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１．基本的考え方 

① アベノミクスの推進により、日本経済は大きく改善している。デフレではない状況を作り出す中

で、ＧＤＰは名目、実質ともに過去最大規模に拡大した。また、企業収益は過去最高を記録すると

ともに、就業者数の増加、賃上げなど、雇用・所得環境は大きく改善し、経済の好循環は着実に

回りつつある。 

 

② 他方、経済の先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、通商問題の

動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意

する必要がある。あわせて、アベノミクスの成果を全国津々浦々まで一層浸透させ、経済の好循

環を更に加速させるように、施策を実施していく必要がある。 

 

③ また、我が国財政は、国・地方の債務残高がＧＤＰの２倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が

見込まれ、また、国債費が毎年度の一般会計歳出総額の２割以上を占めるなど、引き続き、厳し

い状況にある。 

 

④ 政府は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、戦後最大の 600兆円経済

と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指す。 

 

⑤ 地球環境と両立した持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるため、「経済

財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30年６月 15日閣議決定。以下「基本方針 2018」という。）

に基づき、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」

に最優先で取り組む。 

また、希望出生率 1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとともに、生涯現役社会の実現に向け、 

高齢者雇用促進のための改革等を実現し、全世代型社会保障制度への取組を進め、少子高齢

化という最大の壁に立ち向かっていく。 

さらに、農林水産業をはじめとした地方創生、国土強靱化、女性の活躍、障害や難病のある方

の活躍、働き方改革、外国人材の受入れなどの施策の推進により、経済の好循環をより確かな

１ 平成 31 年度予算編成の基本方針 
 （平成 30 年 12 月７日閣議決定） 

平成 31 年度予算政府案の概要とポイント      第１部 
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ものとし、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現を目

指す。 

加えて、昨今の国際情勢を踏まえ、我が国として、外交・安全保障の強化に取り組む。 

 

⑥ 財政健全化に向けては、基本方針 2018 に盛り込まれた新経済・財政再生計画を着実に推進

することにより、2025 年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字 

化を目指す。同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。 

 

２．予算編成についての考え方 

① 平成 31 年度（2019 年度）予算編成に向けては、引き続き、構造改革はもとより、金融政策に 

成長指向の財政政策をうまく組み合わせることに留意する必要がある。 

財政健全化への着実な取組を進める一方、上記の基本的考え方に沿って、幼児教育の無償

化をはじめとする「人づくり革命」の推進や第４次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」

の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な

政策課題への対応に必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた予算編成を目指す。あわ

せて、年末に向けて、追加的な財政需要に適切に対処するため、平成 30 年度（2018 年度）第２ 

次補正予算を編成する。 

 

② 2019 年 10 月１日に予定されている消費税率の引上げに伴う対応については、引上げ前後の

消費を平準化するための十分な支援策を講ずるなど、あらゆる施策を総動員し、経済の回復基

調が持続するよう、2019・2020 年度当初予算において臨時・特別の措置を講ずる。 

 

③ 東日本大震災、熊本地震をはじめ、各地の災害からの復興や防災対応の強化を現場との連

携を密に着実に進める。 

本年夏に相次いだ大きな自然災害については、平成 30 年度（2018 年度）第１次補正予算によ

り災害復旧を加速する。 

また、重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえ、防災・減災、国土強靱化のための緊急対策

を、３年間で集中的に実施する。 

このうち、初年度の対策として速やかに着手すべきものについては平成 30年度（2018年度）第

２次補正予算により対応することとし、さらに、2019・2020 年度当初予算の臨時・特別の措置を活

用する。 

 

④ 平成 31年度（2019年度）予算は、新経済・財政再生計画で位置付けられた、社会保障改革を

軸とする基盤強化期間の初年度となる予算であり、同計画に基づき、歳出改革等に着実に取り

組む。社会保障関係費や非社会保障関係費等について歳出改革の取組を継続するとの方針の
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下、同計画に沿った予算編成を行う。 

また、予算編成に当たっては、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわた

り、聖域なき徹底した見直しを推進する。地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見

直しを進める。 

 

⑤ また、ＰＤＣＡサイクルの実効性を高めるため、各府省は、全ての歳出分野において行政事業

レビューを徹底的に実施するとともに、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ、Evidence-based 

Policymaking）を推進し、予算の質の向上と効果の検証に取り組む。また、行政手続の電子化の

徹底等により、行政手続コストを２割以上削減するほか、公共調達の改革、多様なＰＰＰ／ＰＦＩや

地方行政サービスの民間委託などの取組を加速・拡大する。 

 

⑥ 新経済・財政再生計画の改革工程表には、継続して取り組むべき歳出改革等を盛り込むほ

か、基本方針 2018 に盛り込まれた主要分野ごとの重要課題への対応とそれぞれの改革工程を

具体化する。また、行動変容に働きかける取組を加速・拡大する観点から、成果をより定量的に

把握できる形にＫＰＩ（Key Performance Indicator）を見直すとともに、歳出効率化や経済効果の高

いモデル事業について、所管府省庁が責任を持って戦略的に全国展開を進めるほか、地域差や

取組状況等を見える化し、改革努力の目標としても活用する。こうした取組への予算の重点配分

を推進する。 

【出典】 内閣府 「平成 31 年度予算編成の基本方針」 

http://www5.cao.go.jp/keizai1/yokihoushin/yokihoushin.html 

http://www5.cao.go.jp/keizai1/yokihoushin/yokihoushin.html
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２ 平成 31 年度予算のポイント 
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平成 31 年度予算のポイント 

 

《財政の健全化》 

  

○ 全世代型の社会保障制度への転換に向け、消費税増収分を活用した幼児教育の無償化、

社会保障の充実 

公費＋8,110 億円（国費＋7,157 億円＊1） 

・ 幼児教育・保育の無償化 〔2019 年 10 月～〕....公費 ＋3,882 億円 （国費＋3,882 億円＊2） 

・ 介護人材の処遇改善 〔2019 年 10 月～〕........... 公費 ＋421 億円 （国費＋213 億円） 

・ 年金生活者支援給付金の支給................................. 公費 ＋1,859 億円 （国費＋1,859 億円） 

・ 低所得高齢者の介護保険料の負担軽減強化... 公費 ＋654 億円 （国費＋327 億円） 等 
 
＊１，２ 幼児教育・保育の無償化に係る初年度の経費を全額国負担とすることに伴う子ども・子育て支援臨時

交付金（仮称）2,349 億円が含まれており、これを除いた社会保障の充実等に係る社会保障関係費の増
はそれぞれ＋4,808 億円、＋1,532 億円となる。 

 

○ 消費税引上げによる経済への影響の平準化に向け、施策を総動員 

（「臨時・特別の措置」： 国費２兆 280 億円） 

・ 中小小売業等に関する消費者へのポイント還元...............  2,798 億円 

・ 低所得・子育て世帯向けプレミアム付商品券....................... 1,723 億円 

・ 住宅の購入者等への支援－すまい給付金............................  785 億円 

 －次世代住宅ポイント制度.... 1,300 億円 

・ 防災・減災、国土強靱化対策........................................   １兆 3,475 億円 等 

 

○ 重要インフラの緊急点検等を踏まえた「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」

に基づき、緊急対策 160 項目について、2020 年度までの３年間で集中的に実施 
⇒ 2018 年度２次補正、2019・2020 年度「臨時・特別の措置」を活用 
（2019 年度: １兆 3,475 億円）【再掲】 

※ 2018 年度第２次補正予算と合わせて国費 2.4 兆円、2020 年度までの３年間の事業規模は概ね 
７兆円程度。 

○ 「新経済・財政再生計画」の下、歳出改革の取組を継続 

・ 社会保障関係費：高齢化による増におさめるとの方針を達成 （＋4,774 億円） 

・ 非社会保障関係費：歳出改革の取組を継続 （＋330 億円） 

○ 安倍内閣発足以来、国債発行額を７年連続で縮減 

（2018 年度： 33.7 兆円⇒2019 年度：32.7 兆円〔31.9 兆円〕） 

○ 一般会計プライマリーバランスも改善 

（2018 年度： ▲10.4 兆円⇒2019 年度： ▲9.2 兆円〔▲8.4 兆円〕） 

※〔〕は臨時・特別分を除いた計数 
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消費税率引上げに伴う社会保障の充実等 

公費＋8,110 億円 （国費＋7,157 億円）  

〔主なもの〕 公費 国費 

○幼児教育・保育の無償化 

・2019 年 10 月から、全ての３～５歳児、住民税非課税世帯の０～２

歳児を対象に、幼稚園・保育所・認定こども園等の費用を無償化 

＋3,882 億円 ＋3,882 億円 

○介護人材の処遇改善 

・2019 年 10 月から、勤続年数 10 年以上の介護福祉士について月

額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に対応 

＋421 億円 ＋213 億円 

○待機児童の解消 

 

・保育の受け皿拡大 

「子育て安心プラン」を前倒しし、2020 年度末までに 32 万人分

の受け皿を整備（保育運営費の拡充）   

※この他、事業主拠出金＋1,000 億円 

＋330 億円 ＋163 億円 

・保育士の処遇改善 

2019 年４月から、保育士の処遇について、＋１％（月 3000 円相

当）引上げ 

＋206 億円 ＋103 億円 

○低年金の高齢者等に対し、年金生活者支援給付金【基準額 年６万

円（月 5 千円）】を支給 （2019 年 10 月分～） 
＋1,859 億円 ＋1,859 億円 

○低所得高齢者の介護保険料の負担軽減の更なる強化 

（原則 2019 年 10 月～） 
＋654 億円 ＋327 億円 

○地域医療構想の実現に向けた地域医療介護総合確保基金の拡充 

（医療分） 

（介護分） 

 

＋100 億円 

＋100 億円 

 

＋67 億円 

＋67 億円 

○電子カルテの標準化・オンライン資格確認の導入等による効率的な

医療提供体制構築のための医療 ICT 化促進基金（仮称）の創設 
＋300 億円 ＋300 億円 

○児童養護施設等の小規模・地域分散化、高機能化等の社会的養

育の推進 
＋58 億円 ＋29 億円 

 

  

※２ 

＊１，２ 幼児教育・保育の無償化に係る初年度の経費を全額国負担とすることに伴う子ども・子育て支援臨時交付
金（仮称）2,349 億円が含まれており、これを除いた社会保障の充実等に係る社会保障関係費の増はそれぞれ＋
4,808 億円、＋1,532 億円となる。 
 
（注） この他、消費税率引上げに関連して、2019 年度において、後期高齢者医療制度の保険料（均等割）の軽減特
例の見直し及び幼児教育・保育無償化に係る自治体の事務費・システム改修費の補助を実施する。 

※1 
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消費税率引上げへの対応 

  《臨時・特別の措置》  （国費 2 兆 280 億円） 

低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券 (1,723 億円) 

低所得者（生活保護受給者除く）及び０～２歳児の子育て世帯に対し、2019 年 10 月から半年

間使用できるプレミアム付商品券を発行・販売（１人５千円の財政支援） 

中小小売業等に関する消費者へのポイント還元 (2,798 億円) 

2019 年 10 月からオリンピック・パラリンピック前の 2020 年６月までの９か月間に限定し、中小

小売業等において消費者がキャッシュレス決済を行う場合、５％（または２%）のポイント還元により

支援 

住宅の購入者等に対する支援 

【すまい給付金】 (785 億円) 

住宅ローン減税の効果が限定的な所得層を対象とする「すまい給付金」について、2019 年

10 月以降、対象所得層を拡大するとともに、給付額を最大 30 万円から 50 万円に引上げ 

 

【次世代住宅ポイント制度】 (1,300 億円) 

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事・介護負担の軽減に資する

住宅の新築やリフォームに対し、一定期間に限ってポイント付与（新築で基本的に 30 万円分の

ポイント付与） 

防災・減災、国土強靱化 (１兆 3,475 億円) 

重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえた「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対

策」について、2018 年度からの３年間で集中的に実施 

（※１） 2018 年度２次補正とあわせて国費 2.4 兆円 

（※２） 2020 年度までの３年間の事業規模は概ね 7 兆円程度 

（※）  この他、税制上の措置として、①軽減税率制度の実施 （減収見込額：▲1.1 兆円程度（注：昨年度実施したた
ばこ税や所得税の見直しなどによる財源確保 0.6 兆円程度）、②耐久消費財（自動車・住宅）の購入者に対する支援
（減収見込額：▲0.3 兆円程度）がある。（金額はいずれも国・地方合わせたベース） 
 

等 
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防災・減災、国土強靱化 

 

 

 

河川、砂防、道路等の防災・減災対策 [防][生]  （7,153 億円）〔6,183 億円〕 
河川の樹木伐採・掘削や堤防強化、土砂災害防止のための砂防堰堤の整備や道路法面・

盛土対策等を実施。あわせて、洪水・土砂災害に係るハザードマップの作成等を実施。 

電力インフラの緊急対策 [生]  （329 億円）〔125 億円〕 
再エネ事業者や災害時に生活支援拠点となるコンビニ等に対して、災害時にも活躍する自

家発電・蓄電池・省電力設備の導入等を支援。 

水道施設の耐震化対策等 [生]  （259 億円）〔66 億円〕 
地震により給水停止又は断水のおそれがある水道施設の耐震整備等に対する支援。 

ため池、治山施設、森林、漁港等の防災・減災対策 [防][生]  （1,207 億円）〔938 億円〕 
防災重点ため池の改修・補強や統廃合、治山施設の設置や森林の間伐、漁港施設の補強

等を実施。あわせて、ため池決壊時の浸水想定区域図の作成等を実施。 

学校施設等の防災・減災、地震津波観測網等に関するインフラ緊急対策 [防] 
（1,518 億円）〔698 億円〕 
児童・生徒等の学習の場である学校施設等の耐震化等を進めるとともに、津波からの迅速

な避難等のための海底地震津波観測網の整備等を行う。 

警察施設等の整備に関する緊急対策 [防][生]  （124 億円）〔545 億円〕 
信号機の滅灯対策のための信号機電源付加装置の更新整備や、警察施設の建替え整備・

耐震改修等を実施。 

災害拠点病院等における耐震化対策等 [防]  （75 億円）〔43 億円〕 
未耐震の災害拠点病院、耐震性が特に低い病院等の耐震整備や非常用自家発電の増設

等に対する支援。 

製油所・油槽所の緊急対策 [生]  （134 億円）〔84 億円〕 
非常用発電設備等の整備・増強に係る支援や耐震化・強靱化を実施。 

自衛隊の防災関係資機材等に関する緊急対策 [防]  （508 億円）〔131 億円〕 
災害派遣時の活動に必要な資機材等を整備 

○重要インフラの緊急点検等を踏まえた「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（2018

年 12 月 14 日閣議決定）に基づき、緊急対策 160 項目について、３年間で集中的に実施。 

⇒2018 年度２次補正、2019・2020 年度「臨時・特別の措置」を活用 

（2019 年度「臨時・特別の措置」：1 兆 3,475 億円） 

※2018 年度第２次補正予算と合わせて国費 2.4 兆円、2020 年度までの３年間の事業規模は 

概ね 7 兆円程度。 

《具体的な取組》 

※１（ ）は 2019 年度予算、〔 〕は 2018 年度２次補正予算 
※２  [防] は「緊急対策」の「防災のための重要インフラ等の機能維持」に該当するものであり、[生] は「緊急対
策」の「国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持」に該当するもの。 
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平成 31 年度予算における施策の重点化・効率化 

《恒久財源の確保による施策の拡充》 

 

 

 

 

 

 

 

 

《仕組みの見直し等を通じた重点化・効率化》 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔国際観光旅客税収を活用した観光施策の拡充〕 

○ 訪日外国人旅行者数 2020 年 4000 万人等の目標達成に向け、国際観光旅客税の増分（＋

440 億円）を活用しつつ、顔認証ゲートを用いた出入国手続きの高度化、無料 Wi-Fi や多言語

案内といった受入体制整備、文化財や国立公園等を活用した観光コンテンツの拡充等を加速 

（500 億円）【国土交通省等】 

 

〔電波利用料見直しによる財源を活用した電波制度改革〕 

○ 2020 年の５Ｇの実現を始め、Society 5.0 に向けた電波利用ニーズ拡大等に対応するため、

電波利用料を引き上げ（＋130 億円）、高度なワイヤレスシステムを支える電波利用基盤の整

備、電波の有効活用のための利用状況調査や周波数共用技術の確立等を実施 

（747 億円）【総務省】 

〔防衛力整備の効率化・合理化〕 

○ 防衛装備品取得の全般にわたり、長期契約の活用、民生品の使用、原価の精査等の装備

調達の最適化などを図ることにより、4,159 億円の効率化・合理化効果を実現 【防衛省】 

 

〔防災・減災分野における公共事業の個別補助化〕 

○ 防災・減災分野について優先して取り組むべき事業を推進するため、地方公共団体に対し、

交付金による支援から個別補助化による計画的・集中的な支援に切り替え（1,500 億円） 

【国土交通省】 

 

〔農地の集積・集約化の推進〕 

○ 農地の集積・集約化の協力金について、出し手から農地を集めるための協力金から、受け

手の生産性向上を支援するための協力金に重点化 （168 億円） 【農林水産省】 

 

〔教員加配の仕組みの見直し〕 

○ より質の高い英語教育に向け、教員新規採用者のうち、一定以上の英語力を有する者の割

合を指標として、英語専科指導のための教員加配を行う仕組みを導入 【文部科学省】 
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平成 31 年度予算における各歳出分野の特徴① 
 
【社会保障】 ※幼児教育の無償化、社会保障の充実を除く 

 

 

 

 

 

 

 

【教育・科学技術】 

 

 

 

 

 

 

 

【公共事業】 

 
 
 
 
 

【農林水産】 

 

 

 

 

 

 

【エネルギー・環境】 

 

 

 

 

 

 

  

○ 社会保障関係費の実質的な伸びについて、「高齢化による増加分におさめる」という「新経済・財

政再生計画」の方針を達成（＋4,774億円）。 

○ 実勢価格の動向を反映した薬価改定（▲503億円）やこれまでに決定した制度改革（介護納付金

の総報酬割の導入等：▲807億円）を着実に実施。また、足元の物価状況等を勘案し、＋0.1％の

年金改定（＋101億円）。 

 

○ 各国立大学への運営費交付金について、その大部分を前年同額で固定して配分してきた仕組

みから、1,000億円分を評価（うち700億円は質の高い論文など成果に係る共通指標で相対評価）

に基づき配分する仕組みに見直し。 

○ 科研費について、研究力向上に向けて、将来の学術研究を担う若手へ配分を大幅にシフトしつ

つ、充実（2,372億円（＋86億円））。 

○ 再エネ等の研究開発・実証等の重点化を図り、水素社会の実現に向けた水素ステーションの整

備（100億円）等を推進。 

○ 世界的な海洋プラスチックごみ汚染の問題等を踏まえたプラスチック国内リサイクル体制の整備

（70億円）等を推進。 

○ 水産資源管理の強化のための資源調査の充実や高性能漁船の導入等により水産業の成長産

業化を推進（2018年度補正予算とあわせ3,045億円）。 

○ 「2019年の輸出１兆円」目標の確実な達成に向け、輸出プロモーションの強化、輸出環境整備の

推進等により、国産農林水産物・食品の輸出を支援。 

 

○ 公共事業関係費については安定的な確保（6兆596億円）を行い、その中で、①地方公共団体に

対して計画的・集中的な支援を行うための個別補助化や老朽化対策、②成長力を高める生産性

向上のためのインフラ整備への重点化を推進。 
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平成31年度予算における各歳出分野の特徴② 
 

【外交・防衛】 

 

 

 

 

 

 

【警察・海保】 

 

 

 

 

 

 

【観光】 

 

 

 

 

 

【地方創生】 

 

 

 

 

 

【復興】 

 

 

 

 

【外国人材受入】 

 

 

 

 

【地方財政】 

 

 

 

 

  

○ 過去最高の地方税収等の結果、折半対象財源不足の解消（2008年度以来）、臨時財政対策債

の発行の大幅な縮減（▲0.7兆円）等を実現。地方の一般財源総額を適切に確保。幼児教育無償

化に係る初年度の経費全額を国が負担（2,349億円）。 

○ 地方自治体における一元的相談窓口設置の支援や、日本語教育の充実など、外国人材の受入

れ・共生のための環境整備を推進。 

○ 復興のステージに応じ、生業の再生等きめ細かな支援とともに、復興拠点整備等を通じた福島

の復興に引き続き注力。 

○ 地方の自主的かつ先駆的な取組を支援する地方創生推進交付金（1,000億円）や、先端科学や

観光・農業といった地方大学等の新たなチャレンジを後押しする地方大学・地域産業創生交付金

（22.5億円）により、地方創生を引き続き推進。 

○ 訪日外国人旅行者数2020年4000万人、旅行消費額8兆円等の目標達成に向け、国際観光旅客

税の増分（＋440億円）を活用し、顔認証ゲートを用いた出入国手続きの高度化や地域資源を活

用した観光コンテンツの拡充等を実現。 

○ 良好な治安確保やテロの未然防止等のための資機材の整備など、警備体制を充実強化（372億

円（＋213億円））。 

○ 2018年度第２次補正予算（313億円）とあわせ、尖閣対応の大型巡視船を中心に、引き続き「海

上保安体制強化に関する方針」に基づく体制強化等を推進（2,153億円）。 

○ 中期防対象経費は、新たな「中期防衛力整備計画」を踏まえ＋1.1％の伸びを確保し、宇宙・サイ

バー・電磁波といった新領域を含め、領域横断作戦を実現できる体制の構築を推進。 

○ 戦略的外交を更に推進するため、外交実施体制を強化。ODAは、⼀般会計、事業量とも増額

（＋27億円,＋412億円）。 
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新経済・財政再生計画改革工程表 2018 の概要 

「改革工程表」において、「新経済・財政再生計画」期間（2019～2025 年度）の改革の方向性や検討・実施時
期等を明確化。 

歳出分野 主な事項 

社会保障分野 

➢地域医療構想の実現に向け、都道府県知事の権限の在り方について検討。 
 
➢保険者におけるインセンティブ強化のため、国保の普通調整交付金の配分
について、加入者の性・年齢で調整した標準的な医療費を基準とするなどの観
点から議論。介護の調整交付金についても、保険者機能の更なる強化に向け
て活用。 
 
➢国保財政の健全化に向け、法定外繰入等の解消期限や解消手段を盛り込
んだ計画を策定・公表（見える化）。加減算双方向での財政的インセンティブの
一層の活用。 
 
➢給付と負担の見直しとして、後期高齢者の窓口負担の在り方、医療・介護に
おける「現役並み所得」の判断基準の見直し、医薬品や医療技術の保険収載
の判断等の在り方等について検討。 
 
➢「再生計画」の全 44 項目についても着実に推進。 

社会資本整備等 

➢社会資本整備重点計画に基づき、ストック効果の高いプロジェクトへの重点
化を推進。 
 
➢改正 PFI 法で創設されたワンストップ窓口制度の活用等により、人口 20 万
人未満の地方公共団体を含め、PPP／PFI の導入を推進。 
 
➢コンパクト・プラス・ネットワークについて、立地適正化計画に加え、地域公共
交通網形成計画の作成・実施により、まちづくりと公共交通体系の見直しを一
体的に推進。 

地方行財政改革 

➢水道・下水道における広域化等の推進を含めた持続的経営確保のため、具
体的な方針に基づく取組を推進。先進事例の公表、多様な PPP／PFI の導入
を促進。 
 
➢地方財政の全面的な「見える化」のため、住民一人当たり行政コスト等を公
表し、決算情報等の「見える化」を推進。 

文教・科学技術 

➢成果に係る客観・共通指標により、運営費交付金を配分（配分対象額 700 億
円。なお、重点支援評価とあわせれば 1,000 億円）。指標については夏頃まで
に検討し、32 年度から活用（31 年度から試行導入）。 
 
➢教育政策に関する実証研究の進展等を踏まえた教職員定数の中期見通し
の策定。外部人材の活用等による、学校における働き方改革の推進や遠隔教
育の推進による教育の情報化。 
 
➢イノベーション創出による歳出効率化に向けて、エビデンス構築、コスト・効
果を含めた見える化、EBPM 化を進める。 

 
【出典】 財務省 「平成 31 年度予算政府案 『平成 31 年度予算のポイント』 」 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2019/seifuan31/index.html 
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３ 平成 31 年度税制改正の概要（地方税） 
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【出典】 総務省 「平成 31 年度税制改正の概要（地方税）」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html 
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１ 経済財政政策の推進 
 
 
 
 
 

地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩ事業の促進、アクションプランの 
推進に係る調査・分析等、ＰＰＰ／ＰＦＩの推進 
 

 1.74 億円 （1.75 億円） 

 
２ 少子化対策、女性の活躍、暮らしと社会等 

 
 
 
 
 
 

１ 内閣府 

     各府省の主な取組 
 

 

少子化対策を総合的に推進するとともに、子ども・子育て支援新制度の実施による幼児期の学

校教育、保育、地域の子ども・子育て支援の充実、幼児教育・保育の無償化、「子育て安心プラン」

に基づく保育園等の受入児童数の拡大、「新・放課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブ

の拡充などにより、子供を生み育てやすい環境を整備する。 

 

第２部では、各府省の「平成 31 年度予算案の概要」から、横浜市に関連すると考えられる 

事業を中心に、主な取組について御紹介します。 

 

◇地方創生や地方分権等、地方自治体に関連する取組や影響があると思われる取組、新

規事業等についても、参考に掲載しています。 

H31 予算案額   （H30 予算額） 

※各府省の資料において予算額が百万円単位で記載されているものについて、本ジャーナルでは、

単位を億単位に統一して記載しています。また、予算額の端数の扱いについては、各府省の資料

に記載の通りとしています。 

【出典】 内閣府 「2019 年度予算（案）の概要」  http://www.cao.go.jp/yosan/yosan.html 

第２部 

経済再生を実現するため、骨太方針や予算編成の基本方針などで示された経済財政政策に関

する重要課題への対応、経済・社会活動等に関する研究等の実施に取り組む。 

http://www.cao.go.jp/yosan/yosan.html
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（１） 子ども・子育て支援新制度の実施 
 （年金特別会計に計上）（一部社会保障の充実） 

 2 兆 8,833.65 億円 （2 兆 5,883.71 億円） 

① 教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実） 

 1 兆 2611.47 億円 （1 兆 387.11 億円） 
すべての子ども・子育て家庭を対象に、市町村が実施主体となり、幼児期の学校教育、保

育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図る。 

 
・ 子どものための教育・保育給付  1 兆 1,137.57 億円 （9,031.15 億円） 

施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育園に係る運営費） 
地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育に係る 
運営費）  等 

 

【主な充実の内容】 

◇ 保育士等の処遇改善 

平成 30 年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた保育士等の処遇
改善（保育士平均＋0.8％）を平成 31 年度の公定価格にも反映することに加え、「新しい
経済政策パッケージ」に基づき更に１％（月 3,000 円相当）の処遇改善を行う。 

 

◇ 幼児教育・保育の無償化 

「新しい経済政策パッケージ」等に基づき、３歳から５歳までの子供及び０歳から２歳
までの住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育園、認定こども園等の費用を
無償化する。 

その際、これまで保育料の一部として保護者が負担していた３歳から５歳までの子供
にかかる食材料費については、原則実費とする。 
あわせて、副食材料費相当額の免除措置の対象範囲について、年収 360 万円未満相
当の世帯及び第３子以降とする。 

 

・ 地域子ども・子育て支援事業  1,473.9 億円 (1,355.96 億円) 
市町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援する。 
利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、 

一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事
業）等 

 

【主な充実の内容】 

◇ 放課後児童クラブの拡充 

「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、2023 年度末までに約 30 万人分の新たな
受け皿の確保に向け、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、放課後児童クラブの受入
児童数の拡大を図る。 

 

 

子供・若者育成支援施策の総合的な推進をはじめ、男女共同参画社会の形成、高齢社会対策、

障害者施策、交通安全対策、子供の貧困対策等、我が国の直面する社会的課題の変化に対応

し、自立と共助の精神に基づく社会の形成を図る。 
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◇ 幼稚園における待機児童の受入れ推進 
「子育て安心プラン」等に基づき、幼稚園の預かり保育における長時間及び長期休業

中の預かりを一層推進し、幼稚園における待機児童の受入れを進めるため、一時預か
り事業（幼稚園型）の充実を行う。 

 

② 幼児教育・保育の無償化の実施（一部再掲） 1,532.38 億円 （新規） 

「新しい経済政策パッケージ」等に基づき、３歳から５歳までの子供及び０歳から２歳までの住
民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育園、認定こども園、認可外保育施設等の費用
を無償化する。 

 
（２） 少子化対策の総合的な推進等 14.68 億円 （15.49 億円） 

・地域少子化対策重点推進交付金  9.5 億円 (9.99 億円) 
地方自治体が行う少子化対策事業（「結婚に対する取組」及び「結婚、妊娠・出産、乳児期

を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組」）について、優良事例を横展開
することにより、地域の実情や課題に応じた取組を支援する。 

また、新婚世帯を応援する結婚新生活支援事業を支援する。 

 
（３） 共生社会の形成・男女共同参画社会の実現 
 13.51 億円 （14.17 億円） 
① 共生社会の形成  5.83 億円 （6.03 億円） 

・ 高齢社会対策総合調査の実施、エイジレス・ライフ実践者及び社会参加活動事例に関

する紹介事業など、高齢社会対策の推進  0.32 億円 （0.33 億円） 

 

・ 障害者政策委員会の開催、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

25 年法律第 65 号）に係る理解促進及び地域協議会体制整備の支援、障害者週間を通

じた広報・啓発、及び障害者基本計画の推進状況等について把握するための調査研究

など、障害者施策の推進  1.19 億円 (1.25 億円) 

 

・ 高齢運転者による交通事故防止対策を推進するための調査・普及啓発、道路交通安

全に関する基本政策等に係る調査、地域の実情等を踏まえた交通安全活動の支援、交

通指導員等の素質向上のための研修、先端技術の進展を踏まえた交通安全対策に係

る調査など、交通安全対策の推進  0.87 億円 （0.9 億円） 

 

・ 官公民連携プロジェクトである「子供の未来応援国民運動」の推進、子どもの貧困対策

会議の開催、子供の貧困に関する調査研究、地方における連携体制支援事業、地域子

供の未来応援交付金（子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業）など、子供の貧

困対策の推進 3.04 億円 （3.1 億円） 
 

▶ 子供の貧困対策推進のための官公民連携プロジェクト・国民運動の展開 

  1.21 億円 （1.24 億円） 
各地域において、地方公共団体や民間企業・団体による子供の貧困対策推進のため

の連携ネットワーク体制を通じた取組を加速させるとともに、確実に支援を届けるため
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の各種支援情報等の収集・提供や基金に関する情報発信を通じて、国民の幅広い理解
と協力の下に子供の貧困対策を国民運動として推進する。 

 

▶ 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業  1.51 億円 （1.51 億円) 
多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対し、ニーズに応じた支援を適切に行うた

め、子供たちと「支援」を結びつける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連
携を深化し、地域における総合的な支援体制を確立（地域ネットワーク形成）する地方
自治体の取組の立ち上げ期を支援する。 

 
② 男女共同参画社会の実現  7.68 億円 （8.14 億円） 

・あらゆる分野における女性の活躍 3.86 億円 （4.46 億円） 
政治分野における女性の参画拡大に係る調査研究及び情報提供、資本市場における

女性活躍情報の活用状況見える化事業、女性活躍推進法サイトの活用促進、女性活躍推
進法に係る取組促進、理工系分野における女性活躍推進に向けたシンポジウム及び調査
研究、STEM Girls Ambassadors による全国理工系女性人材育成、「理工チャレンジ」に係
る情報発信、仕事と生活の調和に関する調査研究、地域女性活躍推進交付金など、あら
ゆる分野における女性の活躍。 

 

▶ 地域女性活躍推進交付金  1.5 億円 （2.0 億円） 

地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、女性活躍推進法に基づ
き、地方公共団体が行う、継続就業促進など女性の雇用創出等につながる地域の実情
に応じた取組を支援する。 

 

・女性に対する暴力の根絶  2.79 億円 （2.6 億円） 
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター運営に係る性犯罪・性暴力被

害者支援交付金、若年層における女性に対する暴力の予防啓発活動の拡充及び若年層
の被害者が相談しやすい体制づくりの促進を図るための経費、性犯罪被害者等支援の充
実を図るための検討及び相談員等を対象とした研修等に係る経費、配偶者暴力被害者支
援における機関連携及び加害者対応に関する調査研究、『ＡＶ出演強要・「ＪＫビジネス」等
被害防止月間』等の広報啓発に係る経費など、女性活躍の推進のための大前提となる女
性に対する暴力の根絶。 

 

▶ 性犯罪・性暴力被害者支援交付金  2.1 億円 （1.87 億円） 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて、24 時間対応化や
拠点となる病院の整備促進等により、センターの運営の安定化及び質の向上が図られる
よう、本交付金によりセンターの整備等に取り組む都道府県を支援し、性犯罪・性暴力被
害者支援の更なる拡充を図る。 

 

３ 地方創生、国家戦略特区、地方分権改革の推進等 

 
 
 
 
 

（１） 地方創生の推進  1,049.08 億円 （1,045.51 億円） 

まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支える地域活性化のため、地方の創意工夫をいかし

た自主的な取組を政府一体となって支援するとともに、地方分権改革を推進する。また、大胆な規

制改革等により「民間投資の喚起により日本経済を停滞から再生へ」導くため国家戦略特区の取

組を推進する。 
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骨太方針 2018、「まち・ひと・しごと創生基本方針 2018」（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）等に
基づき、次に掲げる事業等により地方創生の推進を図る。 

 

・ 地方創生の充実・強化を図るための地方創生推進交付金 1,000 億円(1,000 億円) 
地方公共団体が、地方創生に向けて複数年度に渡り取り組む先導的な事業、特に東京圏

からの UIJ ターンの促進及び地方の担い手不足対策を安定的・継続的に支援することにより、
地方の創意工夫を引き出し、実情に応じた地方創生の取組を推進する。 

 

・ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）普及促進事業  0.84 億円 (0.47 億円) 
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の一層の活用促進を図るため、地方公共団体や

民間企業等に向けた、制度内容や活用事例等に係る広報をさらに強化する。 

 

・ 地方創生に向けた自治体ＳＤＧｓ推進事業／「環境未来都市」構想推進事業 

 5.36 億円 (5.32 億円) 
環境未来都市・環境モデル都市の取組支援と普及促進活動により「環境未来都市」構想を

推進するとともに、地方公共団体におけるＳＤＧｓ達成に向けて、先進的な取組、他の模範とな
る取組を支援して先導的なモデル事例を創出する。また、先進事例の取組手法や効果の分析
や普及展開活動及び国外への情報発信を通じて、ＳＤＧｓを地方公共団体の業務に広く浸透
させ、地方創生の深化を図る。さらに、地域の社会的課題の解決に向けた民間企業の参画、
ＳＤＧｓを活用したビジネス連携の促進を図る。 

 

（２） 地方分権改革の推進等  0.42 億円 （0.44 億円） 

やる気、熱意、知恵のある地方を応援する観点から、地方公共団体等から募集した提案の
最大限の実現を図ることにより、地方に対する権限移譲及び、義務付け・枠付けの見直し等を
力強く推進。このうち、法律改正により措置すべき事項については所要の法律案を提出。ま
た、地方分権改革の成果を国民に還元するため、地方の優良事例の展開を目指し基礎自治
体における提案募集方式の担い手の強化・支援を図る取組を新たに行うとともに、国民が地
方分権改革の成果を一層実感できるよう各種情報発信等の取組を充実する。 

 

４ 国民の安全・安心の確保 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１） 防災対策の充実  81.76 億円 （62.32 億円） 

① 災害予防  8.21 億円 （8.15 億円） 

・ 相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動、帰宅困難者対策、南海トラフ沿いで異
常な現象が観測された際の防災対応、首都直下地震緊急対策推進基本計画のフォローアッ
プ等の地震対策を検討・推進する。 
 

地震・津波対策や火山防災対策の推進、大規模水害からの避難対策の推進、災害復旧・復興

施策の推進など防災対策の充実を図る。 

また、地域の原子力防災対策の充実・強化支援、食品の安全性の確保、消費者委員会の運営

といった国民が安心して暮らしていくための基盤である国民の安全の確保に向けた取組を総合的

に推進する。 
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・ 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難及び平成 30 年７月豪雨を踏まえた自治体と連携
した住民避難の実効性を高めるための検討を行う。 
 
・ 事前防災・減災推進のため、地震・津波防災に係る国民運動の推進、防災スペシャリストの
人材育成、訓練の充実等を図る。 

 

② 災害応急対応  13.26 億円 （18.35 億円） 

・ 災害対応にあたる関係者それぞれが体系的に状況把握するための ICT を活用した情報共
有の仕組みや、災害情報の収集・整理を支援する仕組みについて検討を行う。 
 
・ 南海トラフ地震、首都直下地震に関する応急対策活動の具体計画の実効性検証にあたっ
ての調査・検討を行う。 

③ 災害復旧・復興  52.92 億円 （28.44 億円） 

・避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組の促進や、避難行動要支援者名 
簿の活用の推進を図る。 

 

５ 消費税率引き上げに伴う対応 

プレミアム付商品券事業の実施 1,722.64 億円 （新規） 
 【臨時・特別の措置】 

消費税・地方消費税率の 10％への引上げが低所得者・子育て世帯（０～２歳児）の消費に与える
影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、プレミアム付商品券の販売
を行う市区町村に対し、その実施に必要な経費を国が全額補助。 

 

６ その他の主な政策 

（１） カジノ管理委員会の設置等  29.07 億円 （新規） 

① カジノ管理委員会の設立準備  3.45 億円 （新規） 

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（平成 28 年法律第 115 号）及び特定
複合観光施設区域整備法（平成 30 年法律第 80 号）に基づき内閣府の外局として設置され
る「カジノ管理委員会」の設立の準備に関する事務を行う。 

 

② カジノ管理委員会の運営  25.62 億円 （新規） 

カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする
「カジノ管理委員会」を運営する。 



第２部 各府省の主な取組 （総務省） 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 

個性と活力ある地域経済と安定的な地方行財政運営の確保 

１ 地域を支える人づくりと地域経済再生への取組 

（１） 持続可能な地域づくりの担い手・組織や、地域を支える人材の確保・ 
育成 
 9.4 億円 （8.1 億円） 

・ 地域の課題解決のための住民による取組体制の確立のため、地域における多様な主体※を
包摂し、連携させる地域運営組織の形成及び持続的な運営を支援 

※自治会・町内会、婦人会、ボランティア、NPO、消防団、経済団体、郵便局など 

【主な経費】 地域運営組織の形成及び持続的な運営に要する経費  0.1 億円 

 

（2） 地域資源を活かした地域の雇用創出と消費拡大の推進 
 10.5 億円 （15.5 億円） 

・ 産学金官の連携により、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企
業の立ち上げを支援する「ローカル 10,000 プロジェクト」の推進により、地域の雇用創出と消費
拡大を更に促進 

 
・ バイオマス等の地域資源を活用した地域エネルギー事業立ち上げのためのマスタープランの
策定支援、地方公共団体向けスタートアップ窓口の設置等により、地方公共団体を核とした分
散型エネルギーシステムの構築を強力に推進 

【主な経費】 地域経済循環創造事業交付金  10.0 億円 

 
・ 地域経済の好循環の更なる拡大に向け、シェアリングエコノミーを活用して、地域の社会課題
解決や新たな生活産業の実証・実装による地域経済の活性化を図るため、地方公共団体等に
よる取組を支援 

【主な経費】 シェアリングエコノミー活用推進事業  0.5 億円 

 

（３） マイナンバーカードを活用した消費活性化策  119.3 億円 （新規） 

・ 消費税率引上げに伴う駆け込み・反動減に対応して、中小・小規模事業者向けに、消費者へ
のポイント還元等の支援策を実施した後、消費活性化のため、一定期間の措置として、マイキー
プラットフォームを活用して発行される自治体ポイントへのプレミアムポイントの付与に対する支
援を検討。実施に向けて、自治体によるマイキープラットフォームの活用を促すなど、必要な環
境整備を促進 

【主な経費】 マイナンバーカードを活用した消費活性化のための準備経費  119.3 億円 

 

２ 自治体戦略２０４０構想の推進 

（1） 自治体行政スマートプロジェクトの推進  1.4 億円 （新規） 

２ 総務省 

【出典】 総務省 「平成 31 年度総務省所管予算（案）の概要」 

http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/yosan.html 

H31 予算案額 （H30 予算額） 
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・ AI・ロボティクスが処理できる事務作業は AI・ロボティクスによって自動処理するスマート自治
体への転換を図るため、自治体行政の様々な分野で、団体間比較を行いつつ、AI・ロボティクス
等を活用した標準的かつ効率的な業務プロセスを構築するプロジェクトを創設 

【主な経費】 自治体行政スマートプロジェクトの実施に要する経費  1.4 億円 

 

（２） クラウドの進展を見据えた次世代の自治体情報システムの在り方等の 
検討  1.9 億円 （1.2 億円） 
 

・ 今後の人口縮減期を見据え、次世代の自治体情報システムの在り方等に関し、業務プロセス
の見直し等の動きも踏まえながら、クラウド型の共通プラットフォームの構築等を念頭においた
調査研究等を実施 

【主な経費】クラウドの進展を見据えた次世代の自治体情報システムの在り方の検討 

 0.9 億円 
 

（３） 圏域における広域連携の推進等  2.0 億円 （1.3 億円） 

・ 都市機能の役割分担など、負担の分かち合いや利害調整を伴う、合意形成は容易ではない 
が圏域での対応を避けては解決できない深刻化する行政課題への取組等の検討を支援 

【主な経費】 圏域における広域連携の推進等に要する経費  2.0 億円 

 

 ＩＣＴのアグレッシブな導入による Society5.0 の実現  

３ サイバーセキュリティの強化、ICT の安心・安全の確保、ICT 人材 
の育成 

（1） 「IoT セキュリティ総合対策」や地方公共団体のセキュリティ対策の推進 
等  37.4 億円 （24.6 億円） 

① 自治体情報セキュリティ対策の強化  1.0 億円 （0.5 億円） 
・ 地方公共団体においては、「三層の対策」により情報セキュリティの強化が図られたところ
であるが、これを踏まえた情報セキュリティ対策を更に推進していくため、自治体行政の標準
化・共通化を見据えた集中型の新たなセキュリティクラウドの仕組や、セキュリティレベルを
維持しつつ、操作性の向上を図ることのできる新しい技術の適用等に関する調査研究を実
施 

【主な経費】 

集中型の新たなセキュリティクラウドの仕組等自治体情報セキュリティ対策  1.0 億円 

 

 ４ 地域のポテンシャルを引き出す ICT の活用 

（1） スマートシティや地域における IoT・AI、オープンデータ等の実証・実装の 
推進  9.7 億円 （11.7 億円） 

① データ利活用型スマートシティの推進  2.2 億円 （2.5 億円） 
・ 各都市・地域の課題解決を促進するため、共通するオープンなプラットフォーム上で観光、
防災等複数の分野でデータを利活用してサービスを提供するデータ利活用型スマートシティ
の構築を推進 
【主な経費】 ICT スマートシティ整備推進事業  2.2 億円 
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② 地域 IoT 実装総合支援  4.8 億円 （5.9 億円） 
・ 地域経済の活性化や地域課題の解決に資するため、地域における ICT/IoT 実装に関す
る地方公共団体による計画策定への支援、実装事業への財政支援、地域情報化アドバイザ
ー派遣による人的支援などにより、地域 IoT の実装を総合的に支援 
【主な経費】 地域 IoT 実装総合支援施策  3.5 億円 

地域情報化の推進（本省）  1.0 億円 
地域情報化の推進（地方）  0.3 億円 

 

③ 地方公共団体におけるオープンデータ等の取組支援  2.6 億円 （3.4 億円） 
・ 地域経済活性化や地域課題解決に資するオープンデータの利活用を促進するため、地方
公共団体職員向けのオープンデータ研修、民間ニーズと地方公共団体保有データとの調
整・仲介等を実施 

【主な経費】 地域オープンデータ推進事業  2.0 億円 

 
・ 地方公共団体の非識別加工情報の活用を推進するため、地方公共団体から個人情報の提
供を受けて、非識別加工情報を作成し民間事業者に提供する仕組みについて、データ提供
を効率的に処理するための方策等に関する技術的課題の検証を実施 

【主な経費】 地方公共団体の非識別加工情報の提供に係る仕組みの検証  0.6 億円 

 

（２） 地域の暮らしを支える医療・介護・健康、教育分野における遠隔・自動 
化プロジェクト等の推進  10.9 億円 （8.7 億円） 

① 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化の推進  8.8 億円 （6.0 億円） 

ア 医療・介護・健康分野のネットワーク化推進 

・ ICT を活用した医療・介護・健康分野のネットワーク化を推進し、データ流通基盤を構築・
高度化するため、技術課題の解決等の観点から、遠隔医療モデルの構築、レセプトデータ
を活用した診療支援モデルの構築、個人の生涯にわたる医療等のデータを時系列で管理
し、本人の判断のもと多目的に活用する仕組み(PHR)におけるルール作りに資する実証事
業等を実施 

 

イ 医療・介護・健康分野における先導的 ICT 利活用研究推進 

・ 医療等分野における先導的な ICT 利活用（8K 等高精細映像データ利活用及び AI 保健
指導支援システム）の研究を実施 ※AMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）の事業として実施 

【主な経費】 医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業  8.8 億円 

 

② 教育分野におけるデータ活用の推進  2.1 億円 （2.7 億円） 
・ 教育分野におけるクラウド化を推進した上で、児童生徒等が用いる授業・学習系システム
と、教職員が用いる校務系システムとの安全かつ効果的な情報連携方法等について、文部
科学省と連携しつつ実証し、データ利活用による教育の高度化、教職員の事務の効率化等
を促進 
【主な経費】 スマートスクール・プラットフォーム実証事業  2.1 億円 

 

 暮らしやすく働きやすい社会の実現  

５ 働き方改革と女性の活躍促進 

（１） 地方公務員の働き方改革等の推進  0.3 億円 （0.4 億円） 
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・ 地方公務員の臨時・非常勤職員に係る適正な任用・勤務条件の確保を目的とする地方公務員
法等の改正法を踏まえ、各地方公共団体において会計年度任用職員制度の円滑な制度導入が
できるよう、都道府県ごとの説明会開催、制度導入に関する準備状況の把握とそれに対する助言
等により支援 

【主な経費】 会計年度任用職員制度の円滑な制度導入に向けた支援経費  0.1 億円 

 
・ 女性地方公務員の活躍・働き方改革推進に向けた各地方公共団体による主体的かつ積極的
な取組を支援するため、女性活躍・働き方改革に関する先進的な取組事例の紹介や地方公共団
体間の意見交換の促進、実践的取組手法に関する調査研究など、戦略的な広報・情報発信を展
開 
【主な経費】 女性地方公務員の活躍・働き方改革推進に向けた戦略的広報・情報発信 
 0.2 億円 

 

（２） 消防防災分野における女性の参画拡大・人材育成 

 0.4 億円 （0.5 億円） 
・ 消防吏員を目指す女性を増加させるため、女子学生を対象とした職業説明会の開催や各種広
報の実施、アドバイザーの派遣を行うとともに、消防本部が行う先進的な取組を支援 

【主な経費】 女性消防吏員の更なる活躍推進  0.4 億円 

 

６ マイナンバー制度の円滑な運用とマイナンバーカードの利活用 
の促進 

（１） マイナンバー制度の円滑な運用  325.3 億円 （270.4 億円） 

① 情報提供ネットワークシステムの設置・管理等  114.2 億円 （72.3 億円） 
・ 行政機関等の間での情報連携において基盤となる情報提供ネットワークシステムの設置・管
理、地方公共団体において情報連携を行うに当たって必要となる情報システムの整備について
の支援等を実施 

【主な経費】 情報提供ネットワークシステムの設置・管理等に係る経費  114.2 億円 

 
② マイナンバーカードの円滑な発行等  211.1 億円 （198.1 億円） 

・ マイナンバーカードの円滑かつ安定的な発行等を実施 

【主な経費】 個人番号カード交付事業費補助金  150.0 億円 
個人番号カード交付事務費補助金  61.1 億円 

 

（2） マイナンバーカード・公的個人認証サービス・電子委任状等の利活用 
促進  3.8 億円 （2.1 億円） 

･ マイナンバーカード・電子証明書の海外継続利用等に必要となるシステム等の検討を実施 

【主な経費】 マイナンバーカード利活用(公的個人認証サービスの海外利用)等に要する経費 
 0.2 億円 

 
・ マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの電子証明書の普及促進のため、電子証明
書を利用可能な端末やさらなる利活用シーンの拡大に向けた取組やマイナンバーカードを用い
て電子委任状を発行・利用する際の検討等を実施 

【主な経費】 公的個人認証サービス利活用推進事業 3.4 億円 

電子委任状活用促進事業  0.2 億円 （新規） 
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 防災・減災／復旧・復興  

７ 災害に強いまちづくりと公共施設等の老朽化対策等の適正 

管理の推進 

（1） 地方公共団体等の災害等対応能力・応援体制の強化 
 25.4 億円 （16.0 億円） 

① 地方公共団体等の災害対応能力の強化  0.6 億円 （0.4 億円） 
・ 受援計画及び業務継続計画の策定を支援 

【主な経費】 受援計画、業務継続計画の策定支援  0.1 億円 

 
② G20 及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた安心・ 

安全対策の推進  13.4 億円 （1.5 億円） 
・ G20 及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等における消防・救急体制に万
全を期すため、応援体制の構築及び NBC 等テロに対応するための資機材等を整備 

【主な経費】 G20 及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた 

テロ対策対応装備等による消防・救急体制の構築  12.0 億円 
 

・ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の大規模イベント開催を控え、テロへの
対処能力向上のため、国民保護共同訓練を実施するとともに、地方公共団体による避難実施
要領の作成を推進 

【主な経費】 国民保護共同訓練の充実強化  1.1 億円 

オリンピック・パラリンピックを見据えた国民保護体制の整備に関する調査 
検討 0.1 億円 （新規） 

 

８ 大規模災害に対応した消防防災力・地域防災力の整備 

（1） 緊急消防援助隊の充実・消防の広域化の推進等による消防力の強化 

及び火災予防対策の推進  74.1 億円 （72.8 億円） 
① 緊急消防援助隊の充実  53.5 億円 （51.9 億円） 

・ 大規模かつ迅速な部隊投入を可能とする体制を充実させるため、車両・資機材等を整備 

【主な経費】 緊急消防援助隊設備整備費補助金  49.9 億円 

拠点機能形成車の整備  1.3 億円 
 

② 消防の広域化の推進等  14.7 億円 （14.2 億円） 
・ 各地域の多様な消火・救急・救助ニーズに的確に対応するため、消防の広域化や消防業務
の一部の連携・協力など、地域の実情に応じた柔軟な対応を推進 

【主な経費】 市町村の消防の広域化及び連携・協力の推進  0.2 億円 

消防防災施設整備費補助金  13.5 億円 
 
・ 救急車の適正利用を促すため、救急安心センター事業（#7119）の全国展開を推進 

【主な経費】 #7119 の全国展開等による救急需要対策の更なる充実強化  0.2 億円 
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（2） 地域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の充実強化 
 7.0 億円 （6.8 億円） 

 ① 消防団の装備・訓練の充実強化  2.4 億円 （2.4 億円） 
・ 災害現場の状況を速やかに把握するための資機材（オフロードバイク、ドローン）や女性や
学生でも扱いやすい小型動力ポンプの無償貸付けを実施するとともに、消防団への教育訓練
を実施 

【主な経費】 消防団の装備・訓練の充実強化  2.3 億円 

 
・ 「基本団員」の質の向上及び「大規模災害団員」のスムーズな活動のための教育訓練のあ
り方に関する調査研究を実施 

【主な経費】 消防団の教育訓練のあり方に関する検討会等  0.1 億円 

 

② 消防団への女性や若者等の加入促進  3.1 億円 （3.0 億円） 
・ 事業所の従業員や学生の入団を促進するために、新規分団の設立や訓練に要する経費等
を支援 

【主な経費】 企業・大学等との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業 

  1.2 億円 
 

・ 平成 30 年 7 月豪雨において消防団の活動の重要性が再認識されたことを踏まえ、消防団
への加入を促進するため、ポスター、リーフレット及び雑誌・広告等を活用した広報活動を実施 

【主な経費】 消防団加入促進広報の実施  0.7 億円 

 

③ 自主防災組織等の充実強化  1.5 億円 （1.4 億円） 
・ 自主防災組織等の災害対応能力を強化するため、自主防災組織や消防団と地域の多様な
組織との連携体制の構築を支援 

【主な経費】 自主防災組織等のリーダー育成・連携促進支援事業  0.5 億円 

災害伝承 10 年プロジェクト  0.3 億円 
 

（３） 地域防災力の中核となる消防団及び大規模風水害・土砂災害に対応 

するための緊急消防援助隊に関する緊急対策  32.3 億円 （新規） 
① 地域防災力の中核となる消防団に関する緊急対策事業 

・ 消防団の災害対応能力の向上を図るため、訓練用の車両・資機材の無償貸付を行うととも
に、資機材の整備率を向上させるために補助を実施 【防災・減災、国土強靱化 3 カ年緊急対策関係】 

【主な経費】 救助資機材搭載型ポンプ車  8.9 億円 （新規） 

消防団救助用資機材補助金  7.4 億円 （新規） 
 

② 大規模風水害・土砂災害に対応するための緊急消防援助隊に関する緊急対策 

事業 
・ 平成 30 年７月豪雨等を踏まえ、浸水地域や土砂崩落現場で活動する特殊車両など、効果
的な消防活動に必要な車両・資機材を整備 【防災・減災、国土強靱化 3 カ年緊急対策関係】 

 
【主な経費】  津波・大規模風水害対策車の整備  5.6 億円 （新規） 

 救命ボート等の整備  2.2 億円 （新規） 
 重機及び重機搬送車の整備  6.8 億円 （新規） 
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 国民にとって効率的で利便性の高い行政基盤の確立  

９ 統計改革による時代の変化に対応したより使いやすく正確な 
統計の整備 

（1） 統計の品質確保や統計人材の育成・確保  1.9 億円 （1.7 億円） 
① 統計棚卸しによる統計の精度向上や業務効率化等の総合的推進、統計調査員 

の確保・育成・支援 
・ 統計業務における①企画、②調査の実施、③審査・集計、④提供・利活用の各段階につい
て事後チェックを行うことにより、統計の精度向上や業務効率化、統計の利活用促進、報告者
の負担軽減等の取組を総合的に推進 

【主な経費】 統計棚卸し書面調査結果の分析等業務  0.1 億円 

 
・ 近年、オートロックマンションや単身世帯の増加、プライバシー意識の高まりなど、統計をめ
ぐる調査環境が厳しさを増しており、統計調査員の役割は一層重要となっている中、地方公共
団体等との連携や民間等の知見を取り入れながら、研修の充実や調査員相互の知見の共有
等の新たな統計調査員の確保・育成・支援を図る 

【主な経費】 統計調査員の確保育成支援  0.3 億円 （新規） 

 

10 主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備 

（１） 投票しやすい環境の一層の整備  2.5 億円 （新規） 

・ 投票しにくい状況にある選挙人の投票環境の向上を図る観点から、在外選挙人が投票しやす
い環境を整備するための取組（検討）等の推進 

【主な経費】 在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費  2.5 億円 

 
（２） 民主主義の担い手である若者に対する主権者教育の推進 
  1.2 億円 （1.1 億円） 

・ 政治や選挙に関する教育の充実 
① 高校生向け副教材を作成・配布 
② 選挙管理委員会等が実施する出前授業や主権者教育に関する長期的計画の策定など
を支援 
 

・ 参加・体験型学習の促進 
① 地域で開催する参加・体験型学習のイベントの実施を支援 

【主な経費】 参加・実践等を通じた政治意識向上に要する経費  1.2 億円 
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１ 出入国在留管理体制の整備  181.4 億円 （143.2 億円） 

外国人の出入国・在留管理に関する施策を総合的に推進するために出入国在留管理庁を新設。
あわせて、円滑かつ厳格な出入国審査体制、公正な在留管理体制、新たな外国人材の受入環境の
整備等を実施。 

 

（１） 地方公共団体における一元的相談窓口設置の支援 

 10.0 億円 （新規） 
外国人の受入れ・共生のための環境整備のため、地方公共団体が情報提供及び相談を行う一

元的な窓口を設置することを支援する交付金を創設する。 

  

３ 法務省 

【出典】 財務省 「平成 31 年度予算政府案 各予算のポイント 経済産業、環境、司法・警察係予算」 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2019/seifuan31/index.html 

法務省 「平成３１年度予算（速報）」 http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00085.html 

H31 予算案額     （H30 予算額） 

https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2019/seifuan31/index.html
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２ 所有者不明土地の解消、相続登記の促進  

 24.3 億円 （15.9 億円） 
所有者を特定することが困難な土地等の利活用に向けて、相続登記が長期間未了となっている土

地や変則型登記の解消のため、法定相続人等に係る調査を実施するとともに、今後の相続登記を

促進するための法定相続情報証明制度や遺言書保管制度を推進。 

※うち、「防災・減災、国土強靱化のための 3 か年緊急対策」経費は、8.6 億円。 
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１ 日本で開催する国際的行事を通じ，日本の存在感・影響力を 

一層高める。 

 
 
 
 
 
 
 

（１） TICAD７ （第７回アフリカ開発会議） 12 億円 （1 億円） 
対アフリカ首脳外交の最大の機会 

アフリカ各国首脳・主要国際機関の長が参加 
 

・TICAD７（各種行事・サイドイベント含む）の主催 

・「アフリカ賢人会議」の主催 

・その他閣僚会合等の開催等 

 

（２） ラグビーワールドカップ 2019 0.1 億円 （新規） 
アジア初開催。2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、スポーツ機運を 

高めていく 
 

・外国賓客の滞在支援、各種会談支援等 

・在外公館でのレセプション等 

 
２ 「正しい姿」を含む政策・取組や日本の多様な魅力を戦略的に 

発信し，親日派・知日派の育成を図る。 

 
 
 
 
 

 
 

（１） 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組 
 16.5 億円 （15.6 億円） 

・Sport for Tomorrow、外国要人接遇準備等 

４ 外務省 

【出典】 外務省 「平成 31 年度予算政府案」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/yosan_kessan/mofa_yosan_kessan/index.html 

・ 平成 31 年度は G20 大阪サミットや TICAD7 等の大型国際行事の主催を通じ、国際社会の

スポットライトが日本に集まる 1 年間。 

・ この機会を最大限に活用し、自由貿易や安全保障、地球規模課題の解決といった観点か

ら国際的な議論を主導していく。 

・ 日本の政策や取組を国際社会に理解してもらうための「正しい姿」の発信。 

・ 日本の文化や魅力を売り込むための多様な魅力の発信。 

・ 長期的な観点から我が国の応援団を増やしていくための親日派・知日派の育成。 

→国際社会における日本の存在感・理解度・好感度の向上に寄与。 

H31 予算案額  （H30 予算額） 
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１ 一人一人の「可能性」と「チャンス」を最大化するための 
教育政策の推進 

 （１）教育政策推進のための基盤の整備  

① 新学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革のための 
指導・運営体制の構築 （チームとしての学校運営体制の推進） 

 
概要：  新学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革を目指し、学校における指

導・運営体制の効果的な強化・充実を図り、「チーム学校」を実現するため、教職員定数の
改善、専門スタッフや外部人材の配置拡充、業務の適正化などを一体的に推進する。 

 

◆ 義務教育費国庫負担金  1 兆 5200.33 億円 (１兆 5227.81 億円) 
義務教育費国庫負担制度は、公立の義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府

県及び指定都市が負担した経費の３分の１を国が負担するものである。 
・教職員定数の改善 ＋32 億円(＋1,456 人) 
・教職員定数の自然減等 ▲94 億円(▲4,326 人) 
・教職員の若返り等による給与減 ▲29 億円 
・人事院勧告の反映による給与改定 ＋76 億円 
・教員給与の見直し ▲14 億円 等 

 
≪教職員定数の改善≫  ＋1,456 人 
１．学校における働き方改革 ＋1,110 人 

○ 教員の持ちコマ数軽減による教育の質の向上 
・小学校専科指導の充実(小学校英語教育の早期化・教科化に伴う、一定の英語力を 
有し、質の高い英語教育を行う専科指導教員の充実)  ＋1,000 人 
・中学校生徒指導体制の強化 ＋ 50 人 

 
○ 学校運営体制の強化 
・学校総務・財務業務の軽減のための共同学校事務体制強化(事務職員) ＋ 30 人 
・主幹教諭の配置充実による学校マネジメント機能強化 ＋ 30 人 

 
２．複雑化・困難化する教育課題への対応【再掲を除く】 ＋ 346 人 

・教育課題への対応のための基礎定数化関連 ＋ 246 人 
(2017 年３月義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数の増減) 

・いじめ・不登校等の未然防止・早期対応等の強化 ＋ 50 人 
・貧困等に起因する学力課題の解消 ＋ 50 人 
・「チーム学校」の実現に向けた学校の指導体制の基盤整備 
（養護教諭、栄養教諭等）  ＋ 20 人 

・統合校・小規模校への支援 ＋ 30 人 
 

≪教員給与の見直し≫ 
・部活動ガイドラインを踏まえた部活動手当の見直し （土日３時間程度 2,700 円） 

 

◆ 専門スタッフ・外部人材の拡充  134.7 億円 （120.1 億円) 

５ 文部科学省 

H31 予算案額     （H30 予算額） 

【出典】 文部科学省 「2019 年度文部科学関係予算（案）主要事項」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1408722.htm 
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○ スクールカウンセラーの配置拡充【再掲】〔補助率 1/3〕 47.38 億円 （45.69 億円） 
・ スクールカウンセラーの全公立小中学校への配置(26,700 校→27,500 校) 

 
○ スクールソーシャルワーカーの配置拡充【再掲】〔補助率 1/3〕 17.22 億円 (14.84 億円) 

・ スクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置（7,500 人→10,000 人） 
・ 高等学校のための配置（47 人） 
・ 貧困・虐待対策のための重点加配（1,000 人→1,400 人) 
・ スーパーバイザー(47 人)の配置等 

 
○ 補習等のための指導員等派遣事業 55.21 億円 （47.76 億円） 

多彩な人材がサポートスタッフとして学校の教育活動に参画する取組を支援 
① 学力向上を目的とした学校教育活動支援 30.73 億円 （30.72 億円） 

児童生徒一人一人にあったきめ細かな対応を実現するため、教師に加えて学校教育
活動を支援する人材の配置を支援。 
＜当該分野に知見のある人材＞(退職教職員や教師志望の大学生など)(7,700 人) 
・ 実施主体：都道府県・指定都市 
・ 負担割合：国 1/3、都道府県・指定都市 2/3 

 
② スクール・サポート・スタッフの配置 14.4 億円 （12 億円） 

教師が児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備し、教師の負担軽減
を図るため、学習プリント等の印刷などを教師に代わって行うサポートスタッフの配置を支
援。 
＜地域の人材＞ (卒業生の保護者など)(3,000 人→3,600 人) 
・実施主体：都道府県・指定都市 
・負担割合：国 1/3、都道府県・指定都市 2/3 
※教師の負担軽減を図るための事業として実施。各自治体において明確な成果目標を設定し、 

効果の検証を含めて実施するものに対し、補助を行う。 
 

③ 中学校における部活動指導員の配置 10.08 億円 (5.04 億円) 
適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を進めている教育委員会を対象

に、部活動指導員の配置を支援。（1,500 校→3,000 校） 
＜指導する部活動に係る専門的な知識・技能を有する人材＞(4,500 人→9,000 人) 
・実施主体：学校設置者(主に市町村) 
・負担割合：国 1/3、都道府県 1/3、市町村 1/3 

（指定都市にあっては国 1/3、指定都市 2/3） 
 

○ 特別支援教育専門家の配置（切れ目ない支援体制整備充実事業の内数） 
 14.8 億円 （11.72 億円) 

医療的ケアが必要な児童生徒のための看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
等の外部専門家の配置(2,148 人) 

 

◆ 学校現場における業務の適正化  2.22 億円 (2.1 億円) 
○ 学校現場における業務改善加速事業 1.03 億円 (1.04 億円) 

教員の長時間勤務を見直すことで、教員自らが意欲と能力を最大限発揮できる環境を整
備し、ひいては学校教育の質を向上させるため、国・教育委員会(都道府県・市町村)・学校
が有機的に連携し、一体的・総合的に業務改善を推進する取組を実施する。 
・業務改善加速のための実践研究(業務改善に集中的に取り組むモデル自治体等におい
て、各学校における勤務時間管理の徹底をはじめ、教員の業務の見直し、意識改革のた
めの研修等、業務改善の取組を強力に推進) 
・業務改善アドバイザーの派遣 
・長時間勤務是正に向けた普及・啓発 等 

 

② 公立学校施設の安全対策・防災機能の強化等の推進 
 1,608.16 億円 （681.94 億円）【うち臨時・特別の措置 940.96 億円】 
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概要：  学校施設は我が国の将来を担う児童生徒の学習・生活の場であり、災害時には地域住
民の避難所としても使用される極めて重要な施設である。 
近年多発している大規模災害の教訓を踏まえ、防災・減災に万全を期すため、「防災・

減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（2018 年 12 月 14 日閣議決定）として、学校
施設の強靭化を図るため対応が必要となる耐震化や非構造部材の耐震対策などを推進
する。 
また、子供たちの安全と健康を守るため、老朽化対策を推進し、教育環境の改善等の

安全性・機能性の確保を図る。 
 

◆ 防災・減災、国土強靭化のための緊急対策 

・学校施設耐震化の完全達成に向けた支援 
・屋根や外壁、内壁、天井等の非構造部材の耐震対策の推進 
・災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の防災機能の強化（トイレ整備等） 

 

◆ 教育現場における安全対策の推進 
・長寿命化の整備手法への転換の推進 
・給食施設整備等を推進 

 

 （２） 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力の育成  

① 新しい時代に求められる資質・能力の育成 
 情報教育・外国語教育の充実 21.31 億円 （22.89 億円） 

概要：  新学習指導要領を踏まえた「情報活用能力」の育成、特に小学校プログラミング教
育の円滑な実施や情報モラル教育の充実に向けた取り組みを推進する。また、児童
生徒の学びの維持・充実を図るため、遠隔教育システムの導入促進に係る実証事業
など、教育の情報化を推進する。さらに、グローバル人材育成のため、小・中・高等学
校を通じた英語教育強化の充実を図り、効果的な授業モデルの検証などを推進する。 

 

◆ 小・中・高等学校を通じた情報教育強化事業  1.89 億円 (1.57 億円) 
新学習指導要領の趣旨を踏まえ，全ての学習の基盤となる「情報活用能力」の育成に

向けて、次の取組により情報教育の強化・充実を図る。 
 

○ 次世代の教育情報化推進事業 
・教科等横断的で体系的なカリキュラム・マネジメント事例等の創出・普及 
・新たに必修となった小学校プログラミング教育の円滑な実施に向け、指導事例の創
出・普及や教員研修充実のための教材開発等の実施 
・新学習指導要領に対応した高等学校情報科担当教員の研修用教材の作成・配布 

 
○ 情報モラル教育推進事業 

スマートフォンや SNS の急速な普及を踏まえ、情報モラル教育の指導資料の改善・充
実や児童生徒向け啓発資料の作成・配布等。 

 
○ ICT を活用した教育推進自治体応援事業 

児童生徒の情報活用能力の把握や、学校におけるＩＣＴ活用による健康面への影響に
関する調査研究、自治体における教育の情報化を加速化させるためのアドバイザー
の派遣 

 

◆ 小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業  6.27 億円 (7.37 億円) 
 （※前年度予算額には前年度で終了した小学校高学年教材整備分 198 百万円を含む） 

小・中・高等学校を通じた英語教育の強化のための取組を総合的に実施する。 
 

○ 新たな外国語教育に対応した条件整備事業 
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・小学校中学年用教材整備 
・新学習指導要領への移行のための中学校補助教材整備等 

 
○ 生徒の発信力強化のための英語指導力向上事業 

・各都道府県の「英語教育改善プラン」に基づいた研修の改善・充実等のための取組
支援 
・中・高等学校英語教師を対象としたオンライン・オフラインを融合した研修の実証等 

 
○ 小学校外国語教科化に対応した外部人材活用促進等のための講習の実施 等 

 

② いじめ・不登校対応等の推進 69.31 億円 （63.97 億円） 
 
概要：  「ニッポン一億総活躍プラン」や教育再生実行会議、「いじめ防止対策推進法」、「いじめ

の防止等のための基本的な方針」を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見・早期対応や教
育相談体制の整備及びインターネットやＳＮＳを通じて行われるいじめへの対応など、地方
公共団体等におけるいじめ問題をはじめとする生徒指導上の諸課題への対応のための支
援体制を整備するほか、専門スタッフの配置充実等を図る。 
また、2016 年に成立した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の

確保等に関する法律」及び同法に基づき策定した基本指針を踏まえ、不登校児童生徒等
に対する教育機会の確保の推進のため、教育委員会・学校、関係機関の連携等による不
登校児童生徒へのきめ細かな支援体制を整備するとともに、夜間中学の設置促進等を図
る。 

 

◆ いじめ対策・不登校支援等総合推進事業  68.85 億円 (63.6 億円) 

○ 外部専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等 

 66.9 億円 （61.44 億円） 
① スクールカウンセラーの配置拡充〔補助率 1/3〕 47.38 億円 （45.69 億円） 
・ スクールカウンセラーの全公立小中学校への配置 （26,700 校→27,500 校） 
・ 貧困・虐待対策のための重点加配（1,000 校→1,400 校） 
・ 教育支援センター(適応指導教室)の機能強化等、不登校支援のための配置（250 箇所) 

等 
※支援が必要な学校に弾力的に派遣できるよう、地域の実情に応じ、教育委員会への配置も推進 

 
② スクールソーシャルワーカーの配置拡充〔補助率 1/3〕 17.22 億円 （14.84 億円） 
・ スクールソーシャルワーカーの全中学校区への配置（7,500 人→10,000 人） 
・ 高等学校のための配置（47 人） 
・ 貧困・虐待対策のための重点加配（1,000 人→1,400 人) 
・ スーパーバイザー(47 人)の配置等 

 
③ 24 時間子供ＳＯＳダイヤル 
・ いじめ等を含む子供のＳＯＳを受け止めるための通話料無料の電話相談の実施 

 
④ 幅広い外部専門家を活用していじめ問題等の解決に向けて調整、支援する取組の促進 

等 
・ 第三者的立場から調整・解決する取組(67 地域)、外部専門家を活用して学校を支援す
る取組(67 地域)、インターネットを通じたいじめ問題等に対応するための学校ネットパトロ 
ール等への支援〔補助率 1/3〕 

 
⑤ ＳＮＳ等を活用した相談事業 
いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対するＳＮＳ等を活用した相談体制の 
構築を図る。 
・ＳＮＳ等を活用した相談体制構築事業(30 地域) 〔補助率：定額〕 

 
○ いじめ対策・不登校支援等推進事業 1.67 億円 (1.9 億円) 

① 自殺予防に対する効果的な取組に関する調査研究 
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② 脳科学・精神医学・心理学等に関する研究と学校教育の連携に関する調査研究 
③ いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究 
④ スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究 
⑤ 学校以外の場における教育機会の確保等に関する調査研究 
⑥ ＳＮＳ等を活用した相談体制の在り方に関する調査研究【新規】 等 

 
 

 （３） 社会の持続的な発展をけん引するための多様な力の育成 

① グローバル社会における児童生徒の教育機会の確保・充実 

 181.85 億円 （182.84 億円） 
概要：  グローバル人材育成については、第三期教育振興基本計画等を踏まえ伝統と文化を尊

重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と
発展に寄与する態度や、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化
理解の精神等を身に付け、様々な分野で活躍できる人材の育成が重要である。 
このため、我が国の伝統や文化についての理解を深める取組を実施するとともに、在外

教育施設の教育機能を強化し、また、高校生の国際交流を促進する。 
 

◆ 高校生の国際交流の促進  5.47 億円 (3.4 億円) 
・アジア高校生架け橋プロジェクト 
アジア諸国で日本語を学ぶ優秀な高校生を日本全国の高校に招聘(５年間で計 1,000 人) 
招聘人数 100 人→ 200 人 
招聘期間 6 カ月→ 8 カ月程度 

・社会総がかりで行う高校生国際交流促進事業 
地方公共団体や学校、民間団体等が実施する留学プログラムへの参加に対する支援 
対象 1,500 人×5.7 万円  等 

 

 （４） 生涯学び、活躍できる環境の整備 

① 切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充実 

 25.86 億円 （23.98 億円） 
○概要： 切れ目ない支援体制構築のための特別支援教育の推進について、障害のある児童生

徒等の自立と社会参加の加速化に向けた取組の充実を図り、障害のある児童生徒等
が十分な教育を受けられる環境を構築する。 

 

◆ 切れ目ない支援体制整備充実事業   17.96 億円 （16.0 億円) 
2016 年の障害者差別解消法の施行、発達障害者支援法の改正等を踏まえ、自治体等の切

れ目ない支援体制整備に向けた取組に対して経費の一部を補助する。〔補助率１／３〕 
 

・特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体
制整備 
・特別支援教育専門家配置(医療的ケアのための看護師(1,500 人→ 1,800 人)) 

 

◆ 学校における医療的ケア実施体制構築事業  0.59 億円 (0.59 億円) 
学校において高度な医療的ケアに対応するため、医師と連携した校内支援体制の構築や、医
療的ケア実施マニュアル等の作成など、医療的ケア実施体制の充実を図る。20 地域 

 

◆ 発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業  2.13 億円 (2.8 億円) 
・発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業 
小・中・高等学校等における発達障害を含む障害のある児童生徒等に対する特別支援教育
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の体制充実のための通級による指導の担当教員に対する研修体制を構築するとともに、必要
な指導方法について調査研究等を行う。18 箇所 等 

 

◆ 学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）推進 

事業  0.51 億円 (0.86 億円) 
教育委員会等が主体となり、学校において、障害のある子供とない子供との交流及び共同学習
の機会を設け、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を教育課程に位置づける等、障害者理解
の一層の推進を図る。20 地域 

 

 （５） 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットの構築 

① 外国人受入れ拡大に対応した日本語教育・外国人児童生徒等への 
教育の充実 13.53 億円 （4.86 億円） 

 
概要：  深刻な人手不足を踏まえ、出入国管理及び難民認定法等が改正され、新たに就労を目

的とした在留資格として「特定技能」が創設されることとなった。外国人の受入れ拡大に向
け、外国人が日本社会の一員として円滑に生活できる環境を整備し、日本人と外国人の
共生社会を実現するため、日本語教育・外国人児童生徒等に向けた教育の充実を図る。 

 

◆ 生活者としての外国人に対する日本語教育の充実  8.04 億円 （2.21 億円） 
・地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業【再掲】 4.97 億円 （新規） 

新たな在留資格の創設等を踏まえ、地方公共団体が関係機関等と有機的に連携し、
日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくりを推進するとともに、「生活者とし
ての外国人」の日本語学習機会の確保を図る。 

 
・「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業【再掲】 

 1.4 億円 （0.5 億円） 
日本語教室の開設されていない市区町村に住む外国人のため、日本語教育のノウハ

ウを有していない自治体を対象としたアドバイザーの派遣、インターネット等を活用した日
本語学習教材（ICT 教材）の開発等を実施。等 

 

◆ 外国人児童生徒等への教育の充実  5.49 億円 （2.65 億円) 
共生社会の実現に向け、日本語指導が必要な児童生徒について学校における日本語指

導体制の充実や多言語翻訳システム等 ICT の活用の促進などを行うとともに、多様な取組
を通じた支援により外国人の子供に対して漏れのない教育機会の提供を図る。 

 
・帰国・外国人児童生徒等教育支援体制の整備 2.89 億円 （1.68 億円） 
・多言語翻訳システム等 ICT を活用した帰国・外国人児童生徒等のための支援事業 
 0.2 億円 （新規） 
・外国人高校生等に対する包括支援環境整備事業 1 億円 （新規） 
・定住外国人の子供の就学促進事業 0.8 億円 （0.43 億円） 
・夜間中学における就学機会の提供推進  0.46 億円 （0.36 億円） 

等 
 

２ スポーツ立国の実現 

（１） スポーツ立国の実現を目指したスポーツの振興 

概要：  全ての人々がスポーツを「する」、「みる」、「ささえる」機会を確保するとともに、国民に誇
りと喜び、夢と感動を与えてくれるトップアスリートの育成・強化、スポーツを通じた地域や
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経済の活性化、国際貢献などを推進し、国民の成熟した文化としてスポーツを一層根付か
せ人々がスポーツの力で輝き、前向きで活力ある社会と絆の強い世界を創る。 

 

◆ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2019 年ラグビーＷ杯等に 

向けた準備  179.22 億円 (188.39 億円) 

○ スポーツ・フォー・トゥモロー等推進プログラム 11.71 億円 （11.71 億円） 

2020 年東京大会の開催国として、スポーツを通じた国際協力及び交流、国際スポーツ人材
育成拠点の構築等を柱とするプログラムに取り組むとともに、オリンピック・パラリンピック・ム
ーブメントを全国へ波及させるための取組を行う。 

 

◆ スポーツ施策の総合的な推進  171.11 億円 （151.5 億円) 

○ スポーツ産業の成長促進事業 2.04 億円 （1.83 億円) 

スポーツの成長産業化を図るため、地域交流拠点としてのスタジアム・アリーナの実現や
ICT によるスポーツ指導者、施設等の活用、スポーツ団体の経営力強化及び IoT や AI 活用等
による新たなスポーツビジネスの創出を推進する。 

 

○ 障害者スポーツ推進プロジェクト 0.62 億円 （0.48 億円) 

各地域において障害者が身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備、障害者スポーツ
団体の体制の強化及び他団体や民間企業等と連携した活動の充実を図る。また、地域の障
害者スポーツ用具（スポーツ車いす、スポーツ義足等）の保有資源を有効活用し、個人利用を
容易にする仕組みの構築を行う。 

 

３ 文化芸術の力で未来を切り拓く 

（１） 文化資源の“磨き上げ”による好循環の創出 

概要：  文化財をはじめとする我が国固有の文化資源に付加価値を付け、より魅力あるものに
すべく“磨き上げ”る取組を支援し、観光インバウンドに資するコンテンツ作りを進めるとと
もに、先端技術を駆使した効果的な発信を行い、観光振興・地域経済の活性化の好循環
を創出する。 

 

◆ 文化資源を活用した観光インバウンドのための拠点形成と国際的発信 

 92.48 億円 （85.33 億円） 

○ 日本が誇る先端技術を活用した日本文化の魅力発信 20.6 億円 （新規） 

訪日外国人観光客の玄関口である主要な空港等及び観光地において、文化財をはじめと
する日本固有の文化資源を先端技術を駆使した効果的な発信を行い、消費の拡大と滞在体
験の満足度向上を図る。また、日本文化の多様な魅力・コンテンツに関する情報入手を容易
にする文化遺産・コンテンツバンクの構築にも取り組む。 

 

○ 文化財多言語解説整備事業 10 億円 （5 億円） 

訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に対して多
言語で先進的・高次元な言語解説を整備する事業を、観光施策と連携させつつ実施する。 

 

○ 産業と文化の連携による市場創出 2.23 億円 （1.91 億円） 

産業界と文化関係者の戦略的な枠組みを構築し、文化振興を通じた新たな市場形成に貢
献する。また、我が国のアート市場の活性化と我が国アートの国際発信を強化する。 等 
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（２） 文化芸術立国に向けた文化芸術の創造・発展と人材育成 

概要：  創造的で多様性に富んだ文化芸術立国を形成するため、文化芸術の創造活動及び人
材育成を推進するとともに、子供たちが文化芸術に触れる機会の充実や障害者芸術の推
進を図る取組を実施する。 

 

◆ 文化芸術創造活動への効果的な支援  60.92 億円 （59.84 億円） 

○ 舞台芸術創造活動活性化事業 32.87 億円 （32.87 億円） 

舞台芸術創造活動に対し、分野の特性に応じた最適できめ細やかな助成システムを推進
することにより、我が国芸術団体の水準向上と、より多くの国民に対する優れた舞台芸術鑑
賞機会の提供を図る。 

 

○ 日本映画の創造・振興プラン 11.64 億円 （10.84 億円） 

日本映画を振興するため、多様な日本映画の製作や国際共同制作など創造活動の促
進、国内外の映画祭等における積極的な発信・展開を通して映画関係者・団体等の交流を
推進する。 

 

○ メディア芸術の創造・発信プラン 10.05 億円 （9.81 億円） 

メディア芸術の創造及び発信を促進するため、メディア芸術祭の開催、若手クリエイターの
創作活動の支援、世界的なフェスティバルとの連携による海外発信を行う。また、メディア芸
術作品のアーカイブ化を推進し所蔵情報等の整備を実施する。 等 

 

◆ 新たな時代に対応した文化芸術人材の育成及び子供たちの文化芸術体験の 

推進  81.75 億円 (82.27 億円) 

○ 新進芸術家等の人材育成 15.97 億円 (16.84 億円) 

才能豊かな新進芸術家等に、海外の大学や統括団体等における実践的な研修の機会を
提供すること等により、次代を担い、世界に通用する芸術家等を育成する。 

 

○ 文化芸術による創造性豊かな子供の育成 65.78 億円 (65.43 億円) 

学校・地域において文化芸術により、子供たちの豊かな感性・情操や創造力等を育むた
め、質の高い文化芸術や地域の伝統文化に触れる機会の充実を図る。 

 

（３） 文化財の確実な継承に向けた保存・活用の推進 

概要：  文化財を次世代へ確実に継承するために、修理・整備や防災・防犯対策、修理技術者の
育成等を支援するとともに、世界文化遺産・日本遺産をはじめ地域の文化財の総合的活
用など文化財を活用した地域活性化の取組を支援する。 

 

◆ 文化財の適切な修理等による継承・活用等  389.37 億円 （385.79 億円） 

○ 建造物の保存修理等 125.69 億円 （121.97 億円） 

国宝・重要文化財(建造物)を次世代に継承するための修理や、自然災害等から護るための
防災施設等の整備、耐震対策等に対する補助を行う。 

 

○ 美術工芸品の保存修理等 11.49 億円 （11.32 億円） 

材質が脆弱で経年による風化や材質疲労等による損傷が進行した国宝・重要文化財(美術
工芸品)の修理、防災施設等に対する補助を行う。 
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○ 史跡等の保存整備・活用等 215.73 億円 （214.87 億円） 

歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う所有者、
管理団体等に対する補助や、地方公共団体が史跡等を公有化する事業に対する補助を実施
し、保存整備や活用等を推進する。 

 

◆ 文化財の公開活用、伝承者養成、鑑賞機会の充実等【一部再掲】 

 128.62 億円 （88.01 億円） 

○ 無形文化財の伝承・公開等  13.98 億円 （13.81 億円） 

重要無形文化財及び選定保存技術の保持者、保持団体等が行う伝承者養成及び文化財
修理技術者の人材育成、原材料・用具の確保等や、重要無形民俗文化財の保護団体等が
行う伝承者養成や用具の修理に対して補助等を行う。 

 

○ 地域文化財の総合的な活用の推進 24.85 億円 （新規） 

地域の文化財の総合的な活用を推進するため、「文化財保存活用地域計画」等の策定支
援のほか、「日本遺産」の認定地域等において、解説ガイド等の育成や観光ルート開発に向
けたモニターツアーの実施等へ支援を行うとともに、伝統行事・伝統芸能の後継者養成、古
典に親しむ活動等、地域の文化遺産を活用した特色ある総合的な取組を支援する。 

 

◆ 文化財防衛のための基盤の整備  247.78 億円 （241.93 億円） 
○ 適切な修理周期等による文化財の継承の推進 238.28 億円 （233.25 億円） 

適切な周期による文化財の修理・整備、災害や故意の毀損等から護るための防犯・防災
対策等に対して補助を行うとともに、文化財の散逸等防止のため、文化財の買上げを行う。 

 
○ 文化財を支える伝統の技伝承基盤強化プラン 5.52 億円 （4.48 億円） 

文化財の保存技術や用具・原材料を次世代に継承するため、現在の状況の実態把握、技
の継承や原材料確保等への支援、国内外への情報発信等を進める。等 

 

（４） 文化発信を支える基盤の整備・充実 

概要：  我が国の顔となる国立文化施設(美術館、博物館、劇場)の整備・充実を通じて、文化発
信の国内基盤を強化するとともに、国民の鑑賞機会の充実を図る。 

 

◆ 生活者としての外国人に対する日本語教育の充実   8.04 億円 （2.21 億円） 

○ 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 4.97 億円 （新規） 

新たな在留資格の創設等を踏まえ、地方公共団体が関係機関等と有機的に連携し、日本
語教育環境を強化するための総合的な体制づくりを推進するとともに、「生活者としての外国
人」の日本語学習機会の確保を図る。 
 

○ 「生活者としての外国人」のための日本語教室空白地域解消推進事業 
 1.4 億円 （0.5 億円） 

日本語教室の開設されていない市町村に住む外国人のため、日本語教育のノウハウを有
していない自治体を対象としたアドバイザーの派遣、インターネット等を活用した日本語学習
教材(ICT 教材)の開発等を実施する。等 
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１ 働き方改革・人づくり革命・生産性革命 

（１） 働き方改革の推進と誰もが活躍できる労働環境の整備  

① 働き方改革･生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対する 

支援 

 1,211 億円 （938 億円） 
〇 「働き方改革推進支援センター」において、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現、

生産性向上による賃金引上げ、人手不足の緩和等について、労務管理等の専門家によるワ
ンストップ型の相談支援や助成金の活用方法等に関するセミナー等を実施するほか、商工
会議所・商工会等での出張相談、中小企業・小規模事業者に対する個別相談等の機能・体
制の強化を図る。 

 
〇 「働き方改革関連法」の施行に向けて、中小企業・小規模事業者が「働き方改革」によって何

が変わるのか等を理解するため、国が実施する支援策についてメディア等を活用した全国的
な周知広報を実施し、労働法制の考え方や働き方改革に取り組むための改善事例等につい
て広く周知・啓発を行う。 

 
〇 時間外労働の上限設定、勤務間インターバルの導入、最低賃金・賃金の引上げ、非正規雇

用労働者の処遇改善等に取り組む中小企業・小規模事業者への助成金を拡充するととも
に、働き方改革のための人材の確保や生産性向上に資する設備投資等により雇用管理改
善を図る中小企業・小規模事業者に対する支援等を行う。 

 
〇 生活衛生関係営業者への生産性向上ガイドライン・マニュアルを活用した個別相談や、収益

力向上に関するセミナー等を実施する。 
 

② 医療従事者の働き方改革の推進 15 億円 （6.9 億円） 

〇 タスク・シフティング等の勤務環境改善の先進的な取組を行う医療機関に補助を行うととも
に、医療関係団体による好事例の普及等を支援する。また、医師の働き方改革に向けた地
域リーダーの育成や病院長向けの研修を実施するほか、｢医療勤務環境改善支援センター｣
において、労務管理等の専門家による医療機関の訪問支援等を行う。さらに、適切な医療の
かかり方について国民の理解を促進するため、ウェブサイトの構築等効果的な周知啓発を
行う。 

 
〇 出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支援の拠点となる医

療機関の支援を行う。また、地域医療介護総合確保基金による病院内保育所への支援を行
う。看護職がより専門性を発揮できる働き方を推進するため、看護業務の効率化に資する先
進的な取組を行う医療機関を表彰し、取組を周知する。 

 

（２） 多様な人材の活躍促進  

① 高齢者の就労促進 289 億円 （268 億円） 

〇 初めて中高年齢者を採用する企業に対する助成金を拡充するとともに、ハローワークの生涯
現役支援窓口を増設する。また、高齢者雇用の多様性を踏まえ、高齢者に係る成果を重視

６ 厚生労働省 

【出典】 厚生労働省「平成 31 年度予算案の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/19syokanyosan/index.html 

H31 予算案額   （H30 予算額） 
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した賃金制度や能力評価制度の構築に取り組む企業に対し、その整備費用を助成する。 
 

〇 高齢者の就業意欲を喚起するための取組や、在職中からのセカンドキャリア設計支援等を行
う「生涯現役支援プロジェクト（仮称）」を実施する。また、地域の様々な機関が連携して高齢者
の就業を促進する「生涯現役促進地域連携事業」の拡充やシルバー人材センターのマッチン
グの機能強化等を実施する。 

 

② 障害者の就労促進 155 億円 （149 億円） 

〇 公務部門における障害者雇用を推進するため、各府省等向けのセミナー・職場見学会の開
催、職場定着支援等を実施する。また、厚生労働省においても、障害特性に応じた個別支援、
障害に対する理解促進のための研修等に取り組む。 

 
〇 障害者の雇用経験やノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業に対して、ニーズに応じた

提案型のチーム支援を実施する。精神障害や発達障害を持った求職者の支援を行う専門職
員をハローワークに配置するほか、就労環境の整備等を推進するための情報共有フォーマッ
ト（就労パスポート）の整備、障害者就業・生活支援センターの機能強化など、多様な障害特性
に対応した就労支援の強化を図る。 

 

③ 外国人材がその能力を有効に発揮できる環境の整備 
100 億円 （50 億円） 

〇 新たな在留資格により外国人材を受け入れるに当たり、適正な雇用管理の確保を図るため、
事業所訪問により雇用管理状況の確認、改善のための助言・指導等を行うとともに、外国人雇
用状況届出の適正な履行を確保するための体制を整備する。また、外国人労働者に係る労働
相談体制の強化を図るとともに、外国人労働者が容易に理解できる視聴覚教材等の作成によ
り、労働災害防止対策を推進する。 

 
〇 外国人留学生等の日本での就職を促進するため、ハローワークの外国人雇用サービスセン

ター等の増設など、相談体制の強化を図る。また、外国人留学生等をはじめとする外国人材
の日本での就職・職場定着を促進するため、日本語コミュニケーション能力の習得等を支援す
る研修を実施する。 

 
〇 外国人技能実習に関する実地検査や相談援助等の体制を強化する。 

 

（３） 人材育成の強化と人材確保対策の推進  

① 人材確保支援の総合的な推進 404 億円 （362 億円） 

〇 介護、保育、建設をはじめとする人材不足分野において、マッチング支援の機会を拡充すると
ともに、事業主等の雇用管理改善に対する助成や相談支援等を通じて、総合的な人材確保対
策を推進する。また、地方自治体・経済団体等と連携して、地域における雇用対策を推進する。 

 

（４） 生産性向上の推進 

① 介護・障害・保育分野における生産性向上の推進 ４４億円 （３７億円） 

〇 介護事業所の生産性向上を推進するため、モデル事業所において具体的な取組を展開し、
その成果や手法を生産性向上ガイドラインに反映すること等を通じて、全国での実践につなげ
る。介護ロボットの開発・活用支援、ICT の活用支援の拡充等を行う。 

 
〇 障害者支援施設等におけるロボット等の導入モデル事業を実施する。 
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（５） 希望出生率 1.8 の実現  

① ｢子育て安心プラン｣をはじめとした総合的な子育て支援  
 1,057 億円 （977 億円） 

〇 待機児童の解消に向け、｢子育て安心プラン｣に基づき、保育園等の整備等を推進する。また、
｢新しい経済政策パッケージ｣等に基づき、幼児教育・保育の無償化を実施する。認可外保育
施設について、保育の質の確保・向上を図るための支援や、認可保育園等への移行に向けた
支援を行う。 

 
〇 ｢新・放課後子ども総合プラン｣に基づき、放課後児童クラブの量的拡充を図るとともに、育成

支援の内容の質の向上等を推進する。 
 

② 保育人材の確保・処遇改善 158 億円 （124 億円） 

〇 勤務経験にブランクのある潜在保育士の再就職支援を行うとともに、保育士・保育所支援セン
ターにおいて潜在保育士等のニーズに合わせたきめ細かなマッチング支援を行う。 

 
〇 ハローワークの人材確保対策コーナーを拡充し、関係団体と連携して、求人者・求職者向けセ

ミナー、見学会、面接会等を実施する。 
 

〇 ｢新しい経済政策パッケージ｣に基づき、保育士の処遇改善を実施する。 
 

〇 保育園等の体制充実を図るため、チーム保育推進加算及び栄養管理加算を拡充する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６） 介護離職ゼロの実現  

① 介護の受け皿整備  467 億円 （423 億円） 
〇 地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の整備を推進する。 

 

② 介護人材の確保・処遇改善  352 億円 （89 億円） 

〇 介護職員のキャリア・専門性に応じた機能分化や多様な人材によるチームケアの実践等を通
じて、介護人材の参入環境の整備等を推進するとともに、介護入門者のステップアップ支援や

新しい経済政策パッケージ 

〇 保育の受け皿整備（子育て安心プランに基づく保育所等運営費） 163 億円 

〇 幼児教育・保育の無償化 1,532 億円 

〇 保育士の処遇改善 103 億円 

※ 保育の受け皿整備の額は、事業主拠出金を含まない。 

（待機児童解消に向けた保育園等の整備） 420 億円 

・「子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備等を進めるため、保育園等の整備に必要な

経費を補助する。 

（社会福祉施設等の耐震化整備、非常用自家発電設備整備等） 172 億円 

・児童福祉施設、障害者福祉施設、高齢者福祉施設等における耐震化整備や倒壊の危険性

のあるブロック塀の改修等に加え、大規模停電時に医療的配慮が必要な入所者等の安全を

確保するための非常用自家発電設備の整備等に必要な経費を補助する。 

（保育士修学資金貸付等事業の貸付原資等の確保） 15 億円 

・保育士資格の取得や再就職を目指す者等に対する修学資金等の貸付原資等を補助する。 
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現任職員のキャリアアップ支援を行う。また、若者、子育て世代、アクティブシニア等の対象者
像に応じた人材確保対策を推進するため、介護の仕事の魅力を PR する全国的な広報活動等
を実施する。 

 
〇 「新しい経済政策パッケージ」に基づき、介護人材の処遇改善を実施する。 
 
〇 外国人介護人材の円滑な受入れを図るため、日本語学習や介護技能の修得等を支援し、そ

の受入環境の整備を推進する。 

 

２ 質が高く効率的な保健・医療・介護の提供 

（１） 地域包括ケアシステムの構築等  
① 地域医療構想をはじめとした地域医療確保対策の推進 

 706 億円 （635 億円） 
〇 地域医療構想達成に向けて、地域医療介護総合確保基金による病床の機能分化・連携等の

支援、都道府県の医療行政人材の育成等を行う。 
 
〇 歯科診療所・病院・介護施設・地域包括支援センター等の連携強化に関する取組を支援する。

薬剤師・薬局の機能強化や連携体制構築のためのモデル事業を実施する。 
 

② 災害医療体制、健康危機管理体制の推進 94 億円 （4.2 億円） 

〇 DMAT 体制の強化、災害拠点病院等の耐震化等により、災害医療体制の充実を図る。また、
地域における健康危機管理の拠点であり、避難所や在宅の住民の医療、保健、福祉のニーズ
に対応する中心拠点である保健所について、非常用自家発電設備の整備により、その機能を
維持できる体制を確保する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（災害拠点病院等の耐震化整備、給水設備強化、非常用自家発電設備整備等）     43 億円 
・ 災害拠点病院や耐震性が特に低い病院等の耐震化整備に対する支援を行う。また、災害時の診療機

能を維持するため、災害拠点病院、救命救急センター及び周産期母子医療センターに対して、給水設備

や非常用自家発電設備の整備等に必要な経費を補助する。 

 

（広域災害・救急医療情報システム（EMIS）の機能拡充）                    2.8 億円 
・ 災害時に被災した医療機関の支援に必要な情報をより迅速に収集・提供するため、医療機関等が利用

する広域災害・救急医療情報システム（EMIS）（※）の操作性・機能の改善や情報入力項目の追加等の

システム改修等を行う。 ※医療機関、医療関係団体、消防機関、保健所、都道府県、市町村等の間の情報ネット

ワーク化を図り、災害時における医療機関の活動状況など、災害医療に関わる情報を収集・提供するシステム 

 

（有床診療所等におけるスプリンクラー等の設置）                        20 億円 
・ 有床診療所等に対し、スプリンクラー等の設置に必要な経費の補助を行う。 

 

（在宅人工呼吸器使用者のための非常用簡易自家発電設備整備等）           3.5 億円 
・ 自力での移動が困難な在宅患者の使用する人工呼吸器が長期停電時に稼働できるよう、当該患者の

診療を行う医療機関に対して、患者に貸与できる簡易自家発電設備の整備等に必要な経費を補助す

る。 

 

（災害拠点病院の機能強化）                                    3.6 億円 
・ 災害拠点病院の機能強化のため、重篤な患者の被災地外への搬出等に対応できる緊急車両等の整備

に必要な経費を補助する。 
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③ 認知症になってからも安心して暮らし続けられる地域づくり 

 119 億円 （97 億円） 
〇 認知症の人やその家族に対する早期からの心理面、生活面の支援のため、認知症本人の効

果把握を含めたピア活動の促進や、認知症の人の支援ニーズに認知症サポーターをつなげ
る仕組み（チームオレンジ（仮称） ）の構築のほか、若年性認知症への支援、認知症理解の普
及啓発、成年後見制度の利用促進のための体制整備等、本人に寄り添った取組を推進する。
また、認知症疾患医療センターについて、日常生活支援の相談機能の強化、整備促進を図る。 

 

（２） 健康寿命延伸、受動喫煙対策、がん･肝炎･難病対策の推進  

① 健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり 31 億円 （30 億円） 

〇 高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策と生活習慣病の疾病予防・重症化予
防の市町村における一体的な実施の先行的な取組の支援等を行うとともに、生活習慣病の重
症化予防、健診受診促進、重複多剤投薬対策等の先進的なデータヘルス事例の全国展開を
図る。 

 
〇 歯科口腔保健のうち特に一次予防を強化するモデル事業を実施する。また、食事摂取基準

（2020 年版）を活用したフレイル予防について普及啓発や医療・介護関係者向けの研修を実 
施する。 

 

② 受動喫煙対策の強化 43 億円 （42 億円） 

〇 2020 年東京オリンピック・パラリンピック等までに受動喫煙対策に関する新制度を定着･徹底
するため、周知啓発を行うほか、飲食店等における喫煙専用室等の整備への助成、受動喫煙
対策に係る個別相談等の支援を実施する。 

 

③ がんゲノム医療等の推進 56 億円 （45 億円） 

〇 質の高いゲノム医療を提供するため、がんゲノム情報管理センターを充実するほか、がんゲ
ノム医療中核拠点病院の機能強化、がんゲノム医療拠点病院の新設により、がんゲノム医療
提供体制を整備する。 

 
〇 がん診療連携拠点病院等における各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」の策定や

地域における相談等に対応するため支援体制を拡充する。 

 

（３） 風しん・新型インフルエンザ等の感染症対策 

① 感染症対策の推進  270 億円 （197 億円） 

〇 風しん、新型インフルエンザ、エイズ等の感染症対策を強化・推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（風しん抗体検査の対象者拡大） 17 億円 

・ 風しんのまん延防止のため、抗体保有率が低い 39 歳から 56 歳男性（平成 30 年度時点）を対象とした

風しん抗体検査の補助を行う。 ※平成 30 年度予算の活用分を含め計 30 億円 

（新型インフルエンザの発生に備えたプレパンデミックワクチンの備蓄）  23 億円 

・ 新型インフルエンザの発生に備えた危機管理上の重要性の高いプレパンデミックワクチンの備蓄を行

う。 
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（４） 医療の国際展開・国際保健への貢献  

① 医療機関における外国人患者の受入体制の整備 １７億円 （1.4億円） 

〇 地方自治体における医療機関等からの相談にワンストップで対応するための体制整備支援
や、医療機関における多言語コミュニケーション対応支援などの取組を通じ、外国人患者が安
心して医療を受けられる環境の整備を進める。 

 

（５） 医薬品・食品等の安全の確保  

① 食品の安全・安心の確保 3.9 億円 （0.57 億円） 

〇 食品等事業者による営業許可等の申請手続の効率化、食品リコール情報の一元管理等の
観点から、電子申請等の共通基盤のシステムを整備することにより、飲食に起因する事故の
発生を防止するとともに、食品等事業者の行政手続コスト等の軽減を図る。また、食品等事業
者に対し、HACCP 導入に関する業種別手引書等の周知及び相談支援等を行う。 

 

（６） 強靱・安全・持続可能な水道の構築  

① 水道事業の基盤強化  650 億円 （375 億円） 
※他府省分を含む 

〇 国民生活を支えるライフラインである水道施設の強靱化、水道事業の広域化・IoT活用等を推
進する。 

 
 
 
 

 

３ 全ての人が安心して暮らせる社会に向けた福祉等の推進 

（１） 子どもを産み育てやすい環境づくり  

① 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進  

 1,698 億円 （1,548 億円） 
〇 児童相談所や市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置を促進するとともに、｢児童虐待防止

対策体制総合強化プラン｣（新プラン）に基づき、体制強化を図る。また、一時保護児童の受入
体制の充実を図る。 

 
〇 要保護児童等への迅速かつ適切な支援・保護を行うため、関係機関間において、要保護児

童等に関する情報を共有するシステムの構築を推進する。 
 
〇 家庭養育優先原則の実現に向けて、特別養子縁組を推進するとともに、里親のリクルート・研

修・支援等を一貫して担う包括的な里親養育支援体制を構築する。 
 
〇 児童養護施設及び乳児院における小規模かつ地域分散化の推進を図るとともに、施設の職

員配置基準の強化を含む高機能化及び家庭養育支援への機能転換などを推進し、社会的養
育体制の充実を図る。 

 
 
 

（水道施設の整備等）            270 億円 ※他府省分を含む 

・ 給水拠点確保のための施設整備、非常用自家発電設備の整備、土砂災害・浸水災害の対策工事等に

必要な経費を補助する。 
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② 母子保健医療対策の推進 231 億円 （215 億円） 

〇 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援のため、子育て世代包括支援センターの全国

展開に向けた設置促進を図る。 
 
〇 不妊治療への助成、産婦健康診査、産後ケア事業等を推進するとともに、乳幼児健康診査等

の母子保健情報の利活用を推進するための市町村システムの改修を支援する。 

 

③ ひとり親家庭等の自立支援の推進  2,267 億円 （1,867 億円） 

〇 ｢すくすくサポート・プロジェクト｣を着実に推進するとともに、ひとり親家庭等に対する同行支援
や継続的な見守り支援等地域の民間団体を活用した相談支援の強化、親の資格取得支援の
充実、児童扶養手当の支給など、ひとり親家庭等への支援を行う。 

 
○ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金（仮称）を給付する。 

※ 児童扶養手当の支払回数について、現行の年３回を見直し、年６回の隔支給を 2019 年 11 月 
支払い分から実施する。 

 

 

 

 

 

（２） 地域共生社会の実現に向けた地域づくり 

① 包括的な相談支援、地域の支え合いの再生  29 億円 （26 億円） 

〇 改正社会福祉法に基づき、複合化・複雑化した課題を受け止める包括的な相談支援体制の
整備を推進するため、活動拠点の整備等、市町村の創意工夫ある取組への支援を拡充する。 

 
〇 労働者が仕事と地域活動を両立しやすい環境整備を図るため、地域活動推進検討会（仮称）

を設け、企業が参考とするマニュアルを作成するほか、地域活動の促進普及事業等を実施す
る。 

 

② 生活困窮者の自立支援の推進  522 億円 （520 億円） 

〇 改正生活困窮者自立支援法に基づき、子どもや保護者に生活習慣及び育成環境の改善に
関する助言を行う取組を推進するとともに、生活困窮者に対する居住支援等を強化する。 

 
〇 多様な就労や社会参加の機会を得られるよう、障害者就業･生活支援センター等のノウハウ

を活かした切れ目のない就労･定着支援の充実を図る。 
 
〇 生活困窮者自立支援制度を担う人材の充実を図る観点から、支援員の養成研修や困難事例

に関する支援員への助言体制の充実を行うとともに、支援員同士が情報共有できる環境整備
を推進する。 

（児童相談所における全国共通ダイヤル「１８９」の無料化） 7.9 億円 

・ 児童虐待を発見した者、子育てに悩みを抱える者が児童相談所に適切に通告・相談できるよう、全国共

通ダイヤル「１８９」の無料化を実施する。 

（社会福祉施設等の耐震化整備、非常用自家発電設備整備等）（再掲） 172 億円 

（ひとり親家庭等職業訓練促進資金貸付事業の貸付原資等の確保）                29 億円 

・ ひとり親家庭等に対する自立支援の充実を図るため、養成機関に修学し、資格の習得を目指すひと

り親家庭の親への入学・就職準備金等の貸付原資等を補助する。 
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③ 成年後見制度の利用促進のための体制整備  
 3.5 億円等 （3.3 億円の内数等） 

〇 成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、都道府県の支援の下、認知症施策や障害者施
策と連携を図りつつ、中核機関の整備や市町村計画の策定、中核機関における先駆的取組
を推進する。また、市民後見人や法人後見といった成年後見制度の担い手の育成を推進する
とともに、低所得の高齢者・障害者に対する成年後見制度の申立て費用や成年後見人の報酬
の助成を実施する。 

 

（３） 障害者施策の総合的な推進 
① 障害福祉サービスの確保等の障害児・者支援の推進 

799 億円 （571 億円） 
〇 幼児教育・保育の無償化にあわせて、就学前の障害児の発達支援の無償化を行う。 
 
〇 障害福祉人材について、介護人材と同様の処遇改善を行う観点から対応を行う。 
 
〇 障害福祉サービス事業所等の整備を促進するとともに、地域生活を支援するための事業の拡

充を図る。また、発達障害児・者の診断に係る初診待機の解消を進めるため、発達障害のア
セスメントを対応する職員と医療機関との連携を図る。医療的ケア児について、市町村におけ
る支援に関する協議の場の設置促進等を図るとともに、医療的ケア児の保育園等の受入体制
を整備する。 

 
〇 障害者の芸術文化活動の促進のため、障害者が芸術文化に触れる・創造することができる環

境整備の充実を図る。障害者の読書環境向上のため、障害者が利用しやすい図書の製作・提
供の促進や情報アクセシビリティの向上を図る。就労支援事業所で作った商品の販路拡大に
関する支援等を強化するとともに、就労支援事業所への農業の専門家の派遣、マルシェの開
催等の支援を実施する。 

 
〇 精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害

にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。 

 

（４） 自殺総合対策の推進 

① 自殺総合対策の推進 31 億円 （31 億円） 

〇 若者が日常的に利用する SNS 等を活用した相談・支援を強化するとともに、居場所を含めた
地域の適切な社会資源につなぐための体制を構築する。 

 
〇 地域における自殺対策を効果的に推進するため、自殺総合対策推進センターによる地域自

殺対策推進センター等への支援を強化する。 

 

（５） 依存症対策の推進 

① 依存症対策の強化 8.1 億円 （6.1 億円） 

〇 アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の全国レベルの拠点機関において、地域にお
ける指導者の養成、依存症の情報センターによる情報発信等を強化する。 

 
〇 都道府県等において、依存症の治療・相談支援等を担う人材育成、依存症専門医療機関及

び依存症治療拠点機関、依存症相談拠点の選定等を行うことにより、依存症医療・相談支援
体制を整備する。また、依存症患者や家族等を対象とした相談支援や普及啓発等に全国規模
で取り組む民間団体支援を行う。 
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１ 担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進 

（１） 多様な担い手の育成・確保と農業の「働き方改革」の推進 

① 女性が変える未来の農業推進事業 １億円 （１億円） 
○ 地域のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成や、女性が働きやすい農業労働環境づ

くりを支援 
 

２ 強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現 

（１） 農業農村基盤整備（競争力強化・国土強靱化） 

① 農業農村整備事業＜公共＞ 3,260 億円 （3,211 億円） 

○ 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を図るため、農地集積の加速化・農業の高
付加価値化のための農地の大区画化・汎用化や水路のパイプライン化、老朽化した農業
水利施設の長寿命化や豪雨・耐震化対策等を推進 

（２） 持続的な農業の発展に向けた生産現場の強化 

① 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 230 億円 （新規） 

○ 産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するため、産地・担い手の発展の状況に応
じて、必要な農業用機械・施設の導入を農業経営体の規模に応じ切れ目なく支援 

 

② 持続的生産強化対策事業 201 億円 （新規） 
○ 産地の持続的な生産力強化に向けて、農業者や農業法人、民間団体等が行う生産性向

上や販売力強化に向けた取組や、地方公共団体が主導する産地全体の発展を図る取組
を、関連事業における優先採択と併せて総合的に支援 

 

３ 農林水産業の輸出力強化と農林水産物・食品の高付加価値化 

（１） 農林水産物・食品の高付加価値化 
① 食料産業・６次産業化交付金 14 億円 （17 億円） 

○ ６次産業化の市場規模を拡大するとともに、これに伴う付加価値のより多くの部分を農村
地域に還元させるため、加工・直売、バイオマス利活用、フードバンク活動を通じた食品ロ
ス削減等の取組を支援 

 

② 食育の推進と国産農産物の消費拡大  17 億円の内数 （20 億円の内数） 
○ 第３次食育推進基本計画に基づき地域の関係者が連携して取り組む地産地消を始めとし

た食育の推進や、和食文化の保護・継承、国産農林水産物の消費拡大に向けた魅力発信
等の取組を支援 

７ 農林水産省 

【出典】 農林水産省 「平成 31 年度農林水産関係予算の重点事項」 

http://www.maff.go.jp/j/budget/31kettei.html 

H31 予算案額 （H30 予算額） 
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１ 地域・中小企業の新たな発展モデルの構築 

（１） 地域の稼ぐ力・インバウンド強化 

① 地域未来投資促進事業  158.6 億円 （161.5 億円） 
地域における継続的なイノベーション創出に向けた総合的な支援体制を強化するとともに、新

事業のためのノウハウ獲得、事業体制の整備、事業化戦略の策定、ものづくり・サービスの開発、
事業化・市場獲得まで、一体的に支援。 

 

② 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業  10.1 億円 （新規） 
小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓や生産性向上の取組

を都道府県が支援する際、その取組を支援。 
 

③ 地域小規模事業者支援人材育成委託費  5.4 億円 （新規） 
地域の課題解決、地域資源を活用した観光・インバウンド需要への対応、まちづくりなどを一

体的に取り組めるよう、支援人材の能力強化や地域企業に対するデザイン経営の普及等を通じ
て、地域自身で自らの未来をデザインしていけるようにしていく。 

 

（２） 中小企業等の担い手確保 
① 中小企業・小規模事業者人材対策事業  13.7 億円 （18.5 億円） 

各地の中小企業・小規模事業者が必要とする人材について、専門家派遣やマッチングを通じ
て、地域内外からの発掘・確保・定着を一括して支援。 

 

② 製造業における外国人材受入れ支援事業  1.0 億円 （新規） 
外国人材が相談できる多言語対応窓口を設置したり、受入れ機関を対象にセミナーや研修を

開催し、巡回指導や労務管理、生活指導といった受入れ機関に必要となるノウハウを業界団体
等に幅広く共有・展開することを支援。 

 

③ 中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業  70.1 億円 （68.8 億円） 
各都道府県に置かれた「中小企業再生支援協議会」において、財務上の問題解決のための事

業再生に向けた支援及び円滑な債務整理に向けた支援実施。また、「事業引継ぎ支援センター」
において事業引継ぎに向けた支援を実施 

 

（３） ものづくり・商業・サービス補助金等による生産性向上・働き方改革 
① ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業  50.0 億円 （新規） 

Connected Industries の取組を日本経済の足腰を支える中小企業・小規模事業者にも広く普
及させるべく、事業者間でデータを共有・活用することで生産性を高める高度なプロジェクトを支
援。 また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をより高めるため、地
域経済牽引事業計画の承認を受けて連携して事業を行う中小企業・小規模事業者等による設
備投資を支援。 

８ 経済産業省 

【出典】 経済産業省 「経済産業省関係 平成 31 年度当初予算案及び平成 30 年度第２次補正予算案 

の概要」   http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/index.html 

H31 予算案額 （H30 予算額） 
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２ エネルギー転換等を通じた環境と成長の好循環 

（１） エネルギー転換・脱炭素化へのイノベーションの促進 

① 未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業 

 162.7 億円 （89.3 億円）の内数 
水素社会実現のため、海外に豊富に存在する未利用エネルギー（褐炭や副生水素等）を活用

した水素の製造、輸送・貯蔵・利用に至る、国際的な大規模水素サプライチェーン構築の基盤と
なる一連の技術の確立に向けた世界初の取組を推進。 

 

② 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 

 100.0 億円 (56.0 億円) 
2020 年度に 160 箇所程度、2025 年度に 320 箇所程度の水素ステーションの整備目標の達成

に向け、首都圏、中京圏、関西圏、北部九州圏の四大都市圏を中心とした整備を加速するため、
民間事業者等による水素ステーションの整備・運営を支援。 

 

③ クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金  160.0 億円 (130.0 億円) 

 (給電機能を有する次世代自動車等導入事業費補助金を含む) 
省エネや CO2 排出削減に貢献するだけでなく、災害時の電源としても活用することができる電

気自動車や燃料電池自動車等のクリーンエネルギー自動車の導入を支援。 

 

（２） 国内外における資源開発、エネルギー供給網の強靭化 

① 災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費 

 120.3 億円 (24.0 億円) 
SS（サービスステーション）等の燃料供給拠点の災害対応能力を更に強化するため、自家発

電設備を備え、災害時にも地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点 SS」の整備、機動的な燃
料供給体制確保のための緊急配送用ローリーの配備等を支援。 

 

 

３ 消費税率引上げに伴う対策  【臨時・特別の措置】 

（１） 消費者へのポイント還元支援／商店街活性化 

① キャッシュレス・消費者還元事業  2,798 億円 
平成 31 年 10 月 1 日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応

による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、
中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援。 

 

② 商店街活性化・観光消費創出事業  50.0 億円 
地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、インバウンドや観光といった

新たな需要を効果的に取り込む商店街の取組を支援。 
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１ 国民の安全・安心の確保 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 社会全体で災害リスクに備える「防災意識社会」への転換に向けた 
防災・減災対策の推進              ※計数について、一部重複がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 気候変動の影響により災害の更なる頻発・激甚化等が懸念される中、「防災意識社会」 

への転換に向けて、ハード対策・ソフト対策を総動員した防災・減災対策を推進。 

（２） 急速に進むインフラ老朽化に対応する戦略的な維持管理･更新を推進。 

（３） 公共交通における安全対策、無電柱化の推進等により交通の安全・安心を確保。 

（４） 領海警備等に万全を期すための戦略的海上保安体制の構築等を推進。 

９ 国土交通省 

【出典】 国土交通省「平成 31 年度予算決定概要」 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_006690.html 

本年発生した大阪北部地震、平成 30 年７月豪雨、台風第 21 号、北海道胆振東部地震、豪雪等をは 

じめ、近年激甚な災害が頻発しています。こうした災害で明らかとなった課題に対応するため、本年９月 

に総理大臣からの指示を受け、防災のための重要インフラ、国民経済・生活を支える重要インフラにつ 

いて、災害時に機能を維持できるよう政府全体で緊急点検を行うこととなり、国土交通省では所管する分 

野の 64 項目について点検を実施しました。 

本年 11 月にとりまとめられた緊急点検の結果等を踏まえ、特に緊急に実施すべき対策について、本 

年 12 月に「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」として政府全体でとりまとめられ、国土交 

通省では、ソフト・ハードの両面から、67 項目の対策を集中的に実施します。 

ソフト対策としては、災害時に命を守るために必要な各種リスク情報の徹底的周知や外国人旅行者等 

への情報提供体制の確保など国民等の安全確保に資する体制強化等を進めることとしています。 

ハード対策としては、河川・砂防等の防災のための重要インフラの機能強化等により大規模な浸水・ 

土砂災害・地震・津波等による被害の防止・最小化等を図るとともに、道路・鉄道・港湾・空港等の国民経 

済・生活を支える重要インフラの機能強化等により命を守るための災害時の避難や救助、１日でも早く平 

常の暮らしや経済活動を取り戻すための迅速な復旧・復興に不可欠な交通ネットワークの確保等を進め 

ることとしています。 
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① 「水
み ず

防災意識社会」の再構築に向けた水害対策の推進 6,030 億円 (1.52 倍) 

  【うち臨時・特別の措置 1,626 億円】 
平成 30 年７月豪雨等の近年の水害を踏まえ、事前防災が重要との観点等から社会全体で災

害リスクに備えるハード・ソフト一体となった防災・減災対策を強化する。 
 

・ 洪水氾濫を未然に防ぐための計画的な堤防のかさ上げや浸透対策等の強化 

・ 越水しても決壊までの時間を引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策の推進 

・ 水害により被害を受けた地域の集中的な再度災害防止対策等の強化 

・ 生産拠点等の保全等に資する社会経済被害の最小化に向けた水害対策の強化 

・ ゼロメートル地帯の堤防決壊による壊滅的な被害を回避する高規格堤防整備の推進 

・ 都市や地方部の中心市街地等における下水道や河川の浸水対策の推進 

・ 水害対応タイムラインの策定・運用による避難警戒体制構築の推進 

・ 要配慮者利用施設における警戒避難体制の強化 

・ 大規模水害を想定した早期復旧のための排水対策の推進 

・ 河川、ダムや海岸保全施設に流入、漂着する流木等の効率的な処理の推進 

・ 背後に人命や財産が集中する海岸における海岸保全施設等の整備の推進 

・ 地下駅の浸水対策の推進 

 

 

② 集中豪雨や火山噴火等に対応した総合的な土砂災害対策の推進 

 1,281 億円 （1.67 倍） 【うち臨時・特別の措置 330 億円】 
平成 30 年７月豪雨等の被害を踏まえ、集中豪雨や火山噴火による土砂災害に対して、事前

防災等を重視し、ハード・ソフト一体となった総合的な対策を推進する。 
 

・ 土砂災害防止施設の重点的整備の推進 

・ 土砂・洪水氾濫対策としての遊砂地等の整備の推進 

H31 予算案額 （H30 予算額との比較） 

＜水
みず

防災意識社会の再構築（イメージ）＞ 

〇多層的な対策を一体的に取り組み、「水
みず

防災意識社会」を再構築する取組を加速する。 
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・ 流木等を確実に捕捉する砂防堰堤等の整備の推進 

・ インフラ・ライフライン、避難所等を保全する土砂災害対策の推進 

・ 土砂災害の被災地域における集中的な再度災害防止対策等の強化 

・ 土砂災害警戒区域等の指定や土砂災害警戒情報の精度向上に向けた検討の推進 

・ 要配慮者利用施設に関する警戒避難体制及び土砂災害対策の強化 

・ 火山活動活発化時の緊急的な対策や危険区域の想定による減災対策等の推進 

・ 高精度な標高データ整備等による火山監視のための観測強化 

・ 被災する危険性が高い住宅の安全性確保に対する支援の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 密集市街地対策や住宅・建築物の耐震化の促進 187 億円 （1.17 倍) 

 【うち臨時・特別の措置 11 億円】 

大規模地震や大規模火災の発生時における人的・経済的被害の軽減を図るため、密集市街

地の改善、住宅・建築物の耐震化や防火対策等を推進する。 

 

・ 密集市街地等における建替えや改修等の防災対策への支援の強化 

・ 密集市街地における災害の被害拡大防止のための無電柱化の推進 

・ 住宅・建築物の耐震化を加速するための耐震改修等の取組への支援の強化 

・ 耐震診断義務付け対象建築物等への重点的支援措置等による耐震化支援の強化 

・ 宅地被害を事前に防ぐための擁壁等の危険度調査や防災対策への支援の強化 

 

④ 災害時における人流・物流の確保 4,318 億円 （1.35 倍） 
 【うち臨時・特別の措置 1,275 億円】 

災害発生時であっても陸上・海上・航空輸送ルートが確保されるよう、啓開体制を構築するとと
もに、地震、豪雨、豪雪等を想定した防災対策を推進する。 

 

・ 広域交通への影響を回避する代替性確保のためのミッシングリンク等の整備の推進 

・ 大規模災害に備えた道路等の防災（斜面・盛土等）・震災対策（耐震補強等）の推進 

・ 大雪時の車両の立ち往生を防止または軽減するための除雪体制の強化 

・ 緊急輸送道路や生活道路等の電柱の占用制限拡大や低コスト手法による無電柱化推進 

・ 駅や橋りょう等鉄道施設の耐震・豪雨対策の促進 

・ 港湾の基幹的広域防災拠点における緊急物資や支援要員の受入体制の構築 

・ 地域に応じた支援物資輸送体制の確立・強化による災害に強い物流システムの構築 

・ 航空輸送上重要な空港等における護岸嵩上げによる浸水対策等の推進 
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（２） 将来を見据えたインフラ老朽化対策の推進 4,882 億円 （1.09 倍） 

国民の安全・安心の確保のため、インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、将来にわたっ
て必要なインフラの機能を発揮し続けるための取組を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

我が国における無電柱化の水準は、欧米はもとよりアジアの主要都市と比較しても大きく立ち

後れています。諸外国に負けない我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなやかに対

応できる「脱・電柱社会」を目指すため、無電柱化の推進に関する法律に基づく、初めての無電

柱化推進計画（2018～2020 年度）を 2018 年４月に策定しました。国、地方公共団体及び電線

管理者が連携し、３年間で 1,400km の無電柱化を目標に掲げ、低コスト手法や電柱の占用制限

の拡大等により無電柱化を推進します。 



第２部 各府省の主な取組（国土交通省） 

59 

 

（３） 交通の安全・安心の確保 
① 踏切や通学路等における交通安全対策の推進 ［1,351 億円(1.01)］ 

交通安全確保のため、ビッグデータを活用した生活道路対策や踏切対策、無電柱化等を推進

する。 
 

・ ビッグデータにより潜在的な危険箇所を特定した効果的な交通事故対策の推進 

・ 自転車活用推進計画に基づく、安全で快適な自転車利用環境の創出 

・ ソフト・ハード両面の幅広な対策を取り込んだ計画的な踏切対策の推進 

・ 無電柱化推進計画に基づく、通学路等における無電柱化の計画的な推進 

・ 高速道路の暫定２車線区間の安全性確保に向けた４車線化、付加車線設置等の推進 

・ 高速道路における逆走対策、歩行者等の誤進入対策の推進 

・ 高速道路の休憩施設(SA･PA)の駐車マス不足解消等、サービス水準の向上 

 

（４） 地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中 

的支援（防災・安全交付金）  1 兆 3,173 億円 （1.18 倍） 
  【うち臨時・特別の措置 2,767 億円】 

頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波に対する防災・減災対策、インフラ長寿命化計画

を踏まえた老朽化対策等、地方公共団体等の取組を集中的に支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波に対する防災・減災対策（イメージ）＞ 
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２ 力強く持続的な経済成長の実現 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 社会資本が機能することによって発現する生産性の向上等のストック効果を重視した社会資

本整備を戦略的に推進。 

（２） 2020 年訪日外国人旅行者数 4,000 万人等の目標の確実な達成のため、国際観光旅客税の

活用も含め、観光先進国の実現に向けた取組を強化。 

 

 

○ ダムや大型岸壁、高速道路 IC へのアクセス道路の整備など、特に規模が大きな事業等であって、 

安全・安心や生産性の向上などのストック効果を確実に発揮させるべきものについては、これまでも 

個別補助で支援を行ってきたところ。 

○ 平成 31 年度予算においては、以下のとおり、地域の防災力の強化やインフラの老朽化対策の推進 

等の観点から、地方公共団体が実施する河川・道路・港湾等の事業に対して集中的に支援することを 

可能とする個別補助制度を創設・拡充する。 
 

・特定洪水対策等推進事業 

・特定土砂災害対策推進事業 

・海岸保全施設整備連携事業 

・事業間連携下水道事業 

・下水道床上浸水対策事業 

・連続立体交差事業 

・大規模修繕・更新事業（拡充） 

・空港・港湾アクセス道路事業等 

・港湾の防災力向上推進事業 

【頻発・大規模化する災害への対応等のための個別補助制度の創設・拡充について】 

＜インフラ長寿命化計画を踏まえた対策（イメージ）＞ 
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（１） ストック効果を重視した社会資本整備の戦略的な推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 都市の国際競争力の強化  108 億円 (1.09 倍) 
都市の国際競争力を強化するため、大規模都市開発プロジェクトや広域連携を推進するととも

に、シティセールスを強化する。 

 

・ 国際ビジネス拠点を支える道路や鉄道施設等の都市基盤の整備の推進 

・ 外国企業や人材を呼び込むための計画策定や国際ビジネス環境整備等への支援の強化 

・ 広域地方計画に示された広域連携プロジェクトの先行的な事例の形成への支援 

・ リニア中央新幹線等の高速交通網によるスーパー・メガリージョン形成に関する検討 

 

②  国際コンテナ戦略港湾等の機能強化  874 億円 （1.03 倍） 
我が国産業の国際競争力の強化に向け、コンテナ船の基幹航路の維持・拡大を図るとともに、

 

（３） PPP/PFI の推進やインフラシステムの海外展開等を通じて新たな有望成長市場の創出を図

り、民間投資やビジネス機会を拡大。 

（４） 現場を支える人材の確保・育成等を加速化するため、賃金等の処遇改善や女性や若者の活

躍促進、外国人の活用等による働き方改革に取り組むとともに、物流の生産性向上や i-

Construction を推進。 

（５） オリンピック・パラリンピック東京大会等に向けて適切に対応。 

社会資本の整備は、未来への投資であり、次の世代に引き渡す資産を形成するものです。我が国

の人口が減少していく中においても、経済成長や安全・安心の確保、国民生活の質の向上を持続的

に実現していくためには、ストック効果（下図参照）を最大限に発揮する社会資本整備が求められて

います。 

国土交通省では、ストック効果を高める工夫を、これまで以上に、社会資本整備のあらゆるプロセス

で講じることとしており、既存施設の有効活用、ハード・ソフトの総動員、民間活力の最大限活用など

の取組を進め、「賢く投資・賢く使う」を徹底することにより、ストック効果の最大化を目指していきます。 
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資源・エネルギー・食糧の輸入等の拠点形成の促進を図る。 

 

・ AI ターミナルの戦略的導入等による競争力強化、集貨、創貨の推進 

・ ばら積み貨物船の大型化に対応した港湾機能強化や効率輸送に向けた企業連携の促進 

・ 環境負荷の小さい LNG 燃料船の増加に対応した LNG 燃料供給拠点の形成支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 観光先進国の実現 

① 観光の持続的な発展と更なる飛躍に向けた施策の推進 806 億円 （2.00 倍） 

観光を我が国の基幹産業へと成長させるため、これまでの取組を着実に実施するとともに、国

際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策を展開する。 
 
（ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備） 

・ 観光地や公共交通機関、宿泊施設における円滑かつ快適な受入環境の整備の支援 

・ クルーズ船「お断りゼロ」の実現に向けた受入環境整備や官民連携での拠点機能強化 

・ 地方空港における CIQ 施設の拡張整備による機能強化の取組への支援 

・ 審査待ち時間短縮等を図るための最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現 

・ 観光地における ICT 等を活用した多言語対応や無料 Wi-Fi の整備等の面的な取組の支援 

・ 地方への外国人旅行者の誘客に向けたシームレスな公共交通の利用環境の整備の支援 

・ 日本人旅行者の安心な海外旅行のための旅行安全情報プラットフォームの機能強化 

 

コンテナ車両の構内滞在時間やコンテナ船の荷役時間の最小化等に向け、ビッグデータやＡＩ※1 を活用

したターミナルオペレーションの効率化・最適化等の実証事業や遠隔操作ＲＴＧ※2 の導入促進を行い、世

界最高水準の生産性と良好な労働環境を有するＡＩターミナルの実現を目指します。 

※1 AI：Artificial Intelligence の略で人工知能を意味し、ビックデータに対して高度な処理・分析による将来予測等を 

実施するもの 

※2 ＲＴＧ：Rubber Tired Gantry Crane の略で、タイヤ式門型クレーンのこと 

ＡＩ等を活用したターミナルオペレーション最適化実証事業 遠隔操作ＲＴＧの導入促進 

RTG を遠隔操作化・自働化し、クレーンの能 

力を最大化しつつ、オペレーターの労働環境 

を改善 
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（我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化と観光産業の基幹産業化） 

・ 国別戦略に基づくプロモーションの徹底と成長市場からの誘客拡大に向けた取組実施 

・ MICE 誘致の国際競争力の強化、開催地の魅力向上及びプロモーション等の強化 

・ 観光産業の生産性向上や人材育成、宿泊業における外国人材の活用等の取組への支援 

・ 観光施策の検討・評価・改善の基盤となる観光統計の整備 

・ ICT、ビッグデータ等の分析・活用による個人の関心にあわせた的確な情報発信の推進 

・ 訪日無関心層へ訴求するグローバルキャンペーン等の先進的なプロモーションの実施 

 

（地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度 

向上） 

・ 観光地域づくりの核となる DMO が中心となり実施する広域周遊促進の取組等への支援 

・ 世界的な競争力を有する観光地域づくりのための DMO の形成・育成 

・ 最新技術の活用や潜在的な観光資源の発掘による新たなコンテンツの開拓・育成 

・ 文化財や国立公園といった地域観光資源の多言語解説の整備支援 

・ インフラを始めとした地域資源を活用したコンテンツの造成と多言語化等の整備 

・ 文化資源を活用した日本文化の魅力発信や新たな観光コンテンツ創出の促進 

・ 利用拠点の上質化や野生動物観光の推進等を通じた国立公園の体験滞在の満足度向上 

 

② 社会資本の整備・利活用を通じた観光振興 
観光資源としての既存ストックの公開・開放など社会資本の利活用とともに、観光客の移動円

滑化等にも寄与する社会資本の整備を通じ、地域の観光振興に貢献する。 
 
・ インフラツーリズムの推進にも資する水辺の整備や公園等の魅力の向上 

・ 歴史的景観の保全や活用等による魅力の向上 

・ 官民の連携等による「みなとオアシス」の地域活性化の拠点としての機能強化 

・ 道の駅や SA･PA におけるインバウンド受入環境整備の推進 

・ 増大する訪日客への対応のための地域の拠点空港等における滑走路整備等の機能強化 

・ 更なる周遊促進に向けた高速道路の周遊定額パスやナンバリング等の推進 

・ 既存ストックを有効活用した観光地へのアクセス改善等の推進 

・ ICT・AI を活用した交通需要調整のための料金施策を含めた面的な観光渋滞対策の導入 

・ 道路空間のオープン化、無電柱化等による観光地の快適な空間づくりの推進 

・ ETC2.0 等を活用した外国人特有の危険箇所におけるピンポイント事故対策の推進 

・ 官民が連携したサイクリング環境向上によるサイクルツーリズムの推進 
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（３） 民間投資やビジネス機会の拡大 

① PPP/PFI の推進 325 億円 (1.08 倍) 

民間の資金やノウハウを活用した多様な PPP/PFI の推進により、低廉かつ良質な公共サービ

スを提供するとともに、民間の事業機会を創出し、経済成長を促進させる。 
 

・ 先導的な PPP/PFI の案件形成や地域プラットフォームを通じた案件形成への支援 

・ 人口 20 万人未満の地方公共団体における官民連携事業モデルの形成支援 

・ 民間事業活動と一体的に実施する社会基盤整備の事業化検討の機動的な支援 

・ 都市公園において民間事業者が行う公園施設の整備等への支援の推進 

・ 小規模な地方公共団体等による公営住宅整備に関する PPP/PFI 推進の支援 

・ PPP/PFI を活用した公的賃貸住宅団地の再生・福祉拠点化の推進 

・ コンセッション方式の活用による空港経営改革の推進 

・ PPP/PFI 手法の導入や広域化・共同化による持続的な下水道事業の推進 

・ 民間の技術を活用した下水道施設のエネルギー拠点化の推進 

・ 都市再生と連携した首都高再生の検討や特区による公社有料道路コンセッションの推進 

・ PFI 手法を活用した無電柱化の推進 

 

（４） オリンピック・パラリンピック東京大会等に向けた対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目前に迫った 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の成功に向け、東京都や大会組織

委員会、また各省庁等と連携しながら、セキュリティ・防災対策の強化、円滑な輸送の確保、ユニバーサル

デザインの推進、外国人旅行者の受入環境整備等について総力を挙げて取り組んでいきます。 
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３ 豊かな暮らしの礎となる地域づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） コンパクト・プラス・ネットワークの推進による持続可能な地域づくり 
① 持続可能な地域公共交通ネットワーク等の実現 255 億円 (1.07 倍) 

 【うち臨時・特別の措置３億円】 
人口減少や高齢化の進展も踏まえ、関係者の適切な連携や ICT 等新技術の活用の促進など、

持続可能な地域公共交通ネットワーク等の実現に向けた取組を推進する。 
 

・ 持続可能な地域公共交通網の構築や交通圏全体を見据えた協働による取組等の支援 

・ 地域特性に応じた路線バス、離島航路等の生活交通の確保維持の支援 

・ ノンステップバスの導入、内方線付点状ブロックの整備等のバリアフリー化の支援 

・ 地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等の支援 

・ 持続可能な交通手段の確保に向けた新たなモビリティサービスの構築 

・ ETC2.0 のデータ活用（オープン化）による地域のモビリティサービス強化 

・ 交通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化 

・ 地域の実情に応じた持続可能な旅客運送サービスの実現に向けた取組の推進 

・ 地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 都市機能の誘導・集約や持続可能な地域公共交通ネットワーク等の実現による 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進。 

（２） 空き家や空き地等への対策を進めるとともに、地域の魅力や資源を活かした、個性・ 

活力のある地域を形成。 

（３） 多様なライフステージに対応した誰もが豊かに暮らせる住生活環境の整備を促進。 

近年の交通・物流分野においては、過疎地域では、そのサービスの維持確保が困難な状況にあり、

大都市圏では、道路混雑やドライバー不足が発生するなど、様々な問題が生じています。 

一方で、ICT、自動運転等の新たな技術開発や、貨客混載等の分野連携が進展するとともに様々

な移動を一つのサービスとして捉えるMaaS
マ ー ス

（Mobility as a Service）の概念の登場など、都市や交通・物

流分野の様々な問題を解決する可能性のある取組の検討が民間主導で進みつつあります。国土交通

省では、「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」を開催し、日本型MaaS
マ ー ス

のあり方、今後の取

組の方向性などを検討しています。 

平成 31 年度も、引き続き、都市・地方における効率的で利便性が高い交通・物流の実現に向け、

MaaS
マ ー ス

の共通基盤の実現、ICT 等新技術を活用した輸送効率化に向けた取組など、新しいモビリティ

サービスの推進を図ることで、問題の解決に取り組んでいきます。 
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自動運転技術の実用化により、安全性の向上、運送効率の向上、新たな交通サービスの創

出等が図られ、大幅な生産性向上に資することが期待されます。自動運転技術の実用化に向

けて、制度の整備、システムの実証等に取り組んでいきます。 

○ 2018 年３月にとりまとめた自動運転車が人に損害を与えた場合の責任のあり方の整理を踏まえ、引き続き求
償のあり方などの具体的な事項について検討します。 

 
○ 自動運転の実現に向け、産学官が連携し、その要素技術となる最先端の先進安全技術の開発・実用化を促進
します。 

 
【②システムの実証】 
○ トラックの隊列走行やラストマイル自動運転による移動サービスの実現に向け､技術開発・実証実験等を行いま
す。 

 
○ 中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービスの実証実験について、ビジネスモデル構築のため、
長期間（1～2 ヶ月程度）の実験を中心に実施し、2020 年までの社会実装を目指します。 

 
○ 都市交通における自動運転技術の活用を図るため、ニュータウンにおける自動運転サービスの実証実験や基幹
的なバスにおける実証実験等を通じた都市交通のあり方を検討します。 

【①ルールの整備等】 
○ 安全性を十分考慮した自動運転車の開発、実用化を促す観点から、レベル３以上の高度な自動運転システム
を有する車両が満たすべき安全性についての要件や安全確保のための方策について整理し、2018 年９月にガ
イドラインを策定しました。 

 
○ 国連における国際的な議論を主導し策定された自動車線変更に関する国際基準を踏まえ、2018 年 10 月に
自動車線変更に関する基準を国内に導入しました。 
今後、2019 年前半までにサイバーセキュリティに 
関する国際基準案の策定を目指し引き続き議論 
を主導します。 
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（２） 個性・活力のある地域の形成 

① 地域資源を活かしたまちづくりの推進  293 億円 (1.07 倍) 

 ※計数については、一部重複がある 

地域の歴史・景観、緑地、農地などの地域資源を活かした魅力あるまちづくりを推進する。 
 

・ 歴史文化資源や景観等を活用したまちづくりに対する支援の強化 

・ 明治立憲政治の確立等の業績を後世に伝える明治記念大磯邸園の整備の推進 

・ 国営公園における観光拠点整備や体験プログラムの展開等によるストック活用の推進 

・ 都市の緑地や農地を活かした魅力あるまちづくりの推進 

・ 豊かな自然や美しい風景を活かした魅力ある水辺空間形成（かわまちづくり）の推進 

・ 河川を軸とした生態系ネットワークの構築によるまちづくりの推進 

・ 地域活性化に資する下水道の未普及対策やリノベーション等の取組の推進 

 

② 空き家、空き地、所有者不明土地等の有効活用の推進  38 億円 (1.05 倍) 

空き家・空き地等の低未利用不動産の有効活用の推進により生活環境の維持・向上を図り、

魅力・活力のある地域の形成を図る。 
 

・ 市町村が行う空き家の活用や除却等の総合的な支援の強化 

・ 空き家対策を市町村と専門家が連携して行うモデル的取組への支援 

・ 不動産業団体等による空き家･空き地の流通等の促進、所有者不明土地の活用等円滑化 

・ 住宅団地における良好な居住環境の確保・再生を図る取組への支援 

・ 地方公共団体等が行う都市の空き地等の利用促進の取組に対する支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口減少、高齢化の進展による土地利用ニーズの低下等を背景に所有者不明土地が増加してお 

り、所有者の探索に多大なコストを要するなど都市開発やインフラ整備等を行う際の支障となってい 

ることから、国土交通省をはじめ政府一体となってその対策を進めています。 

第 196 回国会では「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立し、所有者 

不明土地の利用の円滑化のため、地域住民等の福祉又は利便の増進を図る事業のため所有者不 

明土地に使用権の設定を可能とする制度（地域福利増進事業）の創設や土地収用手続の合理化等 

が行われました。法律の積極的な活用に向け、来年度は地域福利増進事業に係る先進的な取組の 

支援、地方協議会を通じた制度の普及のための講習会の開催等を行っていきます。 

また、今後、所有者不明土地の発生抑制・解消に向け、法務省等の関係省庁と連携しつつ検討を 

進め、今年度中に方向性を提示した上で、2020 年までに必要な制度改正を実現していきます。 
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③ バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進  49 億円 （1.22 倍） 

子育て世帯や高齢者、障害者等に配慮した環境を整備するため、鉄道駅におけるバリアフリ

ー施設の整備やバリアフリー化対策を講じた道路空間の創出等を推進する。 
 

・ 鉄道駅におけるエレベーターやホームドア等のバリアフリー施設の整備の推進 

・ 駅前広場や BRT の停留所、駅周辺における道路のバリアフリー対策等への支援の強化 

・ ホーム拡幅等の駅の改良や保育所等の公共施設の整備による駅空間の質的進化の推進 

・ 全国の高速道路のサービスエリアや「道の駅」における子育て応援施設の整備の推進 

・ ICT を活用した歩行者移動支援の普及促進に向けた取組の強化 

・ バリアフリー化推進のための調査及び心のバリアフリーの国民的運動の展開 
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※本文中、【エネ特】と表記のある予算事項は、エネルギー対策特別会計において計上する予算である。 

 

１ 生活の質を向上する「新たな成長」に向けた政策展開 

（１） 持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築 
① 我が国として率先して対策に取り組むべく、「プラスチック資源循環戦略」も踏まえ、

使い捨て容器包装等のリデュースや再生可能資源（紙、バイオプラスチック等）への

代替の促進、国内資源循環体制の構築及び資源循環関連産業の振興に取り組む

とともに、幅広い関係主体の自主的取組・連携協働を一体的に促進することにより、

海洋プラスチックごみの発生抑制等を総合的に推進する。 
 

《主な措置の例》  

‧ 容器包装等のプラスチック資源循環推進事業費  2.15 億円 （0.8 億円） 

 

② 「脱炭素経営による企業価値向上促進プログラム」（2018 年６月環境省）等により、
SBT※1やRE100※２への参加等を支援するとともに、これらに挑戦する企業間のネット
ワーク構築、中小企業への展開支援等を行い、我が国のバリューチェーン全体にお
ける脱炭素化を実現する。 

※１ Science Based Targets。産業革命時期比の気温上昇を２度未満にするという目標達成のため、当該目標に整合した

意欲的な温室効果ガス削減目標を設定する企業を認定する国際イニシアティブ。 

※２ 事業を 100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な企業連合。 
 

《主な措置の例》 

‧ 中小企業による環境経営の普及促進事業  0.19 億円 （0.19 億円） 

 

③ ブロックチェーン、IoT、AI 等のデジタル技術を活用することにより、脱炭素社会の
構築や資源生産性の更なる向上といった課題の解決に向け、新たなビジネスの創
成・普及を図る。 

 
《主な措置の例》 

‧ 低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）等による家庭等の自発的対策推進事業 

 【エネ特】 30 億円 （30 億円） 

‧ 先端的な情報通信技術等を活用した廃棄物処理システム低炭素化支援事業 

 【エネ特】 0.6 億円 （新規） 

 

（２） 国土のストックとしての価値の向上 
① 廃棄物処理施設の整備や自立・分散型エネルギーシステムの構築を進めるととも

に、大規模災害に備えた万全な災害廃棄物処理体制の構築や災害廃棄物の円滑・
迅速な処理を図ること等により環境施策を通じた国土強靱化への対応に取り組む。 

 
《主な措置の例》 

‧ 一般廃棄物処理施設の整備 【一部エネ特】 615 億円 （552.55 億円） 

10 環境省 

【出典】 環境省 「2019 年度環境省重点施策」   http://www.env.go.jp/guide/budget/2019/19juten-2.html 

H31 予算案額 （H30 予算額） 



第２部 各府省の主な取組（環境省） 

70 

 

‧ 大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討事業  3.41 億円 （3.25 億円） 

  

② 自然資本の維持・充実・活用を図るとともに、人口減少下における土地の適切な 
管理と自然環境を保全・再生・活用する国土利用を進める。 

 
《主な措置の例》 

‧ 生物多様性保全推進支援事業  1.36 億円 （0.95 億円） 

 

（３） 地域資源を活用した持続可能な地域づくり 
① 再生可能エネルギー・廃棄物発電等を活用する地域エネルギー企業の立ち上げ

支援、交通ネットワークを含む社会インフラの維持と脱炭素化を同時に進めるグリー
ンスローモビリティ等の取組により、地域の自立につながる再省蓄エネ等の促進を
図る。 

 
《主な措置の例》 

‧ 地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業 【エネ特】 52 億円 （32.7 億円） 

 

（４） 健康で心豊かな暮らしの実現 
① ビッグデータ分析等を活用して行動変容を促す情報発信（ナッジ）等による温室効

果ガス削減のためのモデル構築や、食品ロス対策、森里川海プロジェクトの展開等
に取り組み、持続可能なライフスタイルへの転換を加速する。 
 

《主な措置の例》 

‧ 食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費  0.93 億円 （0.7 億円） 

 
② 平成 30 年７月豪雨に象徴される自然災害の激甚化・頻発化や今年の夏の記録 

的な酷暑及びそれに伴う熱中症の増加など、気候変動の影響の拡大が懸念される
中で、気候変動に対する国民の危機意識の醸成・共有を図る普及啓発を展開す
る。 
 

《主な措置の例》 

‧ 地方と連携した地球温暖化対策活動推進事業 【エネ特】 8.42 億円 （8.42 億円） 

 

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）やネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）に 
代表される、快適な生活にも資する良質な社会ストックの形成を促進する。 
 

《主な措置の例》 

‧ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等による住宅における低炭素化促進事業 

 【エネ特】 97 億円 （85 億円） 

‧ 公共施設等先進的 CO2排出削減対策モデル事業 【エネ特】 26 億円 （26 億円） 

 

④ 高齢化社会に対応した家庭ごみの収集運搬制度の設計や、社会福祉施策と連携
したペット適正飼養対策等、環境政策の切り口から、高齢化、少子化といった社会
課題にも対応する政策を展開していく。 
 

《主な措置の例》 

‧ 高齢化社会に対応した廃棄物処理体制構築検討業務 1 億円 （0.13 億円） 
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（５） 持続可能性を支える技術の開発・普及 
① CNF※１、水素、CCUS※２、窒化ガリウムを用いた高効率デバイスなど脱炭素技術 

の開発・実証・社会実装を進める。また、その他の環境分野についても若手研究者
支援を強化しつつ、基礎研究から社会実装までを見据えた研究・技術開発を推進す
る。 

※１ セルロースナノファイバー。木材から科学的・機械的処理により取り出した直径数～数十ナノメートル（１ナノメートル

＝10 億分の１メートル）の繊維状物質。鋼鉄の 1/5 の軽さで 5 倍以上の強度を持ち、熱による膨張・収縮が少ない、

植物由来のカーボンニュートラルな素材。 

※２ CO2 を回収（Capture）・利用（Utilization）・貯留（Storage）すること。 
 

《主な措置の例》 

‧ 再エネ等を活用した水素社会推進事業 【エネ特】 34.8 億円 （34.8 億円） 

 

② 電気自動車（EV）の普及拡大に備えた電池のリユース・リサイクル技術の開発・実
証や、燃料電池バス等の次世代自動車の普及に取り組む。また、世界的な潮流で
ある自動車 CASE※の視点を踏まえ、地産地消エネルギーの利用拡大を見据え、地
域全体での脱炭素型交通モデルを構築する。 

※ Connected（つながる）、Autonomous（自動運転）、Shared（共有）、Electric（電動）を意味する言葉。 
 

《主な措置の例》 

‧ 再エネ水素を活用した社会インフラの低炭素化促進事業  【エネ特】25.7 億円（25.7 億円） 

 

２ 循環型社会の形成・資源循環イノベーション 

（１） イノベーションの実装による国内での資源循環の促進 
① 「プラスチック資源循環戦略」に基づく施策展開、家庭系食品ロス削減に向けた国

民運動の展開、メダルプロジェクトの機運を活かした都市鉱山の有効利用、太陽光
パネルの適正なリサイクルシステムの構築に向けた検討、紙おむつリサイクルの推
進に向けたガイドラインの策定等、ライフサイクル全体での徹底した資源循環を押し
進める。 
 

《主な措置の例》  

‧ リサイクルシステム統合強化による循環資源利用高度化促進事業 2.62 億円（2.37 億円） 

 

② 汚水処理事業のリノベーション、廃棄物処理業者における人材の確保・育成等に 
も取り組み、適正処理の更なる推進と循環産業全体の健全化及び振興を図る。 
 

《主な措置の例》 

‧ 産業廃棄物処理業のグリーン成長・地域魅力創出促進支援事業  1.45 億円 （1 億円） 

 

３ 生物多様性の確保・自然共生 

（１） 生物多様性の確保 
① ヒアリの継続的監視や対策困難外来種への対応の検討等、外来種防除対策の 

強化を図る。 
 
《主な措置の例》 

‧ 特定外来生物防除等推進事業  5.74 億円 （5.22 億円） 
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４ 環境リスクの管理 

（１） 地域・暮らしを支える廃棄物対策 
① PCB 廃棄物処理基本計画に基づき、高濃度 PCB 廃棄物の適正かつ着実な処理

の実施を進めるとともに、低濃度 PCB 廃棄物についても新たな処理方式を含め処
理の推進を図る。 

 
《主な措置の例》  

‧ PCB 廃棄物の適正な処理の推進等  58.2 億円 （63.36 億円） 
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我が国の景気は、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調

が続いているものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市

場の変動の影響など景気の先行きに対する不透明感も見られる。また、個人消費は持ち直しているもの 

の、回復の程度や勢いに、依然として地域差が見受けられる。 

2025 年度の国・地方を合わせたプライマリー・バランスの黒字化と債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引

下げを目指すとともに、アベノミクスの成果を全国津々浦々まで一層浸透させ、地域においても成長と分

配の好循環を実感できるようにするためには、国・地方が一体となって「人づくり革命」と「生産性革命」に

最優先で取り組むとともに、地域に雇用を確保し、新しいひとの流れを生み出すことで、地方創生を実現

しなければならない。 

また、頻発する大規模な自然災害により、地方創生の基盤となる社会資本や国民生活が脅かされて

おり、国土強靱化の取組は喫緊の課題である。 

しかし、地方はこれまで高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増嵩分について、給与関係経費や

投資的経費など国を相当に上回る懸命な歳出削減努力により吸収するなどして、地域の実情に沿った

きめ細かな行政サービスを提供してきたが、このような対応は限界が近づいている。 

こうした現下の状況を十分に踏まえ、国においては、以下の抜本的な対策を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額の確保・充実 

○ 「経済財政運営と改革の基本方針 2018」において示された新たな経済・財政再生計画に基づき、地

方が責任をもって、地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性化・雇用対策、人づ

くり、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分

担えるよう、2019 年度以降の地方財政計画の策定に当たっても地方の安定的な財政運営に必要と

なる一般財源総額を確保・充実すること。 

 

○ 地方交付税は、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるようにするとともに、地域

間の財政力格差を是正するために必要不可欠なものであり、「地方の固有財源」であることから、その

１ 平成 31 年度予算・地方財政対策等について 
              （平成 30 年 12 月 17 日地方六団体） 

団体からの要望等       第３部 

□ 地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額の確保・充実 

□ 地方創生の推進 

□ 持続可能な社会保障の基盤づくり 

□ 次世代を担う「人づくり」 

□ 防災・減災対策の推進と強靱な国土づくり 

□ 地方分権改革の着実な推進 
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総額を確保するとともに、財源保障機能と財源調整機能の維持・充実を図ること。 

 

○ いわゆるトップランナー方式を含む地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、条件不利地域

等、地域の実情に配慮するとともに、住民生活の安心・安全が確保されることを前提とした合理的なも

のとし、地方交付税の財源保障機能が損なわれないようにすること。また、トップランナー方式による

効果が地方財政計画に反映されるよう、計画策定を工夫する必要があるとの議論があるが、地方の

改革意欲を損ねることのないよう、地方団体の行財政改革により生み出された財源は必ず地方に還

元すること。 

 

○ 地方における近年の基金残高の増加は、国を大きく上回る行財政改革や歳出抑制の努力を行う中

で、災害や将来の税収の変動、社会保障等に要する経費の増嵩に備えた財政運営の年度間調整等

の取組の現れである。地方は国と異なり、金融・経済政策・税制等の広範な権限を有しておらず、赤

字地方債の発行権限が限定されていることに加え、地方交付税が法定率の引上げによる制度本来

の運用が行われないまま毎年度財源手当がなされるなど、財政運営上の予見が困難な状況の下、地

方団体自らが基金の積立て等により年度間調整をせざるを得ないのであり、地方の基金残高が増加

していることをもって地方財政に余裕があるかのような議論は断じて容認できない。 

 

○ 地方財政計画の策定に当たっては、平成 30 年度地方財政計画において歳出特別枠の廃止に伴い

確保された、公共施設等の老朽化対策・維持補修のための経費や社会保障関係の地方単独事業費

の増に対応した歳出など、引き続き必要な歳出を確実に計上すること。 

 

○ 累増する臨時財政対策債については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、臨時財政対策債

の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な改革等を行うべきであり、臨時財政対策

債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図ること。また、その発行額の縮減に努めるとともに、償

還財源を確実に確保すること。 

 

○ 現在直面する国・地方を通じた厳しい財政状況や急速に進む少子高齢化という現状に鑑み、2019 

年 10 月１日に予定されている消費税・地方消費税率の８％から 10％への引上げを確実に行うこと。 

 

○ 消費税・地方消費税率の引上げに当たり、2019・2020 年度当初予算における需要変動の平準化に

向けた取組について、地方の財政運営に支障が生じないように十分留意するとともに、地域経済の活

性化に十分配慮した総合的かつ積極的な実効性のある経済対策を講じること。その際には、地方の

中小企業等の生産性向上や国内外の販路開拓等に対する支援の充実を図ること。 

 

□ 地方創生の推進 

○ 地方創生の実現に向け、地方がその実情に応じた息の長い取組を継続的かつ主体的に進めていく

ため、平成 30年度地方財政計画に計上された、「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）を拡充・継続

し、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源を十分に確保すること。また、その算定が 「取組の

必要度」から「取組の成果」に段階的にシフトしていくことについて、努力している条件不利地域や財政

力の弱い団体において、地方創生の目的を達成するには長期にわたる取組が必要であることを考慮

すること。 
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○ 地方創生の実現に向け、地方の主体的かつ継続的な取組を支援するため、平成 31 年度概算要求

において 1,150 億円が計上された「地方創生推進交付金」については、その総額を確実に確保するこ

と。その際、交付額上限の目安の撤廃、インターンシップ参加学生の旅費等を含むよう対象経費の弾

力的運用や年度末までの事業期間の確保など、地方の実情を踏まえた制度に見直すこと。 

 

○ 「地方創生拠点整備交付金」については、2019・2020 年度は消費税・地方消費税率引上げに伴う対

応の一環として当初予算に計上するとともに、既存施設への新規設備導入等の交付対象化や基金事

業の対象範囲の拡大など、地方の実情を踏まえた対象経費等の弾力的な取扱いを行うこと。 

 

○ 内閣官房の地域魅力創造有識者会議で検討された、ＵＩＪターンによる起業・就業者の創出や中枢中

核都市の機能強化等について、地方が各施策に十分に取り組めるよう、国において積極的な財政措

置等を講じること。なお、中枢中核都市の機能強化に当たっては、中枢中核都市が「ミニ一極集中」と

なり、周辺市町村が疲弊することのないよう留意すること。 

 

○ 平成 30 年度予算で新設された「地方大学・地域産業創生交付金事業」については、文部科学省計

上分（国立大学法人運営費交付金及び私立大学等改革総合支援事業のうち 25 億円分）を別枠で確

保した上で確実に配分するなど、対象となる大学等に早期に実効性のある形で配分するとともに、引

き続き財政需要に十分対応できる額を確保し、着実に継続すること。 

 

○ 地方創生に不可欠な基盤として、高速道路、リニア中央新幹線、整備新幹線等をはじめとする交通

ネットワークの整備促進等により国土のミッシングリンクを解消し「地方創生回廊」を早期に実現するこ

と。また、地域の実情に応じた地域公共交通の維持・確保及び充実のため、関係する法規制の横断

的な見直し及び地方への支援を行うこと。 

 

○ 日本遺産や歴史文化基本構想策定地域、伝統的建造物等での宿泊促進など、様々な文化資源を

生かした「まちづくり」の取組等への支援を強化すること。また、国際観光旅客税については、これまで

も地方が観光資源の魅力向上等に対し、様々な取組を行っていることなどを踏まえ、国際観光旅客税

の税収の一定割合を地方団体にとって自由度が高く創意工夫を活かせる交付金等により地方に配分

するよう検討すること。 

 

○ 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が本年６月に成立したが、さらに所有者

不明土地の抜本解消に向け、登記制度・土地所有権の在り方などについても、早期に具体的方向性

の検討状況を示すこと。なお、土地を手放すことができる仕組み等の検討に当たっては、地方の意見

を十分に踏まえること。 

 

○ 森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）については、2019 年通常国会において関連法案を

確実に成立させること。また、森林環境譲与税（仮称）を財源として実施する森林整備等に係る新たな

歳出を地方財政計画に確実に計上すること。 

 

○ 農山漁村が持つ国土の保全などの重要な公益的機能を国民共有の財産として維持・再生するため、

都市と農山漁村が共生する社会の実現を図り、都市住民や若者を中心に高まりつつある「田園回帰」
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を一層促進するとともに、移住・定住以外の農山漁村と何らかの関わりを持つ「関係人口」の拡大に向

けた取組を支援すること。 

 

○ 平成 30 年６月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく施策やＴＰＰ（ＴＰＰ11 を

含む）及び日ＥＵ・ＥＰＡの発効を見据えた「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に掲げる施策を、各地域

の農林水産業・農山漁村の実情を踏まえながら着実に実施するとともに、十分な予算措置を講じるこ

と。なお、交渉の開始が合意された「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」については、交渉の帰趨いかんでは、

国内農林水産業、関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえ、厳しい姿

勢をもって対応すること。 

 

□ 持続可能な社会保障の基盤づくり 

○ 持続可能な社会保障制度の構築のためには国と地方が適切な役割分担の下で協力することが重

要であり、地方は都道府県レベルでの健康寿命の延伸等の地方の先進・優良事例を全国的に横展

開し、地方の責任を果たしていく。国においても保険者や日本健康会議等を通じた取組にとどまらず、

地方の取組を財政措置等で支援し、取組の対象を広げるとともに加速すること。 

 

○ 国民健康保険制度については、新制度の運用状況に鑑み、必要な見直しを行うとともに、平成 28 

年 12月 22 日社会保障制度改革推進本部決定により確約した財政支援について、国の責任において

確実に行うこと。 

 

○ 国民健康保険制度の普通調整交付金が担う地方団体間の所得調整機能は極めて重要であること

から、配分方法等の見直しは容認できるものではない。国民健康保険制度における保険者へのイン

センティブ機能を担うものとしては、平成 30 年度に創設された「保険者努力支援制度」を有効に活用

すること。 

 

○ 介護保険制度について、消費税・地方消費税の 10％への引上げの際には、「社会保障・税一体改革」

による低所得者保険料の軽減強化のための 1,400 億円を確実に確保すること。 

 

○ 介護保険制度の調整交付金は、保険者の責めによらない要因による第１号保険料の水準格差の調

整を行うものであり、その機能を損なうような措置を講じるべきではなく、保険者機能強化推進交付金

の財源に調整交付金を活用することは断じて行わないこと。 

 

○ 介護職員に対する更なる処遇改善を図り、人材確保につなげること。その際には、保険料や地方負

担に及ぼす影響について十分配慮すること。 

 

○ 地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、地方団体の意向を十分に踏まえるとともに、地域

の実情に応じて柔軟に活用できる制度とし、将来にわたり十分な財源を確保すること。 

 

○ 生活保護の医療扶助費については、医療の高度化、高齢化の進展に伴って増加を続けていること

から、医療扶助の適正化について具体的な取組を進めること。 
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□ 次世代を担う「人づくり」 

○ 教育の無償化については、これまでの国と地方の協議を踏まえ、必要な地方財源を一般財源総額

の同水準ルールの外枠で全額措置するなど、国の責任において必要な財源を確保するとともに、そ

の実施に当たっても、地方交付税による確実な財政措置や認可外保育施設の質の確保などの課題

について、地方と十分協議すること。 

 

○ これまでの待機児童解消の取組に加え、教育の無償化に伴う保育需要の拡大に対応するため、幅

広い保育人材の育成・確保、施設整備費等に対する財政措置、公定価格における定員超過による減

算措置の撤廃など、あらゆる支援措置を国の責任において講じること。また、在宅で育児をする世帯

など、多様な保育形態の公平性に配慮し、子育て支援拠点事業等への財政措置の充実を図ること。 

 

○ 幼児教育・保育の無償化について、質の担保・向上の仕組みを構築するため、ＰＤＣＡサイクルを活

用した国と地方の協議において、円滑な実施のための詳細なマニュアルの作成、認可外保育施設、

ベビーシッター等の指導監督基準の見直し又は創設、認可外保育施設の認可保育施設への移行を

進めるための技術的・財政的支援など、所要の措置を講じること。特に、認可外保育施設の範囲の明

確化については、条例化を可能とするなど、地域の実情に合わせた運用を検討すること。 

 

○ 教育の無償化の制度設計の詳細を早急に明らかにし、条例・規則の整備、システム改修、住民や事

業者等への周知等の準備について、全ての地方団体において円滑に実施できるよう十分配慮するこ

と。特に、幼児教育・保育の無償化については、新たな認定の仕組みや食材料費の徴収等について

も、詳細を早急に明らかにすること。また、今回の無償化の対象とならない子育て世帯との保育の公

平性に配慮し、必要な措置を講じること。 

 

○ 高等教育の無償化について、私立専門学校に係る機関要件の確認、交付等の事務を各都道府県に

おいて公平かつ円滑に実施できるよう、国において明確な指針を早期に策定・提示すること。 

 

○ 少子化対策の抜本強化に向け、不妊治療への支援の拡充、無利子奨学金の充実、多様な保育サ

ービスの拡充、少なくとも未就学児までを対象とした全国一律の医療費助成制度の創設、小学生以

上の子どもの医療費助成等に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の全面的な廃止等を図る

とともに、「地域少子化対策重点推進交付金」の拡充と運用の弾力化など、子育て支援の充実や地方

単独事業に対する地方財政措置の拡充を図ること。また、子ども・子育て支援新制度の完全実施に

向けた１兆円超の安定財源とともに、「子育て安心プラン」の前倒し等で必要となる安定財源について

は国の責任において確保すること。 

 

○ 放課後児童クラブについて、本年９月に策定した「新・放課後子ども総合プラン」において「2021 年度

末までに約 25 万人分を整備し、待機児童の解消を図る」との目標を掲げているが、国においてこれに

対する安定的な財源を確保するとともに、放課後児童支援員の確保等のため、処遇改善の補助の拡

充や補助要件の緩和など対策の充実・強化を図ること。 

 

○ 現在の教育現場は、特別な配慮を必要とする児童生徒の増加、新学習指導要領の円滑な実施や教

職員の働き方改革など、様々な課題が山積している状況にあることから、国においては、これらの課
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題に対処できるよう、地方が必要とする教職員定数を長期的な視点から安定的に確保するとともに、

加配定数の一層の拡充や必要な財源の充実確保を図ること。 

 

○ 地方の実情を勘案することなく、国の財政健全化のために教育費の削減を図ることは、義務教育に

対する国の責任放棄であり、単に国の財政負担を地方に転嫁することになりかねず、また、強制的な

学校の統廃合につながり、地域コミュニティの衰退を招く恐れもあることから、決して行わないこと。 

 

○ 公立小中学校施設等について、新増築・老朽化対策等の事業を計画的に実施できるよう、当初予算

において必要額を確保するとともに、財政措置の拡充を図ること。特に、空調整備の設置、トイレ改修、

給食施設整備等については、学習環境の早急な改善が図られるよう、十分な財政措置を講じること。 

 

〇 「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を実効あるものとし、児童虐待防止対策及び支

援施策の強化を図るため、地方財源の確保を含め必要な措置を講じること。また、子どもの貧困対策

と自立支援を総合的に推進するため、教育支援、生活支援、就労支援及び経済的支援等について、

必要な措置を講じること。 

 

○ 貧困の世代間連鎖を断ち切るため、実効性のある養育費確保方策、母子父子寡婦福祉資金の貸付

限度額の引上げなど、ひとり親家庭への支援策の拡充、地域子供の未来応援交付金の当初予算規

模の拡充と対象事業の拡大などを図ること。 

 

□ 防災・減災対策の推進と強靱な国土づくり 

○ 本年の平成 30 年７月豪雨・土砂災害、累次の台風被害、大阪府北部を震源とする地震、北海道胆

振東部地震等の自然災害が多発し、甚大な被害が発生したことから、被災地の復旧・復興対策等に

係る国庫補助金や特別交付税をはじめとした地方財政措置による十分な財政支援を講じるとともに、

防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金等の予算を十分確保するため、補正予算を含めた

機動的な対応を図ること。 

 

○ 近年、大規模な災害により、住民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じていることから、国土強

靱化の推進に向け、道路、河川、砂防、上下水道等の社会資本整備を集中的に推進するため、各種

交付金等を確保するとともに、地方においても計画的に対策に取り組めるよう、緊急防災・減災事業

債に加え、地方単独事業に地方財政措置を充実するなど、国土強靱化と防災・減災対策を加速する

ための財源を十分確保すること。 

 

○ 大規模災害がもたらす被害の軽減や復旧・復興期間の短縮を目指し、ハード・ソフトの両面で事前の

予防対策から復旧・復興までを見据えた自由度の高い施設整備交付金の創設等、地方において主体

的、計画的に事前復興に取り組むことができる新しい財政支援制度等を創設すること。 

 

○ 近年の豪雨災害を踏まえ、全国の河川関係施設や土砂災害防止施設、ため池、排水機場などの総

点検を緊急に実施し、必要な対策を早急に講じるとともに、治水対策、土砂災害対策の抜本的強化を

図ること。また、住民の自主的な避難行動につながるよう、河川監視カメラの増設や地方自治体によ

る適時的確な避難勧告等の発令に資する災害予測システムなど新たな技術を活用した住民の目線
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に立った防災情報提供方法の開発などハード・ソフト面の充実強化を図るため、大幅な予算の拡充な

ど必要な措置を講じること。 

 

○ 巨大地震等に備え、医療機関の耐震化や高台移転、資機材の整備、救護活動にあたることができる

人材の育成・確保など、医療救護体制の充実を図る取組に対する財政的支援を一層充実・強化する

こと。 

 

○ 今後の災害に備え、通学路、学校施設、避難路などの安全確保のために現行法令に適合しない又

は危険な状態にあるブロック塀等を即時に撤去・改修できるよう、国庫補助制度の創設・拡充や地方

財政措置の拡充により財政支援等を行うこと。 

 

○ 被災者生活再建支援制度について、残高が減少している基金への都道府県の追加拠出に当たって

は、これまでと同等以上の財政措置を講じるとともに、支給対象を半壊まで拡大するなど、制度の充

実と安定を図ること。 

 

□ 地方分権改革の着実な推進 

○ ５年にわたり「提案募集方式」を中心に地方分権改革に取り組まれてきたが、一層の推進を図るため、

地方税財源の充実、地方への事務・権限の移譲、「従うべき基準」を含めた義務付け・枠付けの見直

しなど、制度的な課題について検討を進めること。 

 

○ 「提案募集方式」について、「国が直接執行する事業の運用改善」を提案対象とする、過去と同内容

の提案が複数の団体からあった場合には検討対象とすることなど、地方の意欲と知恵を十分に活か

せるよう制度を拡充すること。 

 

○ 「提案募集方式」における提案については、国において地方の提案を実現することによる特段の支

障等の立証を示せない限り実現を図ること。また、提案の実現に当たっては、単に運用改善にとどま

らず、国と地方の役割分担の観点から、事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの徹底した見直しを進

めること。 

 

○ 福祉分野を中心とした施設の面積、有資格者の配置等に関する「従うべき基準」について速やかに

見直すこと。特に放課後児童クラブに係る「従うべき基準」については、地域の実情に応じた施設の設

置や運営に多くの支障が生じていることから、速やかに参酌基準化の実現を果たし、質の確保等のた

めの規制は地方団体に任せること。 

 

○ 新たな法令の制定における義務付け・枠付けにより地方の自由度が高まっていない面があることか

ら、今後、国が法令等を定める場合は「従うべき基準」の設定は厳に行わないなど、義務付け・枠付け

が許容される基準について見直すとともに、「義務付け・枠付けに関する立法の原則」の法制化、政府

における「チェックのための仕組み」の確立について実現すること。 

 

○ 今般の幼児教育・高等教育の無償化に関する施策については、地方が重要な役割を担う取組が含

まれていることから、国と地方の役割分担や負担の在り方を早急に示すよう求めてきたにもかかわら
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ず、直前まで提示されなかった。今後は、地方自治法第 263 条の３に法定する事前情報提供制度等

の趣旨を十分に踏まえ、地方への迅速な情報提供を行うとともに、地方の行財政の運営に影響の大

きい施策については早期に地方と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、平成 31 年度予算案が閣議決定され、地方財政対策が決定した。 

まず、地方税が増収となる中で、地方交付税について前年度を上回る 16.2 兆円を確保するともに、地

方の一般財源総額について前年度を上回る 62.7兆円を確保し、臨時財政対策債を前年度から0.7兆円

抑制したことは、地方六団体の提言に沿ったものであり高く評価する。 

特に、折半対象財源不足を解消するともに、臨時財政対策債を大幅に抑制したことは、地方財政の健

全化に向けた第一歩である。しかし、依然として巨額の財源不足が解消されていないことから、地方交

付税の法定率の引上げなど、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。 

 

幼児教育の無償化に係る財源については、国と地方の協議を踏まえ、平成 31 年度の地方負担分に

ついて臨時交付金（2,349 億円、全額国費）を創設して対応するとしたことは評価する。また、2020 年度

以降の地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額確保することと

しているが、一般財源総額の同水準ルールの外枠で歳出に全額計上し、必要な財源を確実に確保する

よう求める。 

また、消費税・地方消費税率引上げに伴う自動車税及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減に

よる減収について、地方特例交付金により全額補填するとしたことは、地方財政に配慮されたものであ

り評価する。 

さらに、防災・減災、国土強靱化については、政府で取りまとめた緊急対策に沿って取り組む補助・直

轄事業のうち、地方団体が実施または負担する額として 1.2兆円を地方財政計画に計上して適切な地方

財政措置を講ずるとともに、地方団体が単独事業として実施する防災インフラの整備を推進するため、

新たに「緊急自然災害防止対策事業費」3,000 億円を計上するなど地方財政措置の拡充が図られたほ

か、平成 30 年度第二次補正予算において、特別交付税を増額するともに、重要インフラの防災対策の

ための予算を計上したことは、地方の強い要望を反映したものであり高く評価する。 

 

地方創生については、「まち・ひと・しごと創生事業費」を引き続き１兆円確保するとともに、「地方創生

推進交付金」について、前年度と同額の 1,000 億円を確保し、新規事業の申請上限数の見直しなど運用

の改善が図られたほか、「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の着実な実行のため、ＵＩＪターンによ

【出典】 全国市議会議長会「平成 31 年度予算・地方財政対策等について」 
http://www.si-gichokai.jp/request/request-6dantai/index.html 

２ 平成31年度地方財政対策等についての共同声明 
             （平成 30 年 12 月 21 日 地方六団体） 
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る起業・就業者創出のため支援金の仕組みを創設したことに加え、平成 30 年度第二次補正予算におい

て、「地方創生拠点整備交付金」600 億円を確保するなど、地方創生の実現に向けた各種措置を講じた

ことを評価する。 

 

地方の未来を切り拓いてくことなくして、日本の未来はない。 国と一体となって 「生産性革命」と「人

づくり革命」に最優先で取り組むともに、地域に雇用を確保し、新しいひとの流れ生み出すことで地方創

生を実現していく所存であり、今後とも地方税財源の確保・充実が図られることを求める。 

 

 

                             平 成 30 年 12 月 21 日 

                                地 方 六 団 体 

全 国 知 事 会 会 長  上田  清司 

全国都道府県議会議長会会長  柳居  俊学 

全 国 市 長 会 会 長  立谷  秀清 

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長  山田  一仁 

全 国 町 村 会 会 長  荒木  泰臣 

全国町村議会議長会会長  櫻井  正人 

【出典】 全国市議会議長会「平成 31 年度地方財政対策等についての共同声明」 
http://www.si-gichokai.jp/news/info/h30/1198817_2619.html 
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