
地方創生に関する重点提言 
                   

人口減少問題は、社会保障の持続性の危機等、あらゆる分野に影響が生じる深刻な

問題である。地方創生の実現に向け、国は、人口減少問題に対する抜本的かつ実効性

のある対策を講じられたい。 

また、地方創生については、国と地方が連携・協働して、総力体制で取組むべきも

のであることから、国の長期ビジョンや総合戦略の策定に当たっては、地方の現場を

熟知している都市自治体との意見交換を密にし、その意見を反映すること。 

 

１．少子化対策 

（１）人口減少対策については、総合的・長期的視点から人口減少対策等に関する統

合的ビジョンを早急に作成し、国民に示すとともに、同ビジョンに基づいた法制

整備や税制措置等を講じること。 

（２）子ども・子育て支援新制度の実施主体である都市自治体が地域のニーズに基づ

き総合的な子育て支援施策を展開することが可能となるよう、税制抜本改革以外

の財源も含めて１兆円超の財源を確実に確保すること。 

（３）未婚化・晩婚化・晩産化に対応するため、結婚・妊娠・出産・子育ての「切れ

目ない支援」に取り組む都市自治体に対し、財政支援の充実を図るとともに、技

術的・人的支援を講じること。 

（４）保育所待機児童の解消や耐震化を含む保育所施設整備等のため、地域の実態を

十分に踏まえ、財政措置の拡充を図ること。 

（５）多様な保育サービスの提供や保育所の適正な運営を確保するため、保育所運営

費等について地域の実情に即した十分な財政措置を講じるとともに、児童福祉施

設最低基準の適切な見直しを行うこと。 

また、病児・病後児保育等を安定的に実施できるよう財政措置の拡充を図るこ

と。 

（６）児童扶養手当について、所得制限限度額を緩和し、一部支給停止措置を見直す

とともに、十分な財政措置を講じること。 

また、児童扶養手当と公的年金の併給調整について、手続きの簡素化を図るこ

と。 

（７）我が国の人口減少社会に対応するため、現在、ほとんどの自治体が実施してい

る子どもの医療費助成制度等地方単独事業は、本来国が全国一律に行うべきもの

 

 



であることから、国の責任において制度化すること。 

また、国民健康保険制度において、同事業を実施している市町村に対し療養給

付費負担金及び普通調整交付金の減額措置を講じることは、地方にのみ責任を負

わせる極めて不合理な措置であることから、同措置を廃止すること。 

（８）妊婦健康診査の公費負担について、妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減

を図るため、十分な財政措置等を講じること。 

（９）産科医・小児科医・外科医・麻酔科医等をはじめとする医師、看護師等の不足

や地域間・診療科間等の医師偏在の実態を踏まえ、安心で質の高い医療サービス

の安定的な提供を実効あるものとするとともに、医学部を新設して地域に根差し

た医師を養成するなど、地域を支える医師・看護師等の絶対数を確保するべく即

効性のある施策及び十分な財政措置を早急に講じること。 

また、病院勤務医及び看護師等の労働環境の改善を図るための支援策及び十分

な財政措置を講じること。 

（10）育児休業後の円滑な職場復帰等、女性医師等の医療従事者が継続して勤務でき

る環境を整備するなどの支援策を拡充すること。 

（11）小児救急医療をはじめとする救急医療及び周産期医療の体制整備・運営等の充

実強化を図るため、実効ある施策と十分な財政措置を講じること。 

（12）女性特有のがんをはじめとするがん検診推進事業を継続するとともに、国の責

任において、適切かつ十分な財政措置を講じること。 

（13）不妊治療に係る経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費助成事業における

対象治療法の範囲等を拡大するとともに､一般不妊治療に対する助成についても

検討し、必要な支援措置を講じること｡ 

また、不育症について、治療方法確立のための研究体制等の充実を図るととも

に、治療費等に対する必要な支援措置を講じること。 

さらに、不妊及び不育症の相談体制を更に充実すること。 

（14）ひとり親家庭に対する就業支援として、母子家庭の母等を雇用する事業主に対

する支援の充実を図ること。 

（15）ひとり親家庭に対する医療費助成制度を創設すること。 

（16）婚姻歴のない未婚の母子家庭の母及び未婚の父子家庭の父に対しても寡婦（夫）

控除を適用すること。 

（17）高等職業訓練促進給付金等事業について、十分な財政措置を講じるとともに、

制度の拡充を図ること。 

 

 



（18）「放課後児童健全育成事業」及び「放課後子ども教室推進事業」について、一

体的に推進できる体制を整備するとともに、運営実態にあわせた財政措置の拡充

を図ること。 

（19）スクールバス運行等による遠距離通学者に対する通学支援について、補助期間

等の制限を緩和するなど、財政支援の拡充を図ること。 

 

２．東京圏一極集中是正 

（１）大規模災害の発生等の有事における国家機能の維持・強化を図る観点等から、

多極分散型国土の形成を促進すること。 

（２）人口減、巨大災害の切迫等の国土を取り巻く状況の変化を見据え、国土形成計

画を見直すとともに、その際、本社機能の地方への移転促進等に向けた検討を行

うこと。 

（３）生活関連社会資本等の整備や公共施設等の更新及び長寿命化を図るため、辺地

及び過疎対策事業債の所要額を確保すること。 

（４）過疎地域において、個人または法人が製造業、旅館業及び情報通信技術利用事

業（コールセンター）の用に供する施設を新増設した場合の特別償却制度につい

て、その適用期限を延長すること。 

（５）半島振興法については、法期限を延長するとともに、支援措置を拡充すること。 

 

３．地域経済活性化 

（１）国内産業の流出防止、生産拠点の分散促進による地域経済の活性化や災害に強

い国内産業体制を構築するため、産業団地の造成・再整備、企業誘致に対する支

援体制の構築や財政支援を実施すること。 

また、企業立地が一層促進されるよう、企業立地及び進出環境の更なる改善を

図ること。 

（２）地域の実態を踏まえた雇用創出を図るため、緊急雇用創出事業を継続・拡充す

るなど、雇用対策関連予算の充実を図ること。 

また、当該事業における、「地域人づくり事業」の実施期間を延長するととも

に、有効求人倍率の低い地域に対する十分な配慮や、新しい雇用対策の実施等を

図ること。 

（３）若年者等を取り巻く雇用情勢が依然として厳しいことを踏まえ、地域の実情に

応じた雇用創出及び求職者支援等の雇用対策を充実するとともに、都市自治体が

 

 



実施する雇用・就業対策について十分な財政支援を行うこと。 

（４）地域活力の向上を目指し、ＵＪＩターンの促進を図ること。また、地方への定

住に関する支援策を積極的に講じること。 

（５）認定農業者や集落営農組織等の担い手を育成確保するための支援措置を充実す

ること。  

また、青年就農給付金の対象要件を緩和するとともに、農業経営基盤強化準備

金制度の適用期間を延長すること。 

（６）森林整備のための担い手の確保、育成事業の一層の推進を図るとともに、必要

な予算を確保すること。 

（７）新規漁業就業者の育成を強力に推進するとともに、担い手の確保・育成に必要

な財政支援の一層の拡充を図ること。 

（８）コンパクトシティの形成等、まちづくりや中心市街地の活性化に関する施策に

ついては、適切な財政措置を講じること。 

また、中心市街地活性化基本計画の認定地域への確実な支援を行うとともに、

地域商業の活性化に資する取組に対し支援措置を講じること。 

（９）観光案内標識等の設置や観光客の受入れに係る環境整備など、都市自治体等が

行う観光振興施策に対して、総合的な財政支援措置を講じるとともに、魅力ある

地域ブランドの創出に対する支援を拡充すること。 

（10）外国人観光客の誘致を促進するため、外国人が安心・快適に旅行できる環境整

備を支援すること。 

また、免税制度及びＣＩＱ体制の拡充やビザ要件の緩和、国際線の受入れ強化

など、外国人観光客の受入れ体制を強化すること。 

（11）電力会社による再生可能エネルギーの受け入れ中断については、早期解決に必

要な対策を講じること。 

また、固定価格買取制度の運用については、都市自治体等に配慮した体制を整

備すること。 

（12）再生可能エネルギー等の導入については、導入促進に必要な施策を充実すると

ともに、補助制度の拡充等、総合的な財政支援措置を講じること。 

また、公共施設等への再生可能エネルギーの導入を促進するため、関係法令等

における規制緩和を行うこと。 

 

４．安心安全な暮らし 

 

 



（１）地域包括ケアシステムの構築に当たっては、国の責任において、当該システム

の中核を担う医療・介護・予防・生活支援等における人材の確保・育成の推進を

図ること。 

また、地域において医療・介護等関係機関の連携や態勢の構築が図られるよう、

情報提供を行うとともに、財政措置をはじめ十分な支援策を講じること。 

（２）高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護サービスが適切に提供で

きるよう、サービス基盤整備について、地域の実情を踏まえ、財政措置を含む必

要な対策を講じること。 

また、現場において、慢性的に介護従事者が不足している状況にかんがみ、国

の責任において早急に適切な措置を講じること。 

（３）各種医療費助成制度について、都市自治体の規模や財政状況等による格差を生

じないよう、国の責任において、国民が公平に医療給付を受けられるようにする

こと。 

また、既に実施している各種医療助成について、十分な財政措置を講じること。 

（４）今後新たに定期接種化されるワクチン及び既存の定期予防接種のワクチンに対

し、十分な財政措置を講じること。 

また、国民が等しく予防接種を受けることができるよう、制度の整備を図ると

ともに、国の責任において周知と十分な啓発を行うこと。 

（５）公共施設の老朽化対策については、防災・安全交付金により集中的に支援する

など十分な財政措置を講じるとともに、人材育成や技術支援を充実すること。 

また、機能の集約化・複合化による公共施設の更新（再生）を実施する際には、

府省の規制に捉われない施設整備計画を認めること。 

（６）公共施設等総合管理計画の策定に当たっては、都市自治体の実情を踏まえ、財

政措置及び技術的支援を充実すること。 

（７）道路・橋梁等の老朽化対策について、防災・安全交付金により集中的に支援す

るなど十分な財政措置を講じるとともに、人材育成や技術支援を充実すること。 

特に、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく道路の維持又は修繕につい

ては、地域の実情を踏まえ、十分な財政措置を講じること。 

（８）住民の安全を守る観点等から、管理放棄された空き家等について、都市自治体

が所有者に対し適正な管理を促すための措置や直接かつ容易な立入調査及び解

体撤去等が行えるよう早期に法整備を図るとともに、必要な税財政上の措置を講

じること。 

 

 



（９）地域住民の日常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保及び機能の強化、持続

可能な地域公共交通ネットワークを形成するため、地域の実情に応じた関連施策

を充実させるとともに、必要な財政支援措置を講じること。 

（10）地域住民の生活に必要不可欠であり、最も身近な交通機関である地方バス路線

やコミュニティバス路線等が、安定的に維持できるよう、地域の実情に応じ、恒

久的な財政支援措置を講じること。 

また、地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の補助要件を緩和し、対象事

業を拡大するなど、支援体制を拡充すること。 

（11）島しょ部の生活交通として欠かせない離島航路等を維持・確保するため、施策

の充実を図るとともに、積極的かつ恒久的な財政支援措置等を講じること。 

（12）生活交通の利用環境を改善するため、鉄道駅等のバリアフリー化の推進につい

て、十分な予算を確保するとともに、財政支援措置を講じること。 

 

５．地方分権等の推進 

（１）本年度から開始した提案募集方式については、都市自治体等からの積極的な提

案を真摯に受け止め、地方の発意を活かした分権型社会の実現に向けた改革を積

極的に推進すること。 

また、改革に伴う関連法令の整備や事務・権限の移譲等に当たっては、十分な

時間的余裕の確保や情報提供など適切な措置を講じるとともに、事務を円滑に実

施するために必要となる財源の確保と専門的な人材育成等の仕組みを構築する

こと。 

（２）農地転用をはじめ土地利用に係る権限移譲や義務付けをはじめとして、これま

での改革において実現に至らなかった事項について、住民自治を拡充する観点か

ら検討を行い、これらを着実に実施していくこと。 

 

６．地方創生を実現する財源確保 

地方創生の実現に向け、地方の創意工夫を最大限に活かしながら、人々のライフ

ステージに応じた総合的な対策を実施できるようにするため、都市自治体が自主

的・自立的に活用できる財源（包括的交付金など）を創設するとともに、地域の実

情に応じたきめ細かな施策が実施できるよう地方単独事業を含めた必要な歳出を

地方財政計画に計上し、地方交付税の充実を図ること。 
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	また、公共施設等への再生可能エネルギーの導入を促進するため、関係法令等における規制緩和を行うこと。
	（１）地域包括ケアシステムの構築に当たっては、国の責任において、当該システムの中核を担う医療・介護・予防・生活支援等における人材の確保・育成の推進を図ること。
	また、地域において医療・介護等関係機関の連携や態勢の構築が図られるよう、情報提供を行うとともに、財政措置をはじめ十分な支援策を講じること。
	また、現場において、慢性的に介護従事者が不足している状況にかんがみ、国の責任において早急に適切な措置を講じること。
	（３）各種医療費助成制度について、都市自治体の規模や財政状況等による格差を生じないよう、国の責任において、国民が公平に医療給付を受けられるようにすること。
	また、既に実施している各種医療助成について、十分な財政措置を講じること。
	（４）今後新たに定期接種化されるワクチン及び既存の定期予防接種のワクチンに対し、十分な財政措置を講じること。
	また、国民が等しく予防接種を受けることができるよう、制度の整備を図るとともに、国の責任において周知と十分な啓発を行うこと。
	（５）公共施設の老朽化対策については、防災・安全交付金により集中的に支援するなど十分な財政措置を講じるとともに、人材育成や技術支援を充実すること。
	また、機能の集約化・複合化による公共施設の更新（再生）を実施する際には、府省の規制に捉われない施設整備計画を認めること。
	（６）公共施設等総合管理計画の策定に当たっては、都市自治体の実情を踏まえ、財政措置及び技術的支援を充実すること。
	（７）道路・橋梁等の老朽化対策について、防災・安全交付金により集中的に支援するなど十分な財政措置を講じるとともに、人材育成や技術支援を充実すること。
	特に、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく道路の維持又は修繕については、地域の実情を踏まえ、十分な財政措置を講じること。
	（８）住民の安全を守る観点等から、管理放棄された空き家等について、都市自治体が所有者に対し適正な管理を促すための措置や直接かつ容易な立入調査及び解体撤去等が行えるよう早期に法整備を図るとともに、必要な税財政上の措置を講じること。
	（９）地域住民の日常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保及び機能の強化、持続可能な地域公共交通ネットワークを形成するため、地域の実情に応じた関連施策を充実させるとともに、必要な財政支援措置を講じること。
	（10）地域住民の生活に必要不可欠であり、最も身近な交通機関である地方バス路線やコミュニティバス路線等が、安定的に維持できるよう、地域の実情に応じ、恒久的な財政支援措置を講じること。
	また、地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の補助要件を緩和し、対象事業を拡大するなど、支援体制を拡充すること。
	（11）島しょ部の生活交通として欠かせない離島航路等を維持・確保するため、施策の充実を図るとともに、積極的かつ恒久的な財政支援措置等を講じること。
	（12）生活交通の利用環境を改善するため、鉄道駅等のバリアフリー化の推進について、十分な予算を確保するとともに、財政支援措置を講じること。
	（１）本年度から開始した提案募集方式については、都市自治体等からの積極的な提案を真摯に受け止め、地方の発意を活かした分権型社会の実現に向けた改革を積極的に推進すること。
	また、改革に伴う関連法令の整備や事務・権限の移譲等に当たっては、十分な時間的余裕の確保や情報提供など適切な措置を講じるとともに、事務を円滑に実施するために必要となる財源の確保と専門的な人材育成等の仕組みを構築すること。
	（２）農地転用をはじめ土地利用に係る権限移譲や義務付けをはじめとして、これまでの改革において実現に至らなかった事項について、住民自治を拡充する観点から検討を行い、これらを着実に実施していくこと。
	１．番号制度導入及び運用に係る経費については、番号カードの作成・交付やクラウドへの移行等も含め、原則として全額を国において適切に措置すること。
	特に、システム導入及び改修に係る経費については、国が設けた想定事業費を超える部分についても、地域の実態に即し確実に財政措置を講じること。
	２．番号制度の導入を円滑に進めることができるよう、都市自治体と十分な協議・調整を行い、ガイドラインやシステムの詳細な仕様等を早急に都市自治体へ情報提供するとともに、国民への周知徹底等を図ること。
	また、システムの仕様等については、休日開庁等への対応についても十分配慮すること。
	３．個人番号カードの普及促進のため、個人番号カードの無償交付、申請・交付手続きの簡素化等、必要な措置を講じること。
	４．番号制度については、IＣＴ政策と一体的に推進するとともに、府省庁の枠組みを超えた社会基盤システムとして整備すること。
	また、国民に正確な情報を提供しながら、利用範囲の拡大について検討を行うこと。
	介護保険財政の健全な運営のため、都市自治体の個々の実態を考慮しつつ、将来にわたって都市自治体の財政負担や被保険者の保険料負担が過重とならないよう、国費負担割合を引き上げること。
	また、調整交付金は別枠化すること。
	低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策については、国の責任において、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直しを行うこと。
	特に、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1,300億円は確実に確保すること。
	次期制度改正に当たっては、特に次の事項について、適切な措置を講じること。
	平成27年度以降の次期介護報酬の改定に当たっては、保険料の水準に留意しつつ、報酬体系を簡素化するとともに、適切な人材の確保、サービスの質の向上などを図るため、都市自治体の意見を十分踏まえ、地域やサービスの実態に即した報酬単価とするなど、適切な報酬の評価・設定を行うこと。
	後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、保険料の上昇を抑制する措置を引き続き継続するとともに、国の責任において十分な財政措置を講じること。
	廃棄物・リサイクル対策の充実強化を図るため、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。
	１．廃棄物処理施設の整備等について
	ダイオキシン対策等を施した廃棄物焼却施設が老朽化するなど、多くの地域で耐用年数を大幅に超える廃棄物処理施設が多数あり、適切なタイミングで更新・改良を進める必要があることを踏まえ、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。
	（１）循環型社会形成推進交付金について、都市自治体に対し交付申請額が満額交付されるよう、所要額を確実に確保すること。
	また、廃棄物処理施設の整備をはじめ基幹的改良や修繕等に係る支援措置を更に充実させること。
	（２）廃棄物処理施設の解体撤去工事費について、解体のみの場合や跡地が廃棄物処理施設以外に利用される場合等も循環型社会形成推進交付金の交付対象とするなど、財政措置の拡充を図ること。
	２．家電リサイクル制度について
	（１）リサイクル費用については、製品購入時に支払う「前払い方式」に改めること。
	また、対象品目の更なる拡大を図ること。
	（２）不法投棄された廃家電製品の収集運搬費用、リサイクル費用については、拡大生産者責任の原則に基づき、事業者が負担する仕組みとすること。
	３．容器包装リサイクル制度について
	拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化・明確化を図るとともに、都市自治体と事業者等との役割分担及び費用負担を適切に見直すこと。
	特に、都市自治体の収集運搬、選別保管に係る費用負担を軽減すること。
	義務教育施策等の充実を図るため、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。
	１．公立学校施設に係る耐震補強事業等に対する財政措置の強化
	（１）公立学校施設等の耐震化事業を計画的に推進できるよう、必要な財源を確保するとともに財政措置の拡充を図ること。
	１．災害に強い都市基盤の構築、地域経済の活性化を図るため、都市基盤の計画的かつ着実な整備に必要な公共事業予算を十分確保するとともに、事業の迅速かつ円滑な実施に資する人材確保を含めた施工確保対策を講じること。
	２．社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については、地方の社会資本整備や災害対策が計画的に進捗するよう、十分な予算を確保すること。
	また、両交付金制度の運用に当たっては、採択基準の要件緩和、事務の簡素化など都市自治体が活用しやすい仕組みにすること。
	３．公共施設の老朽化対策
	１．地方が真に必要とする道路整備が引き続き計画的に実施できるよう、地方の意見を踏まえ、必要な財源を充実強化すること。
	併せて、道路整備事業に係る社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金については、適切な財政措置を講じること。
	２．高速自動車国道、一般国道、地方道等におけるミッシングリンクを解消し、有機的なネットワークを形成するとともに、その整備に当たっては、大規模災害時における代替性の確保や広域的な医療サービスの提供等、地方の実情を十分勘案し、必要な財源を確保したうえで、早期完成を図ること。
	３．道路・橋梁等の老朽化対策について、防災・安全交付金により集中的に支援するなど十分な財政措置を講じるとともに、人材育成や技術支援を充実すること。
	特に、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく道路の維持又は修繕については、地域の実情を踏まえ、十分な財政措置を講じること。
	１．住民の安全を守る観点等から、管理放棄された空き家等について、都市自治体が所有者に対し適正な管理を促すための措置や直接かつ容易な立入調査及び解体撤去等が行えるよう早期に法整備を図るとともに、必要な税財政上の措置を講じること。
	２．空き家等の有効利用を促進するための支援制度を推進すること。
	１．整備新幹線の早期開業等
	（１）整備新幹線の利便性の向上を図るとともに、建設財源を安定的に確保し、早期全線開業を目指すこと。
	また、基本計画に定めている未整備区間の事業化実現に向けて取り組むこと。
	（２）沿線自治体の負担が軽減されるよう、整備新幹線の建設費及び新駅周辺地域の整備に対する財政措置を講じること。
	また、新駅設置及び二次交通の充実等に対する適切な支援措置を講じること。
	２．リニア中央新幹線開業に向けて、中間駅の周辺整備やアクセス道路の整備等が円滑に推進できるよう、財政支援措置を講じること。
	３．整備新幹線の並行在来線については、安定的な経営維持と利用者増加及び利便性向上のための施設整備等ができるよう、財政支援措置を拡充すること。
	４．都市鉄道の路線延長、利便性の向上及び関連施設整備促進に必要な財政支援措置を講じるとともに、都市鉄道利便増進事業における補助制度を拡充すること。
	５．地域公共交通活性化策への支援の充実
	（１）地域住民の日常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保及び機能の強化、持続可能な地域公共交通ネットワークを形成するため、地域の実情に応じた関連施策を充実させるとともに、必要な財政支援措置を講じること。
	（２）生活交通の利用環境を改善するため、鉄道駅等のバリアフリー化の推進について、十分な予算を確保するとともに、財政支援措置を講じること。
	（３）地域住民の生活に必要不可欠であり、最も身近な交通機関である地方バス路線やコミュニティバス路線等が、安定的に維持できるよう、地域の実情に応じ、恒久的な財政支援措置を講じること。
	また、地域公共交通確保維持改善事業費補助金等の補助要件を緩和し、対象事業を拡大するなど、支援体制を拡充すること。
	（４）島しょ部の生活交通として欠かせない離島航路等を維持・確保するため、施策の充実を図るとともに、積極的かつ恒久的な財政支援措置等を講じること。
	６．港湾整備事業の推進
	（１）港湾整備事業及び海岸整備事業の促進をするため、必要な予算を確保すること。
	また、その整備に当たっては、物流機能の確保、災害時の避難機能の確保及び海上輸送網の維持等、国土強靭化の取組を推進すること。
	（２）国際戦略港湾において、ハブ機能の強化に向けたコンテナターミナル等のインフラ整備や貨物集約等の総合的な施策を集中的に実施することにより、国際競争力を強化すること。
	１．新たな農業政策の推進
	（１）経営所得安定対策については、真に農業者の経営安定に資する制度とするため、地域の特性や実情を反映し、農業者及び都市自治体の意見を十分に尊重するとともに、充実強化すること。
	（２）新たな米政策を進めるに当たっては、きめ細かい説明と十分な経過措置を講じ、米の価格安定を図ること。
	また、非主食用米の生産拡大に対する支援措置を充実強化すること。
	（３）日本型直接支払制度については、都市自治体及び農家等の負担を軽減し、地域の実情に応じた取組を推進できるよう更なる充実強化を図ること。
	２．認定農業者や集落営農組織等の担い手を育成確保するための支援措置を充実すること。
	また、青年就農給付金の対象要件を緩和するとともに、農業経営基盤強化準備金制度の適用期間を延長すること。
	３．農業農村整備事業の推進
	（１）農業生産基盤及び農村生活環境等の整備や保全管理を計画的かつ円滑に推進するため、農業農村整備に係る諸施策を充実強化するとともに、必要な予算を確保すること。
	（２）頻発する災害に対する備えを強化し、安全で快適な農村をつくるため、農地と農業用施設の防災・減災対策を充実強化し、一層の財政措置を講じること。
	４．都市農業の振興と都市農地の保全のため、「都市農業振興基本法（仮称）」の早急な制定をはじめ、現行の都市農地制度等の改善など、必要な措置を講じること。
	５．畜産・酪農業を取り巻く環境が厳しいことから、配合飼料価格安定対策を推進すること。
	また、自給飼料基盤に立脚した畜産・酪農経営を行うため、国産飼料の生産・利用の推進やセーフティネット機能の充実など、更なる経営安定対策を講じること。
	６．鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、鳥獣被害防止総合対策及び鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業を継続的な制度とし、更なる充実強化を図ること。
	７．森林整備対策等の充実強化
	（１）国土保全、水源涵養、地球温暖化防止、景観形成など森林が持つ多面的機能を継続的かつ安定的に維持・発揮するために必要な財政支援措置を講じるとともに、迅速な支援が行えるよう事務を効率化すること。
	（２）森林整備のための担い手の確保、育成事業の一層の推進を図るとともに、必要な予算を確保すること。
	また、私有林の整備については、森林所有者等が取り組みやすい有効な手法を導入すること。
	（３）「水循環基本計画」の策定において、水源の保全強化、外国資本等による森林買収・大規模伐採について、適正な規制が図られるよう推進すること。
	８．水産振興対策の充実強化
	（１）水産業の再生を図るため、地域の実情に応じた水産業の経営安定・体質強化対策、水産物の加工・流通・消費対策、漁港の多面的利用の促進及び水産資源の回復・管理対策を一層強化すること。
	また、漁港施設の老朽化対策及び防災・減災対策をはじめとする水産基盤整備を充実強化するとともに、十分な予算を確保すること。
	（２）新規漁業就業者の育成を強力に推進するとともに、担い手の確保・育成に必要な財政支援の一層の拡充を図ること。
	９. 農業経営の安定と食料・農業・農村施策の総合的な推進を図るため、燃油価格高騰対策を充実強化すること。
	併せて、農林漁業用輸入Ａ重油に係る石油石炭税の免税措置及び農林漁業用国産Ａ重油に係る石油石炭税相当額の還付措置並びに農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例措置等を恒久化するなど、農林漁業者の負担軽減措置を拡充すること。
	１．人口減、巨大災害の切迫等の国土を取り巻く状況の変化を見据え、国土形成計画を見直すとともに、その際、企業の本社機能等の地方への移転促進に向けた検討を行うこと。
	２．コンパクトシティの形成等、まちづくりや中心市街地の活性化に関する施策については、適切な財政措置を講じること。
	また、中心市街地活性化基本計画の認定地域への確実な支援を行うとともに、地域商業の活性化に資する取組に対し支援措置を講じること。
	３．強い経済を取り戻すため、長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を確実なものとし、需要の継続的拡大、新たな雇用の創出、投資の拡大、新規事業の展開などのチャレンジを促し、経済成長の更なる推進を図ること。
	また、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等の経営基盤強化に向けた支援措置の充実を図るとともに、都市自治体等が独自に実施する地域経済の振興策について財政支援措置を講じること。
	４．国内産業の流出防止、生産拠点の分散促進による地域経済の活性化や災害に強い国内産業体制を構築するため、産業団地の造成・再整備、企業誘致に対する支援体制の構築や財政支援を実施すること。
	また、企業立地が一層促進されるよう、企業立地及び進出環境の更なる改善を図ること。
	５．厳しい景況下にある中小企業者・小規模事業者等を支援するため、セーフティネット保証制度の認定基準の緩和や小口零細企業保証制度の維持・拡大など、金融支援制度の充実及び企業の能力や地域資源を活用した取組に対する支援並びに税制上の優遇措置を拡大すること。
	また、伝統工芸品産業等の中小企業・小規模事業者等については、技術継承や後継者育成などの推進を図るとともに、将来に渡り事業を維持・発展させることができるよう、引き続き人的支援を含む総合的な財政支援措置を講じること。
	さらに、消費税増税の際には、景気対策等、中小企業・小規模事業者等への影響を考慮した支援を行うこと。
	６．再生可能エネルギー等の導入の促進
	（１）電力会社による再生可能エネルギーの受け入れ中断については、早期解決に必要な対策を講じること。
	また、固定価格買取制度の運用については、都市自治体等に配慮した体制を整備すること。
	（２）再生可能エネルギー等の導入については、導入促進に必要な施策を充実するとともに、補助制度の拡充等、総合的な財政支援措置を講じること。
	また、公共施設等への再生可能エネルギーの導入を促進するため、関係法令等における規制緩和を行うこと。
	７．観光振興施策に対する支援強化
	（１）観光案内標識等の設置や観光客の受入れに係る環境整備など、都市自治体等が行う観光振興施策に対して、総合的な財政支援措置を講じるとともに、魅力ある地域ブランドの創出に対する支援を拡充すること。
	（２）外国人観光客の誘致を促進するため、外国人が安心・快適に旅行できる環境整備を支援すること。
	また、免税制度及びＣＩＱ体制の拡充やビザ要件の緩和、国際線の受入れ強化など、外国人観光客の受入れ体制を強化すること。
	８．半島振興法については、法期限を延長するとともに、支援措置を拡充すること。

