 340,265 4,2   645,318   4,425  4 ,442,5285    4,338   4,326   4,568   4,362   4,389 
3,933 4,286 4,229 4,318 4,285 4,338 4,326 4,568 4,393

4,500 28
141

15 244
253 480 282 225 799

4,000 86 60 370 367 640
54 804

3,500 2,074 1,367 1,242
1,958 1,961

1,610 1,508 1,224
1,631

3,000 1,624 1,893 1,794 1,570 1,451 1,419
1,292

58
366 78

2,500
72 25 42 249

44 39 122
155 67 155 265 276

2,000 40

1,500
2,761 2,670

2,330 2,343 2,449
2,268 2,358 2,323 2,203 2,279

1,000 2,100 2,043 2,089 2,075 2,052 2,059
県税収入

500

0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年度

交付税特別会計

自治体へ 
歳入 歳出 

交付

繰入れ
法定率の変更による

財源不足の解消 

法定率分だけではまかなえない財源不足
は、国・地方で折半して負担
＝地方負担分は、臨時財政対策債を発行

交付税率（法定率） 

・所得税の 32％  ・法人税の 34％ 

・消費税の 29.5％  ・酒税の 32% 

・たばこ税の 25% 交付税特会の借入金の返済など 

５年間 

増減累計 

▲63.3

▲9.6

臨時財政
対策債等

地方交付
税

地方譲与
税等

8

・交付税財源の構図 

交付税の 

法定率分など 

繰越金、特会

剰余金など 

▲61.6

▲7.0

参考 

10年間累計 

②本県の地方一般財源の推移等

・地方一般財源収入の推移（決算額） 
億円

③地域自主戦略交付金の国の予算額等

平成23年度 4,772億円 
（いずれも都道府県分のみ計上（沖縄分を除く））

平成24年度 5,515億円

平成23年度に都道府県分を対象に創設され、平成24年度は、対象事業を拡大（H23：8府省9事業、H24：8府省

18事業）・増額したほか、政令指定都市に導入。 

※ 業務移管に伴う、教育委員会等から知事部局への定数移管等は反映していない。

国においては、H13年からH22年で３％の削減（一般行政 非現業）にとどまっている。 

国税５税 

所得税、法人税、消費税、

酒税、たばこ税 
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（厚生労働省） 

【提言・提案事項】　制度・予算

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会の第二次提言で推奨されてい る７ワク

チンのうち、定期接種化されていない４ワクチン（流行性耳下腺炎、水痘、成人用

肺炎球菌、Ｂ型肝炎のワクチン）の他、薬事承認されたロタウイルスワクチンにつ

いても早期の定期接種化を図ること。 

■ 厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会の第二次提言で推奨されている 7

ワクチンのうち、定期接種化されていない4ワクチン（流行性耳下腺炎、水痘、

成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎のワクチン）の他、薬事承認されたロタウイルスワ

クチンの接種についても、県内一部市町において、住民のニーズを受け、自主

財源で実施しています。 

県担当課名 薬務感染症対策課 

関係法令等 予防接種法 

本県では、県内全市町で全額公費による定期接種が行われています。また、

各市町及び委託医療機関・県医師会の協力により、県内どこでも接種を受ける

ことができる市町間相互の乗り入れの仕組みを整備して、接種率向上に努めて

います。 

【現状と課題】

《現状》 

■

《課題》 

 流行性耳下腺炎、水痘、成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎のワクチンの他、薬事承

認されたロタウイルスワクチンについても、感染拡大の防止、個人の重症化防

止を図るため、定期接種化が必要です。
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予 防 接 種 の 推 進
ワクチンで予防できる病気（感染症）の早期定期接種化

任意接種：水痘、流行性耳下腺炎、 B型肝炎、ロタウイルス感染症など

定期接種：ジフテリア、百日咳、ポリオ、麻疹、風疹、破傷風、日本脳炎、結核、ヒブ感染症、
肺炎球菌感染症、インフルエンザ、ヒトパピローマウイルス感染症など

予防接種推進専門協議会
緊急声明（2010年）より

当協議会は、厚生科学審議会感染症分科
会予防接種部会での議論が、今回の緊急提
案の範囲で終了とすることなく、現在討議中の
水痘、流行性耳下腺炎、B型肝炎、百日咳、
ポリオ、成人肺炎球菌感染症の各ワクチンは
もちろん、その他のVPDワクチンについても継

続して審議し、計画的に導入をすすめて、全て
の国民が費用の負担を考えることなく安心し
て感染症の予防ができる体制整備を推進する
ことを要望する。

厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会
予防接種制度の見直しについて

第二次提言（2012年）より

医学的・科学的観点からは、７ワクチン（子宮
頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、流
行性耳下腺炎、成人用肺炎球菌、Ｂ型肝炎）
について、広く接種を促進していくことが望まし
い。

ロタウイルスワクチンについては、２種類のワ
クチンが薬事法の製造販売承認を受けたこと
を踏まえ、専門家による医学的・科学的観点か
らの評価を行っている。

ワクチン名 英国 米国 ドイツ フランス イタリア カナダ

流行性耳下腺炎 ○ ○ ○ ○ ○ ○

水痘 △ ○ ○ △ △ ○

成人用肺炎球菌（23 価）  △ △ △ △ △ △

B 型肝炎  △ ○ ○ ○ ○ ○

△はリスクのある者等のみ。 （厚生労働省資料から抜粋)

－予防接種の推進－ 

－海外の公的予防接種状況－ 
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　災害に強い医療施設・社会福祉施設等の整備 促進等
（厚生労働省）

災害拠点病院のＤＭＡＴ保有数を増加させること、　災　　　　　害拠点病院以外の　　　　医療　機　関　についても、

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

《現状》 

⑤
ＤＭＡＴを保有することにより、災害時の医療対応が円滑に行えるなど災害時の医療体制の整
備に大きく寄与することから、ＤＭＡＴ研修枠を拡大して、希望する医療機関が研修を受講で
きる体制とすることが必要です。

１ 災害拠点病院及び二次救急医療機関の耐震整備を進めるため、医療施設耐震化臨時特例交付金を継

県担当課名 地域医療推進課 子育て支援課 健康福祉総務課 
関係法令等 医療施設耐震化臨時特例基金管理運営要領　医療提供体制施設整備交付金交付要綱　 

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金管理運営要領 

衛生材料等の備蓄などが必要となるため、これらを整備する十分な財政支援等が必要です。あ
わせて、障がい者や高齢者などの要援護者に対しては、災害時要援護者避難支援プランの策定
などを通して、災害時においてもきめ細かな配慮のある対応が行われることが重要であり、国
においてはそれを支える財源措置が必要です。 

■ 医療施設については、医療施設耐震化臨時特例交付金を活用し、着実に整備が進んでいます

④ 応急仮設住宅の建設に関する市町による取組を早急に進めるため、人員の雇い上げや外部委託
等に対する十分な財政支援等が必要です。 

続し、平成２６年度以降の事業も補助対象とすること。継続しない場合は、医療施設耐震整備事業の

３ 大規模災害に備え、障がい者や高齢者等の災害時要援護者が安心して避難ができる「福祉避難所」

が、平成２８年３月末における災害拠点病院及び二次救急医療機関の耐震化状況は、なお８２．９％

補助対象基準額を医療施設耐震化臨時特例交付金と同程度まで引き上げるなどの充実を行うこと。 
２ 社会福祉施設の耐震整備を進めるため、社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金の積み増しととも
に、平成２６年度以降も継続すること 。

の設置に向けて、市町村への財政措置を創設すること。また、応急仮設住宅を迅速に建設するための

にとどまる見通しです。 

取組の促進に向けて、市町村への財政措置を創設すること。 
４ 災害時の医療提供体制の充実を図るため、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修の受講を希望する医
療機関に対して、研修の受講機会を確保すること。 

■ 平成２２年４月１日現在における県内社会福祉施設の耐震化状況は、児童福祉関係７８．２％、障
がい福祉関係８２．２％、高齢者福祉関係９２．１％、その他７５．４％となっています。 

■ 福祉避難所の開設は、市町の災害対策の中で最も重要なものの一つである「避難に関する事
項」において位置づけられています（市町防災計画）。福祉避難所として指定あるいは協定を締結
している施設のある県内の市町は、平成２５年３月現在で 20市町（６９．０％）となっています。 

■ 災害時に応急仮設住宅を迅速に建設するため、平常時から建設候補地の優先順位付けや配置計画図の

作成などの取組を進めていく必要があります。 
■ 三重県においては、現在、１４チームのＤＭＡＴを保有していますが、その所属は全て災害拠点病院と
なっています。 

《課題》 
① 国からの医療施設耐震化臨時特例交付金を活用した医療施設の耐震整備は、平成２５年度着工分

③ 市町が進める福祉避難所の開設には、対象施設のバリアフリー化の推進や福祉機器の設置、

まで延長されましたが、引き続き、災害拠点病院や二次救急医療機関の耐震化を進めるためには、
国において継続した財源措置が必要です。 

② 国からの社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を活用した社会福祉施設等の耐震整備は平
成２５年度着工分までとなりますが、多額の費用を必要とする耐震整備を進めるためには、国に
おいて継続した財源措置が必要です。 
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－災害拠点病院及び二次救急医療機関の耐震化状況－

40 90.0%

80.0%

30 70.0%

60.0%
基金活用により

耐震化率が上昇！
50.0%

20
40.0%
30.0%

10 20.0%
10.0%

0 0.0%
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

耐震化済 18 20 22 24 24 26 29

未耐震 19 16 13 11 11 9 6

耐震化率 48.6% 56% 62.9% 68.6% 68.6% 74.3% 82.9%

補助事業名 補助基準額 補助対象経費 補助率

○補強が必要と認められ ○
るもの

医療施設耐震整備として必要
な新築、増改築に伴う補強及び
既存建物に対する補強に要する
工事費又は工事請負費

0.5

基準面積
32,700円×2,300㎡

基準面積

○二次救急医療機関 ○ 災害拠点病院等が行う耐震
化を目的とした、新築、増改築、
耐震補強に要する工事費又は工
事請負費

0.5

基準面積
165,000円×8,635㎡

－社会福祉施設の耐震化状況の比較－

高齢者福祉施設 92.1%

これらの施設の
うちの一部に
ついては、社会
福祉施設等耐震
化等臨時特例交
付金を活用した
整備の対象

障がい者福祉施設 82.2%
高齢者福祉施設に

比べ、耐震化率は低い。
基金の継続が必要！児童福祉施設 78.2%

その他の社会福祉施設 75.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（平成22年4月1日時点）

－福祉避難所の設置状況 （少なくとも一つ以上の福祉避難所がある市町の割合）－

（県内の状況）

29市町

設置済20

31.0%の

未設置9

（平成25年3月現在）
市町が福祉避難所として指定あるいは協定を締結している施設
数は、350箇所

医療施設耐震
整備事業

耐震構造指標であるIs値
が0.3未満の建物を有す
る病院

155,000円×2,300㎡

医療施設耐震
化臨時特例交
付金事業

市町が
未設置！

－医療施設耐震整備事業と医療施設耐震化臨時特例交付金の
補助対象基準額の比較－

災害拠点病院、救命救急
センター

基準面積
276,000円×8,635㎡

（平成25年4月1日時点（見込みを含む））
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（厚生労働省）

■

■

②

③

④

県担当課名 地域医療推進課 

関連法令等 地域医療再生臨時特例交付金交付要綱 地域医療再生基金管理運営要領 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

本県では、地域医療再生基金（以下「再生基金」という。）を活用して、医師

【現状と課題】

《現状》 

■

平成24年度国の補正予算に関する地域医療再生計画については、南海トラフ

巨大地震による被害が甚大と見込まれていること、三重県の人口 10 万人あたり

の医師数が 190人（全国 37位）と依然として厳しい状況にあることなどから、本

県の実情を十分配慮した採択がなされることが必要です。 

 これまで地域医療再生基金の支援を受け実施してきた事業など、今後も地域の

医療再生に必要となる事業について、平成２６年度以降も引き続き、各地域が独自

に施策を展開できるよう、基金の積み増しや新たな補助事業の設定などにより、

国における財政支援を行うこと。

また、平成２５年度に交付される地域医療再生基金の配分に当たっては、地域の

実情を十分配慮した、地域医療再生計画の審査を行うこと。 

確保について、県内医療機関で一定期間勤務することを返還免除条件とする医

師修学資金の貸与枠の拡大、医師派遣を伴う寄附講座の設置支援等、様々な取

組を展開しており、その結果、今後県内で勤務する若手医師の増加が見込まれ

るなど、一定の効果を生みつつあります。

また、救急医療体制の整備については、救急医療情報システムの更新、救命

救急センターの整備やドクターヘリの運用など、大変充実することができまし

た。

平成24年度国の補正予算において、500億円の再生基金の積み増しが決定し、
本県においても、三重県医療審議会地域医療対策部会の意見を聴きながら地域
医療再生計画の策定を進めているところです。 

医師の不足、偏在の解消に向けて、重要な役割を担う医師修学資金貸与制度

の運用や医師派遣を伴う寄附講座の設置支援等の事業について、平成26年度以
降も継続的に取り組んでいくことが必要です。 

これらの取組と、昨年5月に設置した三重県地域医療支援センターにおける、
医師確保と若手医師へのキャリア形成支援を一体的に行う仕組みづくり等の取

組と連携させることにより、相乗効果を創出していくことが必要です。 

地域医療再生計画に基づき設置・導入した救急医療情報システムや救命救急

センター、ドクターヘリの継続的な運用をより円滑に行うためには、さらなる

再生基金の追加が必要です。 
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地域医療再生計画（平成 21・23 年度年度策定分）の主な取組概要 

②

③

④

（２）救急医療体制の整備 

（３）病院の再編統合等 

医師修学資金の貸与枠の拡大

 
（１）医師確保対策 

①

 ①全県的な取組

①紀勢地域

・ 平成２４年度の新規貸与枠は８０名、平成２４年度末現在の貸与者累計は348名（返還者を除く）

となっており、今後段階的に県内医療機関で勤務を開始する見込み 

専門医研修資金貸与制度の運用

・ 臨床研修医、専門研修医への研修資金貸与制度を平成２３年度に創設し、平成２４年度末

・ 初期救急医療体制及び病院前救護体制の充実をはかるため、休日・夜間等の診療可能

・ 南勢志摩保健医療圏の紀勢地域（大台町、大紀町）では、厚生連大台厚生病院と大台町

な医療機関を検索できる救急医療情報システムをより利便性の高いものに再構築

国民健康保険報徳病院を再編統合し、救急医療体制の整備など診療提供体制の充実

②桑名地域

現在の貸与者累計はそれぞれ、28名、6名（返還者を除く）となっており、今後、県内医療

総合診療医育成拠点整備

・ 三重大学、県立一志病院など県内５箇所の総合診療医育成拠点の整備と医療機関同士の

ネットワークの構築を支援

・ 救命率の向上や後遺障害の軽減など、三次救急医療体制の整備・充実をはかるため、

・ 北勢保健医療圏の桑名地域では、独立行政法人桑名市民病院と医療法人山本総合病院を

機関で一定期間勤務する見込み

市町や医療機関等が行う医師確保の取組への支援

・ 市町や医療機関等が行う病院勤務医負担軽減や臨床研修病院の魅力向上、指導医の確

保・育成、医師派遣を伴う寄附講座の設置等の取組を支援

県全域をカバーするドクターヘリの導入

再編統合し、医師・看護師等医療従事者を集約化、急性期・高度医療を担う施設・設備

・ しかしながら、再生基金終了後にこれらを維持していくための県の負担額が高額となる

②津地域の取組

整備を図り、地域の中核病院としての機能強化を図る

③小児医療機関

・ 遠隔診断システムを導入し、三重大学の専門医の支援を受けることで、一般救急及び

・ 肢体不自由児医療と児童精神科医療の連携・協働による効果的な医療環境を提供するため、

県立草の実リハビリテーションセンターと県立小児心療センターあすなろ学園をこころと

身体の発達支援の拠点施設「こども心身発達医療センター（仮称）」として一体的に整備

管内治療等、上野総合市民病院では消化器疾患、がん等）ごとの機能分担や、三重大

学救命救急センターとのネットワーク化により、診療情報の共有や診療支援など、サ

ポート体制を強化し、地域内で完結できる医療体制の確保を推進

・ 寄附講座の設置により、救急医療を担う医師を確保

小児救急の受入困難な状況を改善

・ 今後さらなる患者の受入の促進に向け、救急車内から患者情報をリアルタイムに地域

の病院や県内の救命救急センターに伝送し、より一層の受入促進をはかる取組を実施

・ 救命救急センターを三重大学医学部附属病院に設置し、地域内の三次救急医療体制の

充実とともに、地域内の初期、二次及び三次救急医療の機能分担を促進

③伊賀地域の取組

・ 地域内３病院の病院機能を見直し、特色を生かした診療機能（例：名張市立病院では血
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（厚生労働省）

ドクターヘリは、医師等を速やかに救急現場に搬送し、初期治療を行うこと

により、救急患者の救命率の向上や後遺症の軽減等に大きな成果を上げていま

す。  

■ 特に、山間部や離島など救急車による搬送に長時間を要する地域などでは、

■

■

■

《課題》 

① 近年の原油価格の高騰に伴い、航空燃料費がかさんできており、隣接府県へ

②

《現状》 

■

ドクターヘリの活用により、早期に医師による治療が始められ、搬送中も救命

医療を行いながら、短時間で病院に搬送することが可能となります。 

本県では、平成２４年２月から、三重大学医学部附属病院と伊勢赤十字病院の２

病院を基地病院として、１機のドクターヘリを２ヶ月交代で運航しています。 

医療資源が少なく、三次救急医療機関がない東紀州地域等の医療体制を確保

するため、現在、奈良県及び和歌山県とドクターヘリの共同利用を行っていま

す。 

今後は県内における運航体制の強化を図るとともに、愛知県や岐阜県等の隣

県間との相互応援による出動を検討していきます。 

の広域的な出動や、陸路搬送に時間を要する山間部や離島を運航対象とする場

合には、現行補助基準額での対応が困難になる恐れがあり、特例措置として、

運航実績に応じた補助基準額の引き上げが必要です。 

ドクターヘリ運航経費に充当している地域医療再生基金が平成２５年度で終了

する予定です。それ以降は既存の特別交付税措置により事業を継続することと

なりますが、安定的な運航体制や救急医療体制を確保していくためには、運航

経費の都道府県負担分に対する支援の拡充が必要です。 

 複数の都道府県、山間部や離島を運航対象とする場合には、ドクターヘリ運航経

費に係る補助基準額の引き上げを行うこと。 

また、同経費の都道府県負担分に対する特別交付税の措置割合を拡大すること。 

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

県担当課名 地域医療推進課 

関係法令等 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 
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(参考) 各基地病院からの飛行時間

● 緊急現場出動
いなべ市

● 病院間搬送 ●２ 桑名市
●１

三重郡
●１

＜愛知県 ●１ ＞ 四日市市
●３

鈴鹿市
●２

伊賀市
●４

●１６ 津市 （市町別出動件数）
●８ ●１８

●７
70km(20分)

鳥羽市

松阪市 ●１３

●２ ●４
名張市 ●１ 伊勢市
●５ ●１
●３ ●４

度会郡
●２０ 志摩市

●６ ●３４
多気郡 ●２４
●７

北牟婁郡
●４
●１

尾鷲市 25km(7.5分)

●３
熊野市 伊勢赤十字病院

●２０
●７
●１

南牟婁郡
●６
●８

50km(15分)

100km30分)

三重大学医学部附属病院と
伊勢赤十字病院が２ヶ月交代で運航

（月別出動件数）

三重大学医学部
附属病院

25km(7.5
分)

50km(15
分)

100km(30
分)

125km(37.5
分)

70km(20
)

125km
（37.5分)

分

【資料】 －ドクターヘリ活動実績－
（H24.2月～H25.1月）

－44－



　特定疾患治療研究事業の予算の確保と公平・安定的な
　難病対策の 確立 

（厚生労働省）

■ 特定疾患治療研究事業は、国が全国的な制度として設立したものであり、治

■

■

②

③

県担当課名 健康づくり課 

関係法令等 特定疾患治療研究事業実施要綱 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

【現状と課題】

《現状》 

療研究に加え、治療が極めて困難な上、長期の療養を要し、かつ、その医療費

が高額となる特定疾患患者の経済的負担の軽減と安心を確保するために、その

医療費の自己負担分を国と地方で助成しているところです。 

医療費助成については、地方の超過負担が続いていましたが、平成24年度は

年少扶養控除の見直しによる増収分を超過負担解消に充てるなど、改善されつ

つあります。 

平成25年1月に国の難病対策委員会において、今後の難病対策全般にわたる

提言が取りまとめられ、医療費助成対象疾患の拡大や認定基準の見直し、適切

な患者負担の在り方などを含め、事業の法制化が提言されました。 

「平成25年度における年少扶養控除等の見直しによる地方財政の追加増収分

等の取扱い等について」の3大臣合意により示された「平成25年度予算におけ

る所要額の計上」という方針に沿い、特定疾患治療研究事業の法制化までの間

において、必要な予算を確保し、地方における超過負担が発生しないようにす

ることが必要です。

対象疾患の選定や認定基準・患者負担の見直しにあたっては、患者団体等関

係者の理解が得られる公平な難病対策を構築し、実施していくことが必要です。 
対象疾患の拡大により、事業費の大幅な増加が見込まれますが、上記の3大臣

合意により示された「平成26年度予算における超過負担の解消の実現」という

方針に沿い、国として必要な財源を確保することが必要です。

１ 特定疾患治療研究事業の医療費助成については、必要な予算を確保し、地方の

超過負担を解消すること。 

２ 事業の法制化に向けて、難病患者に対する必要な支援が公平に行われ、将来に

わたり持続可能で安定的な仕組みとなるよう、患者団体・地方公共団体等の意見

を踏まえて進めること。 
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医療費助成対象疾患の拡大 

（以下の４要素を満たす疾患とする） 

① 希少性 ②原因不明 ③効果的治療法未確立

④ 生活面への長期にわたる支障

認定基準の見直し 

 症状の程度が重症度分類等で一定以上等であ

り、日常生活又は社会生活に支障がある者とする。

公平・安定的な新難病対策 

● 特定疾患治療研究事業の予算の確保

○難病対策委員会の提言事項

● 公平・安定的な難病対策の確立

適切な患者負担の在り方 

適切な患者負担の在り方も検討する 

・国と地方で特定疾患患者の医療費自己負担分を助成 

・５６疾患を医療費助成の対象として指定 

・患者の所得に応じ、自己負担額を設定 

（非課税又は重症の場合、自己負担なし） 

現行 

現行 

地方の超過負担を発生させない予算の確保 

患者団体・ 

地方公共団体等

の意見 
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　障がい福祉施策の充実と円滑な実施
（厚生労働省 ）

２

【現状と課題】

《現状》

■ 「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正（平成24年6月27日公布）

②

③

県担当課名 障がい福祉課

関係法令等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

「障害者総合支援法」の施行後３年を目処とした検討にあたっては、当事者等

【提言・提案事項】　制度・予算

１

「障害者総合支援法」において、今後の検討に委ねられた事項については、①

の意向を十分反映するとともに、円滑な制度実施に向けて、施行までに十分な

準備期間の確保と必要な財源措置を講じること。

障がい者雇用の質を確保するための法改正や障がい者に適切な就業の機会を

確保するための事業を早期に実施すること。

当事者等の意見を反映させるとともに、地域の実情に応じた取組が進められ

るような十分な財源の確保が必要です。

ケアホームのグループホームへの一元化などの制度改正を円滑に運用し

ていくためには、現場の理解が得られるよう十分な説明や準備及び周知期間

の確保、制度改正にともなうシステム改修等の費用にかかる財源措置等が必

要です。

障がい者の就労については、一般就労と福祉的就労の間に新たな選択肢を

つくるため、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」にあ

る障がい者に適切な就業の機会を確保するための事業を実施するなど多様

な働き方を試行検討していく必要があります。

な状況です。また、現行制度では、一般就労と福祉的就労に選択肢が限られ、

賃金（工賃）や位置づけ（労働者または利用者）についても大きな差がある

ため、障がいのある人とない人が対等の立場で働けるような新しい働き方の

検討を進めています。

《課題》

されましたが、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」の

■ 本県では、平成25年4月1日に施行された制度改正について、説明会を開催す

内容の多くが今後の検討に委ねられています。

■ 「障害者総合支援法」に改正された事項のうち、ケアホームのグループホ

ームへの一元化などの改正が平成26年4月1日から施行されます。

るなど円滑な制度の運用に努めましたが、準備期間が短いことから、その対

応に苦慮したところです。

■ 障がい者の就労環境は、依然厳しく、地域での社会的・経済的自立は困難
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障がい福祉施策の充実と円滑な実施

【平成２５年４月１日施行分】 H25.1.18 H25.4.1
● 障がい者の範囲の見直し 短い準備期間
難病等を障がい者の定義に追加。

対象となる者の範囲については、政
令で定める。

市町への説明会
市町作業
○障害程度区分認定作業
○制度改正の周知

など
【平成２６年４月１日施行分】 H26.4.1

●障害支援区分の創設
区分は省令で定める。

充分な準備期間
●重度訪問介護の対象

市町への周知
事業者への周知
利用者への周知
事業所指定申請、
調査、認可など

●ケアホームのグルー

24
●地域移行支援の対象

6

27 円滑な障害福祉
サービスの提供

福祉的就労 一般就労

賃金や位置
づけに大きな
差

働く場所： 福祉事業所（就労
継続A型・Ｂ型）

障がい者：福祉制度利用者

働く場所： 一般企業等
障がい者：労働者

「社会的事業所」等の就労系
事業に関する試行事業の実施

○
○
○
○

【障がい者施策を段階的に講じるため、施行後３年を目処に検討】

・常時介護を要する障がい者等に対する支援等
・障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
・障がい者の意思決定支援の在り方
など

当事者
等の意
見反映

者拡大
省令において、重度の知的

障がい者・精神障がい者に
対象拡大。

プホームへの一元化
外部サービス利用規制の

見直し など

施設拡大
地域生活へ移行するため

に重点的な支援を必要とす
る者であって省令で定めるも
のに対象拡大
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　 暮らしの安心を支える医療費助成制度の充実
（厚生労働省）

■

■

②

県担当課名 医務国保課 

関係法令等 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

本県内の市町では、子どもや障がい者、一人親家庭等にかかる医療費助成を■

本県としては、引き続き医療を必要とする人々の経済的負担を軽減し、安心

を確保することを目標として、市町の医療費助成に対する県費での補助を行う

こととしていますが、そのための財政負担が年々重くなっている状況にありま

す。

地方単独事業として全国で行われている医療費助成制度は、国の医療制度を

補完するものであり、誰もが安心して適切な医療が受けられるために、ナショ

ナルミニマムの観点から、国の責任において取り組む必要があるものと考えま

す。

地方自治体が単独事業で実施している医療費助成について、以下のことを行うこ

と。 

（１）国における早期の制度化 

（２）制度化されるまでの間の十分な財政措置及び窓口での無料化（いわゆる現物給

付）を実施する市町村に対する国民健康保険国庫負担金の減額措置の廃止 

行い、医療費の無料化が実施されています。 

県では、この医療費助成を行う市町に対して県費による補助をしており、そ

のうち、子ども医療費助成については、平成２４年９月に、県補助の対象を義務教

育就学前から小学校６年生までに拡大したところです。 

また、医療機関の窓口での無料化（現物給付）については、住民から要望が

あるものの、実施にあたっては、国民健康保険国庫負担金の減額措置があるこ

ともあり、県内では行われていません。 

【現状と課題】

《現状》 
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24年度 

当初予算額 

25年度 

当初予算額 
種類 

子ども医療費補助金 13.4 18.3 23.3

障がい者医療費補助

金 
21.7 22.4 22.7

一人親家庭等医療費

補助金 
4.6 4.5 4.6

計 39.7 45.2 50.6

助成対象 

種類 助成対象 

子ども医療費補助金 ・ 小学校6年生までの児童 

障がい者医療費補助金 

一人親家庭等医療費補助

金 

23年度 

実績額 

子ども・障がい者・一人親家庭医療費における 

県の補助実績及び当初予算額 【単位:億円】 

※ 県の補助は市町の助成実績の 1/2。 

※ 平成 24 年 9 月に子ども医療費補助金の補助対象を拡大したことにより、拡大する

ために必要な予算として、平成 24 年度の当初予算には半年分、平成 25 年度の当

初予算には年間分の予算を含めて計上しています。 

・ 身体障害者でその等級が１・２級及び３級の者 

・ 知能指数が35以下と判定された者又は療育手帳

の障害程度が最重度・重度の者 

・ 身体障害者でその等級が4級の者のうち、知能指

・ 18歳未満児（年度末児童）を扶養している一人

親家庭等の母又は父及びその児童 

・ 父母のない18歳未満児童 

数が50以下と判定された者又は療育手帳の障害程

度が中度の者 

・ 精神障害者でその等級が１級の者(通院に限る) 
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　子ども・子育て支援策の充実 
（内閣府、厚生労働省、文部科学省 ）

① 不育症の検査方法や治療方法を確立するとともに、患者の経済的負担や不安を軽減

県担当課名 子どもの育ち推進課 子育て支援課 

関連法令等 児童福祉法 児童福祉法施行令  

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

地域ニーズに即したサービスの提供が求められています。

《課題》 

小規模な小学校区では、国庫補助の対象となる児童数を確保することが厳しく、放

課後児童クラブを設置・存続することが困難となっています。また、放課後子ども教

室については、各市町のニーズに十分対応していくことが必要です。

④

１ 不育症の検査方法や治療方法についての研究を進め、自治体等関係機関へ情報提供す

《現状》 

■ 不育症は、治療方針が一定でなく難解な疾患であることから検査や治療の多くが保険

診療対象外であり、特定の不妊治療においても高額な費用がかかり、患者にとって大き

な経済的負担となっています。

するための支援や相談体制の充実が必要です。

② 低年齢児の保育所への入所待機が増加している一方、子どもが減少している地域で

ること。不育症や特定不妊治療にかかる検査や治療の保険診療適用化の促進等、患者の

経済的負担の軽減に努めること。なお、特定不妊治療支援事業の制度改正や見直しの検

討を行う際には、事業実施主体である都道府県等の意見を踏まえるとともに、不妊に悩

む夫婦に対し、十分な周知期間を設ける等を考慮すること。 

は、保育所の統廃合により、身近なところで保育サービスを受けることが困難にな

る状況も生じています。そのため、地域のニーズに即したサービスが提供できるよう、

市町を支援していく必要があります。

２ 子ども・子育て支援新制度の施行に向けて、十分な予算を確保し、地域のニーズを反

映できるようにすること。また、速やかに政省令などの詳細な制度設計を示すこと。 

（１）保育士配置基準及び処遇の改善を着実に実施すること。また、待機児童となりがち

③ 広汎性発達障がいが疑われる児童の保育所への入所が増加しており、障がい児一人

ひとりに適応した保育や支援を行うため、保育士の加配や専門職の配置を可能とする

よう支援することが重要です。

な低年齢児の保育所入所を容易にするため、年度当初からの職員の加配を可能にする

仕組みを導入すること。小規模保育など地域のきめ細かなニーズに対応するための事

業においても、安定的な運営が可能になるよう充実した仕組みとすること。 

（２）発達障がいをはじめとする特別な支援や配慮を要する障がい児に対する適切な保育

また、放課後子ども教室の運営ができるよう必要な予算を確保すること。 

や支援のため、保育士の配置及び障がい児保育を行う職員への指導にあたる専門職の

配置など、障がい児保育施策等の充実を図ること。 

（３）必要な地域に放課後児童クラブが設置できるよう、国庫補助における人数要件の撤

廃や広域での運営のための補助制度の拡充および補助基準額の引き上げなど必要な

財源を確保すること。 

■ 平成27年度から子ども・子育て支援新制度が本格施行される予定であり、新制度では
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不妊・不育症相談及び特定不妊治療費の助成の状況について

不妊・不育症相談状況

・不妊専門相談は、毎週火曜日（10 時から

20 時）に実施、「不妊症看護認定看護師資格」
年度別年間件数 （件）

300

を有する助産師を不妊カウンセラーに加え

ています。

・第２次ベビーブーム世代の晩婚化等によ

り、不妊に悩む夫婦が増えている中、平成

250 273

200

150 193

158 158

100 134 122 146 146 23 年度から相談時間を 20 時まで延長した

ことで、相談件数が増加しています。

・不育症の相談は平成 24 年度 7 件ありまし

124 134

50

0
た。

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

特定不妊治療費助成実績

特定不妊治療費助成実績　年度比較

・助成件数、金額ともに毎年 20％増のペー

スで増加しています。平成 24 年度は制度開

始時（平成 16 年度）と比較して件数で約 8
倍、金額で約 11 倍の見込です。

・平成 24 年 4 月から、県単独医療費助成に

ついては、対象となる家庭の所得制限を 300
万円未満から 400 万円未満へと拡大してい

件
2,500 350,000

300,000
2,000

250,000

1,500 200,000

1,000 150,000

100,000
500

50,000

0 0
Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ ます。

件数 294 396 499 998 1,188 1,496 1,685 2,009 2,300

実績額 29,096 39,472 49,682 97,961 115,649 200,470 230,294 273,889 333,000

放課後児童クラブの状況について
障がい児保育の実施状況について

（か所数） 障がい児保育の実施状況 （人数） 放課後児童クラブの実施状況

平成24年5月1日現在1,085
単位：校

300 1,200
400

250 868 876 1,000 75 350

200 800 300
14

150 600 250

178 263
100 400 200

152
31350 200 150

242
61

0 100

H21 H22

障がい児受入保育所数

71 50

0

全体

・障がい児を受け入れている保育所数及び保育所

に入所している障がい児数が増加しています。特

に、平成 23年度は前年度に比べ、受入保育所数が

48％、入所障がい児の数が 24％と大幅に増加しま

した。 

利用不可能

・放課後児童クラブが利用できないのは、全体

では 19.3％の学校ですが、児童数 120人以下の

学校では 46.2％となっています。 

0

（年度）H23

入所障がい児数
120人以下 121人以上

利用可能

千円
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児童虐待相談対応件数は年々増加傾向にあり、本県における平成２３年度の件数は９３０件と過去

県内の市町においては、児童相談専任の職員配置が困難で、家庭相談員等非正規職員がその役割

県内の児童養護施設等においては、交代勤務や宿直勤務等厳しい勤務条件に加え、児童の処遇の

児童相談所の介入型支援や所長の権限拡大等における役割・機能を十分に果たすため、専門性を

県全体の児童相談体制の強化に向けて、県として市町の実情に応じた支援に取り組んでいますが、

社会的養護の充実には養育機能の確保・向上が必要であり、早期に職員配置基準を引き上げるこ

県担当課名 子育て支援課

関連法令等 児童福祉法 児童福祉法施行令

【現状と課題】

《現状》

■

最多を記録し、相談内容も複雑化、深刻化しています。

■

を担っています。専任の正規職員が配置されている市町は、２９市町中１０市のみです。

■

困難さから、施設職員にとって児童への十分なケアの実施が厳しい労働環境となっています。

《課題》

①

持った人材の確保・育成が必要です。

②

市町の予算・人員面等の充実が不可欠です。

③

とが求められています。

　児童虐待への対応と社会的養護の充実 
（厚生労働省）

【提言・提案事項】　制度・予算

１ 児童虐待への相談体制の充実を図るため、児童相談所における弁護士等の人材活用にかかる財

政措置を図ること。児童心理司などの専門職の配置基準を児童福祉司と同様に児童福祉法施行令

３ 要保護児童が抱える問題の複雑・多様化を踏まえ、養育機能の確保・向上を図るため、「社会

的養護の課題と将来像」に示された職員配置基準の引き上げを早急に行うこと。

に明確に定め、地方交付税の算定基礎の対象とすること。

２ 児童相談の第一義的窓口となる市町において、予算・人員の確保が困難な状況にあるため、市

町の児童相談体制の抜本的な強化に向けた財源措置の充実を図ること。
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童虐待への対応

全国

930
70,000 858 1000
60,000 800
50,000 508 526 533 524 527 541

60040,000 395
30,000 400
20,000
10,000 200

0 0
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

（２）県の平成25年度児 童相談体制

児童相談センター …県内５つの児童相談所を統括

（３）市町の児童相談職員体制（平成23年度三重県児童相談センター調べ） 

全29市町 専任・正規職員配置 専任・非正規職員配置 兼任・正規職員配置 兼任・非正規職員配置

市町数 10市 ２市１町 １市14町 1市 

社会的養護の充実

早期引き上げ

職員配置基準の引上げ ⇒ 人材確保、職場定着率の向上による養育機能の充実

社会的養護の充実

児

三重県

（件）

三

重

県

全

国

１．６：１

２：１

４：１

５．５：１

１．３：１

２：１

３：１

４：１

０・１歳児 

２歳児 

３歳以上幼児 

小学生以上  

０・１歳児 

２歳児 

３歳以上幼児 

小学生以上  

児童虐待相談対応件数 

（件）

〇法的対応室の新設

弁護士、警察官等専門人材を配置し、児童相談所の法的対応・介入型支援を強化

〇市町支援プロジェクトチームの新設

全ての市町・要保護児童対策地域協議会の体制強化を支援

○5児童相談所に、児童福祉司（29人）、児童心理司（20人）を配置

（１）児童虐待相談対応件数 

児童虐相談待対応件数は、平成15年度以降（平成20年度を除く）、年間500件を超える状況で推移し、

平成23年度は930件と過去最高を記録しています。また、平成24年には県内において、2件の死亡 事例

が発生しています。

現行（児童養護施設の場合）

児童指導員・保育士 

目標水準（児童養護施設の場合）

児童指導員・保育士 
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県担当課名 ライフイノベーション課 

関係法令等 総合特別区域法

　「みえライフイノベーション総合特区」について

③

④

（内閣府、総務省、経済産業省、厚生労働省、国土交通省、財務省）

手続きが複雑で多大な時間を要し、協議時期も春と秋の年 2 回に限られるなど

さまざまな課題があります。このため、総合特区の指定を受けた地域の自主性

を重んじた抜本的な制度改革が必要です。

統合型医療情報 DB を含む MieLIP の完全運用は平成２８年度からを予定して■

おり、整備には少なくとも３年を要します。

《課題》 

①

②

予定どおり MieLIP の完全運用を行うためには、早期の事業着手が必要です。 
財政支援が遅れると、核となる統合型医療情報 DB や MieLIP の整備、さら

にはこれらの完全運用にも遅れを生じる恐れがあります。必然的に画期的な医

薬品等の創出や県内経済の活性化につなげるための研究開発等の取組着手時

期も遅れることとなり、総合特区全体の計画に影響が生じます。

１ 「みえライフイノベーション総合特区」の核となる統合医療情報データベース

※個別化医療…病名で治療薬や治療法を選択する従来の方法と異なり、同じ病名であっても、
個人のゲノム情報を参考にして異なる治療薬や治療法を選択する医療のこと。 

財政支援において、統合型医療情報 DB 構築は総務省の事業、MieLIP の整

備・運営は経済産業省の事業を活用することについて、２５年度早期の事業採

択が必要です。また、新たに提案する個別化医療の研究補助金の早期の事業採

択、企業立地促進法における特例措置の実現も必要です。 

現行制度の総合特区では、財政支援は、省庁の既存予算制度の枠組みのなか

での対応が求められるなどその自由度が低いものとなっています。また、各種

《現状》 

の構築及び「みえライフイノベーション推進センター（MieLIP）」の整備に必要と

なる財政支援、個別化医療※を実現するための研究補助金の優先配分を行うこと。

さらに、企業立地促進法における地方税（固定資産税）の課税免除又は不均一課

税に伴う措置の特例を実現すること。 

■ 「みえライフイノベーション総合特区」（平成２４年７月２５日指定）では、県内

２ 省庁の枠組みを越えた一括交付金の創設など財政的支援の見直しや、各種手続き

の簡素化・迅速化を図るなど現行の総合特区制度の抜本的な改革を実現すること。 

各病院の投薬や治療などの情報を統合した医療情報データベース（統合型医療

情報 DB）の構築と共同研究を進める研究開発支援拠点（MieLIP）を県内７ヶ

所に設置して、県内の企業等の研究開発を支援することとしています。

■ 規制緩和や財政支援には至っておらず、平成２４年秋協議に引き続き、平成２５

年４月から継続案件と新規案件の規制緩和と財政支援に関する協議を行ってい

ます。

【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】
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【地域活性化総合特区】みえライフイノベーション総合特区【三重県】

この先進的な医薬品や医療機器等
の開発環境は、全世界に向けて提供
することも可能です 

●医療機器や介護支援ロボット ●

（ロボットスーツＨＡＬ等）
や周辺機器等の研究開発
大学の研究機能を活用した医
薬品や機能性食品の開発 等

MieLIPセントラルと６つの地域拠点
が連携することによって、画期的な
医薬品や医療機器等を創出します 

● ●

●
●医療機器・福祉用具の製造企業
の技術支援
機能性食品の開発
医薬品や化粧品等の開発 等

● ●
カメ・ヒジキ等）や海産

●医療情報データベースの活用や研究開発
を支援、地域拠点の活動支援 物の研究開発 等

●
●

● ●

●
医療情報の収集 県内医療機関 

目標 ５年後(平成28年度)の経済効果…1,914億円
５年後(平成28年度)の新たな雇用…9,051人

新たな規制の特例措置などの提案

地域新成長産業創出促進事業費
補助金の特例
厚生労働科学研究費補助金（創
薬基盤推進研究事業）の特例

○

○

○ ○ 企業立地促進法に基づく普通交
等 

○

○ 企業立地促進法に基づく基本計画に指定する集

自転車を活用した運動療法や
観光資源を利用した運動療法
の開発
歩数計・血圧計等のバイタル
サインによる健康管理システ
ムの開発 等

天然資源を活用した医薬
品、化粧品や高機能食品
等の開発
海藻（真珠の海七草、ワ

医薬品や医療機器等の共同研究・技術支

養強化食品による病態別
栄養療法（がん、糖尿病や
腎疾患等）プログラムの開
発 等

海洋深層水や尾鷲ヒノキ等を
活用した化粧品や機能性食品
の開発
高血圧や糖尿病等の臨床研究
の推進
滞在型健康回復・健康増進プ
ログラム開発 等

統合型医療情報
データベース

研究開発
コーディネート

画期的な医薬品や医療機器等の創出や県内企業・大学等の活性化、
企業や研究機関の県内への立地促進、雇用の拡大などにより、県内
経済の活性化を生み出すなど、三重県がライフイノベーションに寄
与する地域になることをめざします。

解決策政策課題

解決策１ 

統合型医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築
みえライフイノベーション推進セ
ンター（MieLIP）ｾﾝﾄﾗﾙ及び地域
拠点の整備

○

○

解決策２ 

MieLIPセントラルが保有する統合
型医療情報データベースの活用等
による医薬品、医療機器等の開発
促進
MieLIP地域拠点による製品の研究
開発支援等

○

○
○

医薬品、医療機器等の製造販売
承認に係る優先審査の実施
医療機器の認証範囲の拡大
旅行業者（第２種及び第３種）
の営業保証金の減免

付税措置の特例

地域独自の取組
「みえメディカルバレー構想」の計画的な実施
みえライフイノベーション推進事業費補助金
企業投資促進制度の創設：｢マイレージ制度｣、
｢成長産業立地補助金｣、｢外資系企業アジア拠
点立地補助金｣、｢サービス産業立地補助金｣他

積業種への支援措置 等

地域協議会参画団体

Mie Life InnovationPromotion Center 
MieLIP セントラル 
MieLIP 6地域拠点 

政策課題２ 

研究開発支援プラットホームの活用 ○
の推進

政策課題１ 

研究開発を促進・支援するプラット
ホームの整備

（自治体関係者 ）
三重県、津市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、伊賀市、多気町 
（団体、民間企業等 ）
公益社団法人三重県医師会、公益社団法人三重県歯科医師会、社団法 
人三重県薬剤師会、公益社団法人三重県看護協会、一般社団法人三重 
県作業療法士会、三重県薬事工業会、食品企業、金融機関 
（大学、研究機関等 ）

○
○

○
○

援
栄

○
○

三重大学、鈴鹿医療科学大学等 県内８大学３高専 等 

【期待される効果】
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県担当課名 廃棄物・リサイクル課 

関係法令等 震災廃棄物対策指針 

　南海トラフ巨大地震で発生する災害廃棄物の処理体制の
　整備

（環境省）

■

②

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

東日本大震災では、広域的大災害により多くの市町村で膨大な災害廃棄物が■

１ 南海トラフ巨大地震の発生時に、地方自治体が災害廃棄物の適正かつ迅速な処

南海トラフ巨大地震が発生した場合、県内市町の処理能力を大幅に超える災

害廃棄物が発生する可能性があります。その際、国による市町村の区域や県域

を越えた災害廃棄物の広域処理が必要となることから、東日本大震災で適用さ

れた特例措置等が発災後速やかに発動されるよう制度化することが必要です。

また、県内市町の中には、甚大な被害を受けることで、災害廃棄物の速やか

な処理が困難になることが想定されることから、被災した市町村に代わって、

県が災害廃棄物処理に取りかかることができるよう、被災市町村が有している

災害廃棄物の処理権限について、見直す等の対策を講じることが必要です。

南海トラフを震源域とする最大クラスの地震はもとより、１００～１５０年周期

の大きな地震に対する市町村等の災害廃棄物の仮置き場の確保については、広

大な面積を要する等の理由から、大きな課題となっています。そのため、国有

地などの公的財産についても仮置き場として使用できるよう確保しておく必要

があります。

発生しました。災害廃棄物の処理においては、当該地震で発生した災害廃棄物

の処理に限定した特例法が発災後に措置される一方、被災した市町村の行政機

能が長期にわたって損なわれたことから、県が地方自治法上の事務委託を受け、

災害廃棄物の処理を行ったところです。

本県が策定した「災害廃棄物処理対策マニュアル」（平成１９年３月）では、東

海・東南海・南海地震が同時発生した場合の災害廃棄物等の発生量を６６３．２万

トンと想定し、県内２１市町が策定している「災害廃棄物処理計画」では、それ

を満たす６６．６万㎡の仮置き場が確保されています。

しかし、平成２５年３月に内閣府が公表した「南海トラフ巨大地震の被害想定

（第二次報告）」の本県における災害廃棄物等の発生量は、最大クラスの地震で

約３，２００万トンと試算されており、現在確保されている仮置き場のみでは対応

が困難な状況です。

【現状と課題】

《現状》 

理を行えるよう必要な制度化や市町村が有している処理権限の見直し等の必要な

対策を講じること。 

２ 南海トラフ巨大地震の災害廃棄物処理における仮置き場の設置について、地方

自治体が国有地などの公的財産について円滑に活用が図れるよう、国が対策を講

じること。 
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○東日本大震災の災害廃棄物処理事例 ○

2011.3 
東日本大震災発生

南海トラフ巨大地震発生

期間短縮

特例制度要望（被災自治体） 

（４か月以上）

県 国 
２０１１．７  処理の再委託の特例措置

災害廃棄物の処理

※ 広域処理の調整・実施を含む甚大な被害を受けた一部の市町村では

県に廃棄物の処理権限を事務委託

国県市町村有地（予め確保）
県 国 

期間短縮 処理開始

災害廃棄物の処理

※広域処理の調整・実施を含む

（仮置き場の確保対策）

市町村有地（不足） ・災害廃棄物処理計画による確保

・応急時、仮置き場の円滑利用を可能
国県有地 私有地

とする措置

（～半年） ・災害廃棄物の早期処理の重要性の

普及啓発等広報  等

処理開始

発災後迅速に災害廃棄物の

処理を開始することが可能 

被災 

市町村

被災 

市町村 

南海トラフ巨大地震の災害廃棄物

処理対策案

市町村の処理能力を超えた災害廃棄物の発生

→ 特例措置等の制度化（広域処理の推進）

市町村の行政機能の停止

→ 被災した市町村が有する災害廃棄物の処
理権限の見直し

２０１１．８   災害廃棄物の処理に関す

る特別措置法

（主な課題）

広大な面積が必要

仮設住宅用地等他ニーズとの調整

地元の同意等
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　償却資産（機械及び装置）に対する固定資産税の堅持

（総務省）

【提言・提案事項】　制度・予算

償却資産（機械及び装置）に対する固定資産税を堅持すること。

【現状と課題】

■

■

②

③

県担当課名 市町行財政課

関係法令等 地方税法

《現状》

■

《課題》

①

本県の市町では、「機械及び装置」に係る固定資産税は地方税収全体の約 8.1％

（約225億円、平成23年度）を占めており、特に重要な財源となっています。

しかし、平成25年度税制改正（地方税）にあたり、経済産業省より、償却資産に

対する固定資産税のうち、「機械及び装置」に分類されるものについて、

既存の償却資産も年々減価償却が進んでいくことを踏まえると、経済産業省

の要望は、事実上の廃止要望に等しいものです。

本県市町では、償却資産（機械及び装置）に係る税収の割合は特に高いこと

から、廃止による市町財政への影響は著しく、現行制度を堅持する必要があり

ます。

税収増大に寄与する自治体の企業誘致活動への影響も懸念されます。

き続き平成26年度税制改正等に際し同様の要望がなされることが予想されます。

平成25年度税制改正において、現行制度は維持されることとなりましたが、引

新規の設備投資分を非課税とする

長期保有分の評価額の最低限度（5％部分）を段階的に廃止する

・

・

との要望がなされました。
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税額が大きい市 （単位：百万円） 割合が大きい市 （単位：百万円）

順位 市町村名 税額 順位 市町村名 税額 税収 割合

1 東京都特別区 18,469 1 三重県亀山市 3,180 12,341 25.8%

2 三重県四日市市 10,257 2 広島県大竹市 1,502 6,147 24.4%

3 愛知県名古屋市 8,972 3 佐賀県伊万里市 1,637 6,891 23.8%

4 神奈川県横浜市 8,523 4 千葉県君津市 3,412 16,443 20.8%

5 福岡県北九州市 8,259 5 福岡県宮若市 945 4,607 20.5%

6 神奈川県川崎市 8,047 6 三重県いなべ市 1,677 8,355 20.1%

7 大阪府堺市 8,025 7 茨城県鹿嶋市 2,374 11,977 19.8%

8 大阪府大阪市 7,996 8 福井県敦賀市 2,549 14,356 17.8%

9 岡山県倉敷市 7,546 9 愛知県東海市 4,685 26,997 17.3%

10 大分県大分市 6,962 10 三重県四日市市 10,257 59,388 17.3%

税額の大きさについて、町村も含めた

全国順位に変更なし

割合の大きさについて、町村も含めた全国順位の第１位は

三重県多気町（税額 894、税収 2,781、割合 32.1％）

※ 総務省作成資料を転記（一部加工）なお、税額は平成 22 年度「固定資産の価格等の概要調書」

（課税標準額×1.4％で試算）より、税収は平成 22 年度「地方財政状況調査」より作成されたもの

※ 円グラフは平成 23 年度「地方財政状況調査」より作成

棒グラフは平成 23 年度「固定資産の価格等の概要調書」より作成

（課税標準額×1.4％で試算しているため、円グラフの額とは一致しない）

円グラフの「その他」は、軽自動車税、市町村たばこ税等

三重県市町における償却資産（機械及び装置）に係る税額の状況

税額※１ 地方税収※２ 割合

三重県市町合計 225 億円 2,784 億円 8.1%

全国市町村合計 5,558 億円 203,774 億円 2.7%
※１ 平成 23 年度「固定資産の価格等の概要調書」（課税標準額×1.4％で試算）より作成

※２ 平成 23 年度「地方財政状況調査」より作成

土地
14.7%
408 億円

構築物
12.4%
49 億円

償却資産
14.0%
390 億円

個人市町村民税
32.7%
911 億円

固定資産税
48.2%
1,341 億円

機械及び装置
57.0%
225 億円

工具、器具及び備品
8.4%
33 億円

大臣・知事配分資産
21.7%
86 億円

その他
0.5%
2 億円

三 重 県 市 町
地 方 税 収 入
2 , 7 8 4 億 円

家屋
19.5%
543 億円

地方税収の 8.1％

内 訳

その他
7.0%
196 億円

法人市町村民税
8.1%
226 億円

都市計画税
4.0%
110 億円

廃止による

市町財政への

影響大
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（農林水産省、環境省） 

【提言・提案事項】　制度・予算

■ 本県では、県内29市町の

■ 現在、産学官の連携により、「被害対策」では、遠隔操作によるニホンジカの捕獲シ

① 本県では、野生獣の捕獲頭数は増加しているものの、依然として農林水産被害の増

②

③

④

⑤

うち25市町が「被害防止計画」を策定し、国の「鳥獣被害

１  野生鳥獣の捕獲力の維持・強化のため、狩猟免許の有効期間を３年から５年に延長する

などの規制緩和や大量捕獲技術等の開発と普及を行うこと。 

２  捕獲した野生鳥獣の利活用を推進するため、獣肉の全国的な需要喚起や消費拡大に向

けたＰＲを実施すること。 

３  ニホンジカなど野生獣の正確な生息数調査方法の確立と全国的な生息数調査を実施す

ること。 

４  鳥獣被害防止総合対策交付金については、地域の要望に応えられる予算額を確保する

こと。 

【現状と課題】

《現状》 

ステムの開発、「獣肉利用」では、料理メニューへの活用や、ペットフード、皮革製品

などの商品開発を促進するとともに、解体処理から供給までの体制整備を進めていま

す。また、「生息管理」を的確に行うための生息数調査では、ニホンジカの生息数を「糞

粒法」により調査しています。 

《課題》 

加に歯止めがかかっていません。また、有害鳥獣の駆除を担う狩猟者の高齢化や減少

が進み、捕獲力の低下が懸念されています。

野生鳥獣の大量捕獲技術については、ニホンジカでは開発でき、普及の目途が立ち

ましたが、ニホンザルやイノシシでは開発されていません。

捕獲した野生鳥獣の利活用を促進するためには、全国的な市場調査や消費ＰＲ、利

用方法の開発促進等を行い、需要を創造する取組が必要です。

「生息管理」を的確に行うために必要な生息数調査について、調査年次により誤差

が大きい「糞粒法」に替え、それぞれの野生獣の生息数を正確に把握できる新たな調

査方法を確立するとともに、全国的な生息数調査を実施することが必要です。

市町が「被害防止計画」に位置付けた取組や「獣肉利用」を進める上で必要な解体

処理施設の整備などが着実に実施できるよう、鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を

十分に確保することが必要です。

県担当課名 獣害対策課 

関係法令等 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

防止総合対策交付金」を活用することなどにより、獣害対策に取り組んでいます。

県では、市町と一体となって、

・ 集落ぐるみでの野生鳥獣の追い払いや侵入防止柵の整備など、地域の取組を支援

する「被害対策」

・ 有害鳥獣の適正な駆除や野生鳥獣が生息しやすい森林整備等を行う「生息管理」 

・ 野生鳥獣を未利用資源として捉える「獣肉利用」

を連携させ、総合的に取り組むことで、農林水産被害の減少をめざしています。
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■ 三重県における野生鳥獣による農林水産被害額及び捕獲頭数の状況

 

 

■ 三重県における狩猟登録者数の推移

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

人

狩猟登録者数

■ 三重県における獣害対策の総合的な取組

農業被害額の

全国順位（H23） 
全 体 14 位 

ニホンザル 2 位 
ニホンジカ 7 位 
イノシシ 12 位 

0

200

400

600

800

1,000

H20 H21 H22 H23

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

農業被害額 林業被害額 水産被害額 捕獲頭数

被害額
（百万円）

捕獲頭数
（頭）農林水産被害額及び捕獲頭数の推移（三重県）

総合的な対策を進めるため

十 分 な
予算配分が必要！

● 取組を強化しているにもかかわらず、
被害金額の減少につながっていない

捕獲力の維持・強化
が必要！

● 登録者数が減少、捕獲力の弱体化

被 害 対 策

企業等との
技術開発

生 息 管 理
総合的な総合的な

取取 組組

野生鳥獣の生息しやすい森林づくり

【里山】

【集落】
【農地】

侵入防止柵

【森林】

←里山再生整備

←森林再生整備

本来の
生息地へ

皮革を活用した名刺入れ

ペットフード

利 活 用

調味料
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（経済産業省、金融庁） 
【提言・提案事項】　制度・予算

【現状と課題】

リーマンショック以降の長引く世界的不況、国内のデフレ経済の進展など

が中小企業の経営に与える影響は極めて大きく、受注の減少、単価の下落、

利益の縮減（赤字転落）、売上の減少、資産価値の下落などにより、多くの

中小企業は過大な債務を抱え非常に厳しい経営を余儀なくされています。 

■ 中小企業が借り入れた資金の返済が困難になった際、金融円滑化法に基づ

き金融機関から返済条件の変更を受けた件数は大幅に増加しており、今後、

これらの中小企業の経営改善・金融支援を行っていく必要があります。 

③ 国及び関係機関に金融円滑化法失効に伴う金融相談窓口が設置されまし

たが、中小企業の個別・具体的な相談にハンズオン支援できる体制が不十分

です。 

県担当課名 サービス産業振興課 

関係法令等 中小企業経営力強化支援法 

《現状》 

■

《課題》 

①

日本政策金融公庫が債権（信用保険を含む）を不等価譲渡する際には手続

きが煩雑、時間を要する、譲渡価格の折合が難しいなど、中小企業再生支援

協議会や官民中小企業再生ファンドなどによる中小企業の再生が困難な要

因となっています。 

②

景況感に明るさは見えるものの、成熟した経済環境下での中小企業が再

生・再建を図るには、より長期間での経営改善の視点が必要であり、長期に

わたる金融及び経営面での支援が必要です。 

また、地域とのつながりが深い中小企業は大幅な事業再編、リストラや新

たな事業展開が行い難い状況にあり、抜本的な経営改善にあたっても地域の

雇用を守りながら、地域と一体となり進めていくことが必要です。 

そのため、政府系金融機関等には劣後ローンなど長期の金融・融資制度は

ありますが、地域の中小企業にとっては貸付審査等においてまだまだハード

ルが高く利用し難いものとなっています。 

１ 長期間にわたる厳しい経営環境におかれている中小企業の資金繰り支援と

して、政府系金融機関において超長期低利の借入要件を大幅に緩和した別枠の

融資制度を創設するとともに信用保証協会による保証承諾要件を大幅に緩和

した１００％保証の別枠の信用保証制度を創設すること。 

２ 中小企業再生の際に日本政策金融公庫の債権（信用保険を含む）の不等価譲

渡に迅速かつ柔軟に対応すること。  

３ 中小企業が金融機関との取引における悩み事を相談できる「かけこみ寺」の

ような相談窓口を中立的な組織に設置すること。 
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三重県内におけるセーフティネット資金に係る条件変更利用状況

条件変更利用状況(件数ベース)
14,000 12.0%

12,000
10.0%

10,000
8.0%

8,000

6.0%

6,000

4.0%
4,000

2.0%
2,000

0 0.0%
２０年度末 ２１年度末 ２２年度末 ２３年度末 ２５年２月末

貸付残件数 5,323 10,692 12,647 12,913 12,539

うち条変件数 65 394 1,004 1,254 1,433

条変率 1.2% 3.7% 7.9% 9.7% 11.4%

三重県中小企業再生支援協議会相談件数・支援件数の推移 

70

60
相談件数

支援件数

50

40

件
30

20

10

0

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

件数 条件変更率
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図る対策への支援
（国土交通省） 

【現状と課題】

②

③

④

県担当課名 河川･砂防課 港湾･海岸課 下水道課 住宅課 

関係法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱、建築物の耐震改修の促進に関する法律 等 

【提言・提案事項】　制度・予算

《現状》 

■

《課題》 

①

大規模地震の発生とこれに伴う巨大津波の来襲が予想される地域においては、

甚大な人的・物的被害をできる限り防止し、軽減するため、本県では、地震・防

災対策としてハード対策を進めるとともに地域のニーズに応じてきめ細かな対応

を施すなどの取組を進めています。

甚大な被害が想定される東海・東南海・南海地震は今後３０年以内の発生確率が

８８％（東海地震）まで上昇し、その脅威は刻々と増しています。

■

必要な基盤整備等の地震・防災対策を進めるうえでは、国としても最重要課題

に位置づけ、その対策予算を増額するとともに補助率の嵩上げ、地方財政措置の

充実や対象地域の予算を確保するなどの支援を強化することが必要です。 

河川の河口部堤防の補強等や、下水道の未耐震施設の耐震化及び津波に対する

処理施設の浸水対策など急務な対策を早めるためには財源の確保や防災・安全交

付金等の対象事業を拡大するなど国の支援制度の拡充が必要です。 

下水道処理施設における津波対策の実施にあたっては、具体的な技術基準が必

要です。 

平成２７年度耐震化率９０％の目標達成に向けて、住宅の耐震化のさらなる促進が

必要であるため、耐震補強補助金の増額、防災を主目的とした住宅の除却に対す

る補助の新設が必要です。 

１ 大規模地震発生の切迫性が高い地域において、急がれるハード対策や地域のニ

ーズを踏まえたきめ細かな対応を進めるため、防災・減災対策予算総枠の増額と

３ 下水道処理施設における津波による災害の防止又は軽減の効果が高くなる技

術基準を早期に策定するなど技術的支援を行うこと。 

４ 木造住宅のさらなる耐震化促進に向けた、耐震補強補助金の増額や住宅の除却

に対する補助の新設など支援制度を拡充す ること。

必要な予算の確保など国の財政支援を強化すること。 

２ 大規模地震発生の切迫性が高い地域において、急務である河口部の堤防補強対

策を防災・安全交付金の対象事業とするとともに、海岸の堤防補強対策や下水道

処理施設の津波浸水被害を軽減する対策について国の支援制度を拡充すること。
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 切迫性の高い地域に早急な対策を進めるための十分な財源の確保を！ 

 

36km/h 250km/h 100km/h800km/h

地震発生

100ｍ  

5000ｍ
500ｍ

建物

通常の

潮位

10ｍ  

津波の速さと最短到達時間 気象庁ホームページを参考

に作成

宮 崎 県  高 知 県  和 歌 山 県 三 重 県  愛 知 県  静 岡 県  

１ｍの津 波 の最 短 到 達 時 間   ６分   ３分   ２分   ４分    ９分    ２分  

最 大 津 波 の最 短 到 達 時 間   －  ２２分     ―  １９分    ―   ７分  

県別の津波到達予想時間 

検潮所

津波の高さ 

三重県の最大津波高 

11.0  
6.1 

16.0  
6.7 

17.0  
9.0 

17.0  
8.0 

19.0  
8.1 16.0  

7.7 

27.0
8.2

26.0
9.2

22.0  
7.4 

5.0 
2.4

5.0  
2.4 

6.0 
2.7 

7.0 
2.8 7.0 

3.2 8.0
3.7 9.0 

4.9 

5.0 
2.2 4.0

2.2 

２
０
０
３
年
の

想
定
（
ｍ
）

今
回
の
想
定

（
最
大
ｍ
）

凡例 

南海トラフの巨大地震モデル検討会

（第二次報告）を参考に作成

尾鷲市内 尾鷲市内

東南海地震（昭和１９年）の
地震・津波被害 

○東 海 地 震 が発 生 すれば、これが引 き金 となり三 連 動 地 震
となるなど、超広域災害になることが想定されます。

○東海地震は、直近の発生（１８５４年の安政地震）から１５０
年以上経過し、相当量のひずみが蓄積されていることから、
いつ発生してもおかしくない状況です。

東海・東南海・南海地震？ 

（三連動！？） 

発生確率：６０～７０％程度 

南海地震 

Ｍ８級？ 

東南海地震 

Ｍ８級？ 

発生確率：８８％（参考値）
東海地震 
Ｍ８級？ 

発生確率は地震調査研究推進本部資料

より引用（３０年以内の確率を示す）

東日本大震災に

おける避難速度

（徒歩平均） 

2.3km/h
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 急がれるハード対策やきめ細かな対応を進めるための支援の強化を！ 

・海岸堤防の整備 

・海岸堤防の耐震対策の実施 

・河川堤防の整備 

・河川堤防の耐震対策の実施 

・緊急輸送道路の整備 

・港湾耐震岸壁の事業 

・急傾斜地崩壊対策の実施 

  など 

・海岸・河口部堤防等の機能確保や 

補強対策の実施

・避難階段の設置 

・水門・防潮扉の遠隔操作化、動力化 

・道路の構造強化 

・橋梁の耐震化 

・下水道処理施設の耐震化、 

津波浸水対策の実施 など

強力にハード対策を推進 地域のニーズに適切に対応 
できるように予算確保が必要！ 

きめ細かな対策 

きめ細かな対策の事例 

ハード対策の推進
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 機能確保のため、堤防等施設の補強等の事業への支援の拡充を！ 

国の支援の拡充！

調査対象  

◎築造後 50 年が
経過  

調査対象  

海岸線総延長 
1,088km 

劣化による亀裂 塩害 劣化による亀裂 空洞化

住宅の耐震化促進のための支援制度の充実を！ 

100 『平成24年度防災に関する県民意識調査報告書』 100.0%

50.8% 

40.0%

15.3% 18.6% 
23.7% 

3.4% 16.6% 

0 
300 150 100 50 0 

83.7% 90.0%

機能回復の対策を効率的、効果的

に行うため調査を実施 
H24 年度 

５５箇所の対策
を実施 

「機能確保」 
「粘り強い構造」 

となるよう 

が必要！

4 年間で 
実施 

【H24 年度】
～ 

【H27 年度】

200 箇所

（緊急に対策を
要するもの）

内 136 箇所

（空洞化）

１次点検  
（目視調査）

２次点検  
（変状計測）

3,515 箇所  
（約 195Km） 

183 箇所

（緊急に対策を
要するもの）
内 11 箇所  
(空洞化 ) 

5 年間で 
実施 

【H25 年度】
～ 

【H29 年度】

１次点検  
（目視調査）

２次点検  
（変状計測）

130 河川  
（約 204Km） 

耐震補強にかけられる自己負担額の上限

【参考】県内の補強工事費実績(最頻値) 

約 １８０ 万円 

耐震化率 
推計

耐震化率
目標

自己負担
７０万円  

上乗30万円  

国費20万円

県費30万円

市町費30万円

上乗せ補助の

ある場合

自己負担  
１００万円

国費20万円  
県費30万円  
市町費30万円 

上乗せ補助の 

ない場合

自己負担
１８０万円

緊急に 
「補強対策」 

200 
自己負担額上限（万円） 

◎河川 洪水（概ね 60mm/h に対応）  
高潮（伊勢湾台風級に対応）

◎海岸 高潮（伊勢湾台風級に対応）

高波（既往最大に対応）

◎海岸延長  
→全国第８番目  

◎耐震補強補助金の増額 

   国費による 30万円上乗せ補助復活 

◎防災を主目的とした 

住宅の除却に対する補助の新設 

「耐震性なし」住宅

を減らすには

①補強の促進

②除却の促進

平成 24 年度末 

現在 

平成 27 年度末 

目標 

洪水・高潮対策

伊勢湾台風（S34.9） 

【上乗せ補助の経緯】 

H22国補正予算 30万円(国費全額)上乗せ補助 

(当該補正予算に限定) 

H23,24     県30万円(県費全額)上乗せ補助 

H24国補正予算 30万円(国費1/2)上乗せ補助 

（～H25年度末) 

→河川改修や海岸堤防などの治水を推進 

脆弱箇所への対応
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（国土交通省） 

■

②

県担当課名 河川・砂防課 

関係法令等 河川法 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

平成２３年台風１２号に伴う豪雨により、熊野川本川および支川流域において大

【現状と課題】

《現状》 

■

熊野川では、再度災害防止のために、河道内に大量に堆積した土砂の早期対

策が必要となっています。しかしながら、その対策には莫大な費用が必要であ

り、水系内に複数存在する各河川管理者が短期間に効果的な対策を進めること

には限界があることから、直轄管理区間の拡大により、国の管理のもと早期対

策が必要です。 

なお、熊野川・相野谷川においては、直轄管理区間やその上流域の河床が上

がっており、洪水への不安を解消するためには河床掘削等の激甚災害対策特別

緊急事業等の推進が求められています。 

国の一括した管理のもと、新宮川水系の総合的な治水対策の実施を進めると

ともに利水ダムにおける洪水調整を目的とする運用を含めた熊野川の管理につ

いて総合的なマネジメントのさらなる強化が必要です。 

紀伊半島大水害において、計画規模を上回る洪水が発生した熊野川（相野谷川を

含む）について、直轄管理区間の拡大による国の管理のもと再度災害防止に向けた

治水対策の早期実施を推進するとともに、利水ダムの治水目的での運用などの取組

について国による総合的な治水対策のマネジメントのさらなる強化を進めること。

規模な浸水被害が発生しました。熊野川本川には河道内に大量の土砂が堆積し

ています。また、相野谷川流域では、熊野川本川水位の影響を受け、平成１９年

に完成した輪中堤（天端高９．４０ｍ）を越水し、紀宝町の鮒田地区、高岡地区、

大里地区など広範囲にわたり、浸水被害が発生しました。 

 このため、熊野川・相野谷川において災害復旧事業や激甚災害対策特別緊急

事業が実施されています。 

河口から約５ｋｍの区間は国の直轄管理であり、中下流部は、三重県とその対

岸を和歌山県、上流部を奈良県が管理しています。流域内には、主なものだけ

で１１基のダムが設置され、電源開発(株)、関西電力(株)、 国土交通省がそれぞ

れダムの管理を行っています。なお、一部の利水ダムにおいては、洪水時のダ

ム放流量の低減を図る暫定運用が実施されており、平成２４年の台風４号や１７号

においてその適用が行われました。 
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◎ 新宮川水系の総合的な治水対策の実施 

・ 熊野川の直轄管理区間の拡大 

・ 利水ダムの治水目的での運用に向けた電源開発（株）への指導など、 

国による総合的なマネジメントのさらなる強化 

紀 伊 半 島 大 水 害 では、河 川 基

本方針（1.9 万ｍ３／ｓ）を超える

洪水により甚大な被害が発生 

三 県 に跨 る流 域 に１１基 の
ダムが点在 

大規模な河道閉塞と高さ 
10ｍを超える河道内堆砂 

◎熊野川の浸水被害
◎相野谷川輪中堤の浸水被害

◎１１基すべてが利水ダム
（治水機能なし）

◎河川・ダム管理者が複数

◎紀伊山系で約１億ｍ３の
土砂崩落が発生

新宮川水系の利水ダムの治水目的での運用を含めた総合的な治水対策の実施を！ 

猿谷ダム(国) 
川迫ダム（関電） 

九尾ダム（関電）

猿谷ダム（国） 

瀬戸ダム（関電） 

旭ダム（関電） 

坂本ダム（電発） 

池原ダム（電発）

七色ダム（電発）

小森ダム（電発）

二津野ダム（電発） 

風屋ダム（電発） 

主なダム 

河川（国管理） 

河川（県管理） 

流域界 

新宮川水系の流域図 

熊野川

相野谷川

熊野川・相野谷川のはん濫状況

熊野大橋

相野谷川

紀宝町紀宝町 紀宝町
熊野川

熊野川の堆積土砂

浅里地区
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への支援
（国土交通省） 

、新潟・福島豪雨、紀伊半島大水害（台風１２号）、平

■

昨今、災害復旧費が増加する一方で、国における予防対策予算は減少してお

り、地域におけるハード・ソフト両面からの予防対策を加速させるためには、

その総額を増加させるとともに、安定的に確保することが必要です。 

② 侵食が著しい七里御浜海岸は、国土の保全、自然災害の防止、世界遺産の保

③

県担当課名 河川・砂防課 港湾･海岸課 

関係法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱 等

【提言・提案事項】　制度・予算

《課題》 

①

平成２３年には、台風６号

【現状と課題】

《現状》 

■

護や存続に加えて熊野川流域における複雑な土砂供給の解析や高度な施工技術、

技術監理を要することから直轄事業化することが必要です。 

直轄管理河川や施工規模が大きくなる海岸では、県民の安全・安心を確保す

るため、直轄事業による河川改修や堤防補強、海岸整備、また、海岸・河口部

の堤防においては、治水・高潮対策や地震・津波対策が必要不可欠となってい

ます。 

１ 甚大な被害を及ぼす台風や近年増加傾向にある局地的大雨等による風水害を

成２４年には７月の九州北部豪雨、９月の台風１７号と、近年わが国では、広域に

被害を及ぼす大型台風の増加、局地的な大雨の発生頻度が増加しています。こ

のため、それに伴う洪水・高潮による被害の増加が懸念される状況にあります。 

２３ｋｍにわたって続く七里御浜海岸は、「熊野参詣道七里御浜」（熊野古道の浜

街道）として世界遺産に登録されており、東紀州地域を代表する地域資源であると

ともに、背後地の防護機能も有しています。しかしながら現在は、太平洋の高

波により海岸の侵食が著しく進行し砂浜が消失した箇所もあるなど、その資源や

機能が脅かされています。 

未然に防ぐため、ハード・ソフト両面にわたる予防対策予算を安定的に確保する

３ 局地的な集中豪雨や台風の大型化による洪水・高潮災害等の備えとして、直轄

河川・海岸事業を推進すること。

こと。 

２ 侵食が著しい七里御浜海岸について、高度な施工技術の導入による国土保全や

自然災害の防止、世界遺産の保護の観点から直轄事業化すること。 
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熊野川

近年

昭和 22年汀線  

最大で 

約８０ｍ後退 

和歌山県 

熊野川 完 成

施 工 中

将 来 計 画

凡　　　例

七
里

御

浜

海

岸

延

長

２３ｋｍ

養浜(H12～)
約４万ｍ３【約２億円】／年

JR 紀勢本線  

市木川 

尾呂志川 

国道４２号
井戸川 

三重県

風水害を未然に防ぐため、予防対策予算の安定的な確保を！ 

高度な施工技術による国土保全などの観点から七里御浜海岸の直轄事業化を！ 

紀伊半島大水害（紀宝町） 紀伊半島大水害（熊野市） 紀伊半島大水害（熊野市）

防災関係予算額の推移 予算額の推移 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（億円） 災害復旧等

国土保全

災害予防

科学技術の研究

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（億円） 国土保全

災害予防

世界遺産の 
保護 

著しい海岸侵食
（国土保全） 

複雑な 
土砂供給の解析

高度な 
施工技術 

複数県に跨る 

多額の費用 

直轄事業化 

H24 防災白書

より作成

H24 防災白書

より作成

H23 年度被害の状況  

(年 度 ) (年 度 ) 
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直轄河川・海岸事業の推進 

①

②

⑤

③

⑥

④

木 曽 川 

揖 斐 川 

長 良 川 

鈴 鹿 川

櫛 田 川 

雲 出 川 

宮 川 

木 津 川 

名 張 川 

熊 野 川 

中村川

雲出川

波瀬川

中村川

雲出川

波瀬川

雲出川と中村川・赤川合流部付近

平成２１年浸水状況 

津松阪港 
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四日市市 四日市市

磯津橋

小倉橋

1.0k

2.0k
鈴鹿川水管橋（会社）

1.6k（高潮区間）

石原排水樋管

四日市市 四日市市

磯津橋

小倉橋

1.0k

2.0k
鈴鹿川水管橋（会社）

1.6k（高潮区間）

石原排水樋管

③鈴鹿川河口部

■木曽川・長良川■

高潮・地震・津波対策 

■鈴鹿川■

高潮・地震・津波対策 

平成２４年度施工  

高潮・地震・津波対策 

■雲出川■

洪水対策 

伊 勢 市
6.0km

5.0km

度会橋

宮
川

JR参宮線　宮川橋梁

宮川橋

豊
浜
大
橋

近鉄山田線　宮川橋梁

御薗地区

中島地区

伊 勢 市
6.0km

5.0km

度会橋

宮
川

JR参宮線　宮川橋梁

宮川橋

豊
浜
大
橋

近鉄山田線　宮川橋梁

御薗地区

中島地区

⑥宮川下流部

■宮川■

堤防補強 

①長良川河口部 ②鍋田上水門

9.0k

須賀瀬橋

小戸木橋
伊勢自動車道

松阪市

津 市

津 市

赤
川

雲出川

8.0k

10.0
k

11.0
k

平成１８年３月撮影

9.0k

中村川

元町地
区

須賀瀬地
区

9.0k

須賀瀬橋

小戸木橋
伊勢自動車道

松阪市

津 市

津 市

赤
川

雲出川

8.0k

10.0
k

11.0
k

平成１８年３月撮影

9.0k

中村川

元町地
区

須賀瀬地
区

④雲出川と中村川・赤川

1.0k

0.0k

津香良洲大橋
1.0k

0.0k

津香良洲大橋

⑤雲出古川（雲出川派川）河口部

洪水・高潮・地震・津波対策の推進 

雲出古川河口部改修標準横断図  

凡例  

整備完了区域  

整備中箇所  

背後施設  

津地区（贄崎工区） 

整備済み箇所 

三雲地区（鵲工区）

 整備済み箇所 

津松阪港海岸 
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管理に必要な財源の安定的な確保
（国土交通省） 

【現状と課題】

《現状》 

■ 本県が管理する道路、港湾、河川、海岸、下水道等の施設は、その多くが高

②

③

県担当課名 道路管理課 流域管理課 河川･砂防課 港湾･海岸課 下水道課

関係法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱  

【提言・提案事項】　制度・予算

公共土木施設の老朽化が急速に進行するなか、橋梁などの維持管理計画等を策

定した施設の更新・修繕、延命化が図れる小規模な維持補修、堆積土砂の撤去など、

計画的かつ適切な維持管理に取り組むことができるよう、防災・安全交付金制度等

の対象事業の拡大や必要な財源の安定的な確保など国の支援を拡充すること。

《課題》 

①

本県では、「橋梁長寿命化修繕計画」、「港湾維持管理計画」、「下水道長寿命化

計画」などの維持管理計画を策定し、定期的な点検と計画的な修繕工事を実施

することで、将来的な維持・更新費用の低減に取り組んでいます。舗装では、

路面の劣化状況を把握し、交通量に応じた管理水準を設定して、効率的・効果

的な修繕を実施しています。 

■

公共土木施設の老朽化の進行により今後の維持更新の需要が増大することは

明らかです。また、多数の死傷者が出たトンネル天井板崩落事故のようなリス

クが高まるなか適切な維持管理が求められています。 

本県では、効率的・効果的に修繕ができるように各種の維持管理計画を策定

し、その費用を施設管理者として確保しつつ維持管理に努めていますが、必要

な財源が足りないという大きな壁が存在します。 

公共土木施設の老朽化が静かに、そして急速に進行するなか、適切かつ計画

的な維持管理に取り組むことができるよう、必要な財源の安定的な確保など国

の支援が必要です。 

度経済成長期（河川・海岸施設は昭和３４年の伊勢湾台風後）に整備され、整備

後５０年が経過するなど老朽化が進行しています。 

港湾施設では、津松阪港など１９港において、防波堤、岸壁、桟橋、臨港道路

等１，７８５施設を管理し、また、河川管理延長２，３３７ｋｍ、海岸線総延長１，０８８ 

ｋｍに及ぶ中で、水門、防潮扉等７００施設や堤防・護岸を管理していますが、そ

の老朽化が進行するとともに、航路や河川等での土砂堆積が進んでいます。 

道路施設では、道路実延長は３，４９０ｋｍ、橋梁が４，００９橋、トンネルが１１９箇

所にのぼります。このうち、現在、整備後５０年を経過している橋梁の割合は約

２７％ですが、２０年後にはその割合が約６８％に増加することになります。また、

橋梁のみならず、トンネル、舗装、擁壁等の道路構造物、防災・照明設備や道

路情報提供装置等の電気設備もその多くが老朽化しています。 
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直轄事業負担金

補助事業

県単事業

安定的な財源の確保 ～維持管理への国の支援を～ 

朽ちる公共土木施設 ～迫りくる崩壊の足音～ 

公共土木施設の維持管理に必要な財源の安定的な確保を！ 

立ちはだかるのは財源不足 ～未然に防ぐ更新・補修の遅れ～

 

H10 の２．０倍
に増加  

県単事業の建設費と維持管理費の比直轄・公共・県単事業費の当初予算推移（県 単 補 助 金 除 く、特 会 含 む）

H８の４０％に
減少  
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当初 補正

（）

（兆円）  

（年度）

7.7

１５か月

予算  

公共事業関係費  

を充実！ 

１５か月予算 

維持管理に必要な 

財源の 

安定的な確保を！！

これを機に！！ 

主桁の鉄筋露出
高欄の腐食  

財務省資料より作成  

2012 

2,922橋 
73% 

1,087橋 
27% 

2022

2,008橋
50% 

2,001橋 
50% 

2032

2,719橋
68% 

1,290橋
32% 

50 年未満50 年以上凡例

（年度）

（億円）  

　平 成24年4月1日 現 在、

建設後50年以上経過した橋

梁 は1,087橋（約27%）あ り、

20年後には2,719橋（約68%）

まで増加します。 
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ための取組に対する支援の強化 
（国土交通省） 

【現状と課題】

港湾運営の効率化と低廉で質の高い港湾サービスの提供を目的として創設さ

れた港湾運営会社制度においては、伊勢湾は国際戦略港湾と同様の取組が可能

とされたことから、現在、四日市港と名古屋港で、特例港湾運営会社の指定に

向けた取組を進めているところです。

■ さらに、四日市港では、老朽化した倉庫や各地に分散した小規模倉庫を集約

して物流の効率化とコスト低減を図るため、霞ヶ浦地区北ふ頭Ｗ80コンテナタ

ーミナルに隣接する港湾関連用地において、四日市港管理組合が当該用地の早

期供用に向けて地盤改良等の設計に着手するとともに、民間事業者が共同で新

たな大型物流センターの整備に向けた検討を進めているところです。

② 四日市港のさらなる利用拡大と利便性の向上を図るためには、新物流センタ
ーの建設・運営を行う民間事業者を効果的に支援し、荷主企業の物流コストの
低減に結び付ける必要があります。 

県担当課名 四日市港管理組合 

関係法令等 港湾法 

【提言・提案事項】　制度・予算

《現状》 

■

《課題》 

① 港湾運営会社からユーザーへの施設提供に係る料金低廉化が図れるよう、国

際戦略港湾には、直轄港湾工事の国費負担率の引き上げや対象施設の拡充、税

制優遇等の支援措置が図られたところですが、国際拠点港湾である伊勢湾には

その支援措置が適用されません。 

 伊勢湾の港湾運営会社が低廉なサービスを提供し、国際競争力の強化を図っ

ていくには、伊勢湾にも国際戦略港湾と同等の支援措置が必要です。

１ 国際戦略港湾と同等の港湾施設の整備等に係る支援措置を適用すること。 

・コンテナヤードの整備等の港湾整備に関して国際戦略港湾と同様の支援措置を

適用 

２ 港湾関連用地に物流施設を整備する民間事業者の取組への支援制度を創設する

こと。 

・コンテナターミナルと一体となって相乗効果を発揮する物流センターを整備す

る民間事業者を支援する制度の創設 
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伊勢湾には、国際戦略港湾と同様の港湾運営会社制度が適用されますが、港

湾施設の整備等への支援で、国際戦略港湾との差が生じています。 

港湾整備等に係る国の支援措置 

 国際戦略港湾 

５港 

京浜（東京、川崎、横浜） 

阪神（神戸、大阪） 

国際拠点港湾 

１８港 

名古屋 

四日市 

左記以外の１６港 

直轄事業の国費負担率 

（コンテナターミナルの耐震岸壁） 

水深 16m 以上        7/10 

水深 14m～15m       2/3 

水深 12m～13m       5.5/10 

 2/3 

コンテナヤードの直轄事業化 国費負担率 2/3 

（水深 16ｍ以上） 
－ 

港湾運営会社の取得した荷さば

き施設等に係る課税標準の特例 
固定資産税 1/2 

都市計画税  1/2 

固定資産税 2/3 

都市計画税  2/3 

対象港： 

苫小牧、仙台塩釜、新潟、清水、 

名古屋、四日市、広島、関門、博多 

 

    

国際戦略港湾と同等の港湾施設の整備等に係る支援措置を適用 

 

 

新物流センターの建設・運営を行う民間事業者を効果的に支援し、荷主企業

の物流コストの低減に結び付ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新物流センターを整備する民間事業者を支援する制度の創設 

官民連携による四日市港の利用拡大、利便性の向上の取組に対する支援の強化 

課題１ 

課題２ 

(            )
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