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確かな経済の好循環へ



　

Ⅰ．女性が活躍する社会へ
①男女共同参画社会の実現
②子ども・子育て支援、仕事と家庭の両立支援の推進
③女性の活躍の基盤となる女性の健康支援

Ⅱ．若者が活躍する社会へ
①多様な働き方を支援
②学生等の就職を支援
③地域での活躍を支援

Ⅲ．人材の育成と教育の充実
①世界トップレベルの教育を目指した環境整備
②奨学金等の充実
③多様な教育機会の確保と ICT を活用した教育の推進
④留学生交流の戦略的な推進
⑤教育環境の質的向上と安全・安心の確保
⑥ＩＴ人材（セキュリティ、データサイエンティスト）の育成
⑦外国人材の育成と活用

Ⅳ．人が生きる地方創生
①地方居住の推進
②安心の地域づくり
③雇用・しごとの創出
④まち・ひと・しごと創生の継続的取り組み

Ⅴ．ICTの活用
①通信・放送・郵便事業の海外展開支援
②４Ｋ・８Ｋを活用した新たなサービスの実現
③ ICT の利活用による諸課題の解決（健康・医療・介護、農業、教育等）
④マイナンバー制度の利活用
⑤ IoT（モノのインターネット）の進展
⑥公共データのオープン化
⑦「超スマート社会」に対応する取り組みの強化

Ⅵ . 中小・小規模企業施策
①販路開拓・人材確保支援
②中小サービス業の生産性向上
③創業支援体制の強化
④中小・小規模事業者の海外展開支援
⑤事業承継の円滑化対策
⑥取引適正化・資金繰り支援強化
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第2章　分野ごとの取り組み

Ⅰ．文化芸術・スポーツ・観光振興
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て
②成長分野としての文化芸術の振興
③訪日外国人 2,000 万人を目指しての戦略的取り組みおよび受入環境の整備
④魅力ある観光地域づくりと観光消費の拡大

Ⅱ．科学技術、ロボット、宇宙・海洋開発
①科学技術・イノベーション体制の確立
②ロボット産業の戦略的育成と支援強化
③宇宙開発利用の推進
④次世代航空機科学技術の推進
⑤海洋資源の開発及び利用の推進

Ⅲ．エネルギー・環境分野
①省エネルギー社会の実現
②再エネのベストミックスを見据えた戦略的導入
③新たなエネルギー社会に向けた制度、技術・資源開発等
④ CO2排出の少ない水素社会の実現　

Ⅳ．医療・介護・健康分野
①世界最高水準の医療提供体制の確立
②地域医療構想の着実な推進
③人口減少時代における福祉サービスの融合
④少子高齢化と人口減少社会に挑む地域包括ケアシステム
⑤ヘルスケア産業の育成

Ⅴ．農林水産分野
①被災地における農林水産業の振興、復興加速化
②農業生産基盤の整備・保全
③担い手対策
④食料自給率・自給力の向上
⑤高付加価値化による地域活性化
⑥農林水産物の輸出額倍増

Ⅵ．防災・減災に資するインフラ整備の推進
①インフラの老朽化対策およびライフサイクル管理の推進
②地域活性化と連携した国土強靭化の推進
③将来の国土づくりのための課題
④防災情報システムの整備
⑤命をつなぐルートの整備
⑥ドクターヘリ・消防防災ヘリの整備
⑦首都東京のバックアップ機能強化
⑧わが国の強みを活かしたインフラ政策



政権交代から２年半を迎えようとする今、「三本の矢」の経済政策によって、日本
経済を取り巻く状況は大きく変わった。

大企業を中心に企業収益は過去最高水準に高まり、賃上げ率は過去 17 年間で最
高、有効求人倍率は 23 年ぶりの高水準、リーマンショック時に大きく低下した設備
投資は、経済成長の期待等を背景に着実に回復するなど、景気回復が雇用の増加や
賃金上昇につながり、それが消費や投資の増加に結び付くという経済の好循環が着
実に回り始めている。こうした経済の好循環を牽引しているのが、２年前に政府与党
一体で策定した「日本再興戦略」である。

この間、経済情勢は大きく改善したが、その実感は必ずしも地域の隅々まで行き渡っ
ていない。2017 年 4 月には社会保障制度を支える上で不可欠な消費税率 10％へ
の引き上げ、2020 年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化を見据えて
の財政再建への着実な取り組みが求められており、これらを一体的に成し遂げるため
にも、日本経済は今まさに正念場を迎えている。ＧＤＰの約６割を占める個人消費
が伸び悩む中、動き始めた経済の好循環を確かなものとするため、デフレ脱却・日
本経済再生に向けた施策にスピード感を持って取り組んでいくことが不可欠である。

人口減少・少子高齢化が進展し、地域経済の活性化が待ったなしとなる一方、グロー
バル市場における国際競争はますます激化している。地域の経済を支えるにも、厳し
い国際競争を勝ち抜くにも、基盤となるのは人材である。地域において、女性や若者
が活躍し、活力のある社会を築いていくことが地方創生の鍵であり、世界で活躍する
人材を育成していくことが日本経済発展の礎となる。こうした視点に立って、ここに新
たな提言を取りまとめた。

公明党は、地域に根を張る政党として、生活者の目線に立って地域や現場の声を
大切にしつつ、日本を再生し、明日の日本を全力で切り拓いていく。政府におかれては、
現在改訂中の「日本再興戦略」にわが党の提言を十分に反映させた上で、着実な実
施を強く望むものである。

以下、具体的な提言を行う。

はじめに
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Ⅰ．女性が活躍する社会へ
①男女共同参画社会の実現
○あらゆる分野における女性の参画を促進

「女性活躍推進法案」を今国会で成立させ、「社会のあらゆる分野において、2020 年までに
指導的地位にある女性が占める割合を少なくとも 30％に引き上げる」との目標達成を加速化さ
せるとともに、女性の貧困等を解消し、あらゆる分野における女性の参画がより一層進むよう、
第４次男女共同参画社会基本計画（2017 年～ 2021 年）の策定を推進する。　

○女性技能労働者、女性技術者、女性研究者等の育成支援
女性技能労働者、女性技術者を雇用・育成するためのプランを新たに策定・推進するとともに、

現場で女性技能労働者等が働きやすい環境整備を促進するための支援措置を新設する。また、
女性研究者が子育て・介護等に際して、研究継続できるよう、研究支援員の配置、育休中の研
究活動制限の撤廃、同居支援など在宅勤務導入等両立支援の基盤を構築し、研究システムのあ
り方を見直す。

○女性の能力開発、再就職支援
奨学金制度や教育訓練給付金等を活用し、女性の学び直しや職場復帰を積極的に支援する。

また、女性の学び直しを含む学び支援に関する情報を国として一元化して発信し、広報する。

○女性の起業支援
女性の起業支援（第二創業を含む）を抜本的に拡充する。特に中小企業の資金繰りを支える

信用保証制度を、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）も利用できるようにする「改正中小企業
信用保険法」の成立を受け、社会的課題解決に取り組むＮＰＯ法人を起業する女性に対する支
援を抜本的に拡充する。

また、女性版創業塾を各都道府県に少なくとも 1 カ所設置し、女性起業家が活躍できる基盤
を整備する。また、６次産業化など地域農業の活性化等に取り組む女性や次世代を担う若い女
性の育成等に対するきめ細やかな支援（情報提供や相談窓口の一本化、経営支援等）を実施
する。

②子ども・子育て支援、仕事と家庭の両立支援の推進
○子ども・子育て支援新制度の着実な実施

子育て世帯のニーズを踏まえ、子ども・子育て支援新制度の着実な実施を図る。

○放課後対策を総合的に推進
全ての自治体において、学童保育待機児童問題を解消するとともに、子どもたちが放課後の

安心・安全な居場所を確保するために、放課後子供教室は全ての小学校での実施を目指す。そ
の際、学校施設の余裕教室が積極的に活用されるよう、管理上の責任体制等の明確化に努め、
障がい等により医療的ケア等特別な配慮が必要な児童も地域の放課後児童クラブに安心して入
れるよう、指導員の質の向上や指導員の補助単価の拡充・増員等を図る。

第１章　分野横断的な取り組み
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○幼児教育無償化の推進
幼稚園、保育所、認定こども園など幼児教育の無償化に向けて、待機児童の解消を進めなが

ら、財源の確保と合わせ推進する。

○育児・介護と仕事の両立支援
仕事と育児・介護の両立を支援するために、育児休業制度や短時間勤務制度など、働く女性

や家事・育児を行う男性（イクメン）を積極的に支援する企業への助成・税制優遇措置を大幅
に拡大する。男性の育児参画を促進するために、企業における長時間労働を是正し、男性の育
児休暇取得や出産休暇等に理解が得られる働き方を推進する。介護による離職を防ぎ、さらに、
子育てと介護のダブルケアをしながら仕事を継続できるよう、育児介護休業制度を抜本的に見
直す。

○テレワークによる働き方改革
子育て世代の就労機会の安定と雇用継続のために、時間や場所にとらわれず仕事ができるよ

うテレワークによる働き方改革を推進する。

○日本版ネウボラの設置拡大
妊娠期から出産・産後まで切れ目ない支援を行うために、子育て世代包括支援センター（日

本版ネウボラ）の全国的な設置を推進する。

○不妊治療・不育症への支援
不妊治療・不育症に関する正確な情報提供、専門的で利用しやすい相談体制を強化するとと

もに、助成制度を拡充する。

○子ども等医療費無料化に関する制度の見直し
乳幼児医療費助成等の地方単独事業に対して、国保の国庫負担金や普通調整交付金の減額

調整措置が行われているが、今後、人口減少問題への意欲的な取り組みを促し、国保の財政
運営が都道府県に移行することを踏まえ、見直す。

○子どもの貧困対策
ひとり親家庭が社会的に孤立しないよう、きめの細かい支援を実施するとともに、奨学金や

就学援助費等経済的支援の拡充を図る。
社会的養護については、里親制度の充実を図り、各都道府県において特別養子縁組の推進

体制を整備する。

③女性の活躍の基盤となる女性の健康支援
○「女性の健康包括支援法」（仮称）の早期制定

保健、医療、福祉、教育、労働などの関連施策の連携を図り、女性の健康を総合的に支援
すること等が柱の「女性の健康包括支援法」（仮称）を早期に制定する。

○がん検診受診率 50％を達成
地方自治体における女性特有のがん検診事業の着実な実施により、早期に検診受診率 50％

以上を達成する。
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Ⅱ．若者が活躍する社会へ
①多様な働き方を支援
○企業に所属するだけでない働き方の促進

日本の産業基盤の源泉は若者である。若者が新たな稼ぐ力を生み出せるようオープンイノベー
ションの活発化を図り、研究者や起業家、フリーランスだけでなく企業に所属する若者を巻き込
みながら、多様なバックグラウンドと職能を持つ人々が交流できる場を提供する。そのために経
営者の理解を促し、休暇制度や兼業規定など働き方における環境整備を進める。

○長時間労働の見直し
2020 年までに「週労働時間 60 時間以上」の雇用者割合を５％以下にするという政労使目

標の達成に向け、運輸・流通業（トラック業界等）、医療分野、商業・サービス業（百貨店業界・
コンビニ・スーパー等）、ＩＴ技術者など、長時間労働者の割合が高い業種別に要因を調査・
分析し、必要な対応を促す。

○「ブラック企業」対策
固定残業代をめぐるトラブルや、若者の配置・育成のあり方に課題がある事例も見られること

から、引き続き労働基準法等の違反が疑われる企業等に対する監督指導を強化するとともに、
若者の離職率が高い業種を中心に雇用管理の改善を促進する。

○「わかものハローワーク」等での支援体制の強化
フリーター等の若者が希望に応じて正規雇用で働けるよう、「わかものハローワーク」での支

援を推進し、機能強化と体制整備を行う。

○「地域若者サポートステーション事業」の推進
さまざまな困難を抱えるニートへの支援について、地域若者サポートステーションは不可欠な

役割を果たしており、地域ぐるみの支援拠点として専門的な相談支援を安定的に継続できるよう
推進する。

地方公共団体、教育機関など地域の関係機関との連携や職場体験の充実、卒業者に対する
きめ細かなフォローの全国展開を図る。

○非正規雇用の処遇改善と正規雇用への移行促進
正規雇用と非正規雇用の間の賃金、待遇などの格差を是正するため、「同一価値労働・同一

賃金」に向けた取り組みを進めるとともに、非正規雇用労働者の健康保険、厚生年金のさらな
る適用拡大を行う。

非正規雇用労働者の正規雇用への転換や賃金の増額改定を行った事業者に支払われる助成
金（キャリアアップ助成金の増額）を周知し、有効に活用するとともに、不本意非正規雇用労
働者も含めた雇用の安定化に向け労働者の無期雇用化を図る事業主に対する支援を拡充する。
さらに、社会人等の学び直し機会の充実に取り組む。

○障がいや難病を抱える若者の就労支援
障がいや難病を抱える若者が自立して働ける環境づくりを目指し、福祉・医療・雇用・教育

の連携のもと、それぞれの障がい特性や能力、希望に応じ、きめ細かい就職支援・定着支援
を行う。企業に対しては、2018 年から法定雇用率の算定対象に精神障がい者を追加すること
に伴う障がい者雇用率の引き上げを見据えた支援等を推進する。特に障害者就業・生活支援
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センターの体制強化を推進する。
一般就労が困難な障がい者の所得向上を目指し、障がい者就労施設に対する官公需・民需

の増進を図るとともに、就労継続支援Ｂ型事業所等の経営改善・商品開発・市場開拓や、専
門家の技術指導による障がい者のスキルアップを支援し、工賃の向上を図る。

②学生等の就職を支援
○キャリア教育、インターンシップの導入促進

早期からのキャリア教育を充実させる。特に、インターンシップについては、実施率の目標を
定めるとともに、学生が制度を利用しやすくなるよう、マッチング機能の充実、中小企業の受入
体制整備への支援、多様なインターンシップ形態の導入、不適切な事例が起きないようなルー
ル作りなどの取り組みを加速させ、大幅な拡大を目指す。また、海外でのインターンシップにつ
いても拡充を目指す。

○インターネット活用に伴う問題点と対策の検討
インターネットを活用した就職活動については、大量なエントリーなど企業・学生双方の負担

増につながるとの指摘もあるため、現在の新卒採用活動のあり方による企業・学生への影響に
ついて、問題点を把握し必要な対応を検討する。

○就職活動の解禁時期繰り下げの検証と対応
就職活動の解禁時期繰り下げに伴い混乱が生じないよう、大学・企業と定期的に連携を取り

つつ、テストや卒論などの学事行事の調整、中小企業の就職活動時期との調整、キャリア教育
の充実、未内定者への就職支援など万全の対応を図る。また、採用活動の結果を検証し、就
職活動の早期化・長期化を防ぎ、学生が安心して就職活動を行えるよう必要な対策を行う。

○経済的負担への配慮、地域人材の積極活用
都市部から地方部へのＵＩＪターンの就職活動を行う若者に対する支援をさらに拡充してい

く。また、地方大学等の研究所の活用や、地方大学等における起業家教育、職業実践教育を
推進することにより、地方の産業の高度化や活性化を図る。

○大学等とハローワークの連携、既卒３年間の新卒扱いの促進
学校の中退者、未就職卒業者に対する就職支援情報の提供や、悪質な労働基準法違反を行

う企業等の情報共有を図るため、学校とハローワークの連携を進めるとともに、既卒３年新卒
扱いの普及促進、心理的なサポートも含めた支援の充実を図る。

③地域での活躍を支援
○地域おこし協力隊の推進

※後述（Ⅳ . 人が生きる地方創生）

○若者の新規就農・農業経営力向上支援
青年就農給付金制度などの新規就農者支援や、農業のトッププロを目指し生産性・販売力を

含め農業経営力向上に取り組む若手農業者への支援策をさらに充実する。

○結婚支援（婚活支援）
結婚を希望する若者を応援するために、マッチング支援、情報提供、相談対応など、都道府

県や市町村による地域の実情に応じた支援策を推進する。
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○若者の住宅環境整備
老朽化した公営住宅のリノベーションや中古住宅市場の活性化により、若い世代が住みたくな

るような安価で豊かな住宅環境の提供を推進する。

○低廉・多様なモバイルサービスの促進
携帯電話会社のネットワークを借りて、低廉で多様なモバイルサービスを提供する電気通信

事業者（MVNO）の参入促進を後押しする。

Ⅲ．人材の育成と教育の充実
日本の成長を支えるグローバルな視野で、イノベーションを創出し、地域に活力を生み出す

人材が求められており、人材育成機能の強化、人材のグローバル化に向けた取り組みが重要で
ある。教育の充実は、成長戦略の基盤として役割を果たすものである。

①世界トップレベルの教育を目指した環境整備
○大学改革の着実な実行、イノベーションを支える教育環境の整備

中長期の経済成長を持続的に実現するためには、継続的にイノベーションを生み出す環境を
作り出すことが重要であり、大学の基盤としての「知の創出機能」を最大限に生かす取り組み
を推進しなければならない。機能強化を促す大学改革を推進するとともに、研究力の強化、産
業界や地域などとの連携強化、グローバル化に対応した環境づくりの強化などを図り、さらには
世界と戦える教育力と研究力を有する「卓越大学院」群の形成、高大接続の実現など、これか
らの時代に通用する人材を育成する環境整備を推進する。

また、「実践的な職業教育を行う高等教育機関」の創設など、高い職業意識と技術を身に付
けたプロフェッショナル人材の育成を図る。

○グローバル化等に対する人材力の育成強化
小学校における英語教育実施学年の早期化、および小・中・高を通じた英語教育の強化を

図るとともに、高校段階ではスーパーグローバルハイスクールおよびスーパーサイエンスハイス
クールや科学の甲子園のさらなる推進、大学段階ではスーパーグローバル大学創成支援など、
グローバル化に対応できる人材の育成を推進する。

○即戦力となるグローバル人材の育成
海外の日本人学校等における海外子女教育の充実を図り、将来、グローバルに活躍すること

が期待される、世界との掛け橋として即戦力となるグローバル人材の育成を推進する。そのた
めに、子どもたちが安心して学べるよう在外教育施設における安全対策の実施と、質の高い教
育を受けられる環境整備を行う。

○人材育成の基盤となる教職員等指導体制の充実
これからの時代に対応できるよう、従来の一方的に教えられる受け身の授業から、子どもたち

が課題解決へ主体的・協働的に学ぶ授業（アクティブ・ラーニング）への転換を進めなければ
ならない。そのため、少人数学級、チーム・ティーチングなどを実施できるようにする教職員の
配置など指導体制の充実を図るとともに、教員は授業に集中し、多様な課題には専門性を持っ
た人材が対応できるようチーム学校を推進する。
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②奨学金等の充実
意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況などにかかわらず、希望を持って学べるようにする

ために、大学等の授業料減免を拡充するとともに、奨学金については「有利子から無利子へ」の
流れを一層加速させ無利子奨学金を拡大、マイナンバー制度の導入を前提に現行より柔軟な所
得連動返還型奨学金制度の導入や、給付型奨学金制度の創設を目指す。

また、高校生等が安心して教育を受けられるよう、「奨学のための給付金」を継続するとともに、
第１子への支給額の拡充を図り、私学で学ぶ児童・生徒・学生に対する低所得層対策（経済的
支援）を検討・実施する。

さらに、例えば法医学・病理学分野など担い手が不存在となると社会の機能が失われる分野を
目指す学生に対する奨学金制度の創設を検討する。

③多様な教育機会の確保と ICT を活用した教育の推進
○多様な教育機会の確保

社会人などが学び直しできる環境を充実させるため、大学における学び直し機能の強化、公
立夜間中学の全都道府県への設置を推進すべきである。また、特別支援学校を充実し、発達
障害特に自閉症の子らの疾患特性に対応した学びの場を整える。さらに不登校の子どもたちな
どが通うフリースクール等への公的支援を検討する。

一方、社会の変化の中で、子どもたちの豊かな成長に欠かせない、人や社会、自然などと
直接触れ合うさまざまな体験の機会が減少しており、多様な体験活動の充実が求められている。
自然体験や本物の文化芸術、障がい者芸術に触れられる機会を拡充するため、体制や環境の
整備を推進すべきである。さらに、子どもたちが屋外で遊ぶ楽しさを満喫したり、スポーツを楽
しむ場を増やすことは、心身共の健康に寄与し、基礎体力の向上にもつながるものであり、公
立小中学校の芝生化を進めるなど環境を整備する。

○ ICTを活用した教育の推進
ICT を活用した学びを推進するとともに、教員の ICT 活用指導力の養成や ICT 支援員の配置

を充実させる。
また、離島や過疎地等の生徒に対する教育機会の確保、不登校や療養中など特別な支援が

必要な生徒に対する個別学習ニーズへの対応を可能にするなどの利点がある ICT を活用した遠
隔教育について、教育の質を確保しつつ実施できるよう、具体化へ検討を進める。

さらに、「デジタル教科書」導入については、教科書自体のあり方、子どもたちにとって望ま
しい使い方、授業のあり方など、教育上の効果や課題などについて検討する。

また、特別支援教育において、障がいの特性に応じた教科の指導法を進めるため、ICT や科
学技術を取り入れ、一人ひとりに適切な機器やプログラムの使用を促進するとともに、デイジー
教科書をはじめ ICT を活用した教科書や教材の導入を積極的に進める。

　　

④留学生交流の戦略的な推進
政府は海外留学の倍増（2020 年までに 12 万人）を図ることを目標としているが、意欲と能力

のある若者に海外留学の機会を与えるため、国として海外留学への経済的支援を拡充させるとと
もに、官民協力による海外留学支援の着実な実施（トビタテ！留学 JAPAN）などにより、目標を
確実に達成すべく取り組みを強化する。また、留学経験のある人材を求める国内企業等とのマッ
チングを整えるべきである。さらに 2020 年までに「留学生 30 万人計画」の着実な実現に向けて、
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優秀な外国人留学生を確保するため、宿舎や交流スペースなど生活環境の整備を図るとともに、
学生の交流機会の創出や就職支援など受け入れ環境の整備を強化する。

⑤教育環境の質的向上と安全・安心の確保
教育現場の安全・安心を確保するため、「セーフティ・プロモーション・スクール」（大阪教育

大学が創設した、安全な教育環境整備に取り組む学校を認証する制度）を推進する。
一方、老朽化が進む公立学校施設については長寿命化対策を実施し、公立学校より遅れてい

る私立学校の耐震化を促進するなど、子どもたちが安心して学校生活をおくることができるように
する。

さらに、スクールガードリーダーの推進など、通学路の安全対策に万全を期す。

⑥ＩＴ人材（セキュリティ、データサイエンティスト）の育成
世の中にあふれる大量のデータから意味のあるデータを選別し、意思決定者に伝え、データを

用いた新たなサービスを作り出せる人材である「データサイエンティスト」を育成する。
また、高度化するサイバー攻撃に対処しダメージコントロールができる人材の育成を行う。

⑦外国人材の育成と活用
日本経済の持続的成長を支える担い手として外国人の育成と活用を強化するとともに、日本社

会における外国人人材の受け入れ体制の改善や、活躍する外国人の人権の保護強化に努めるべ
きである。

具体的には、高度外国人人材の受け入れのさらなる促進、介護福祉士等の国家資格を取得し
た外国人留学生に対する在留資格付与の拡充、国家戦略特区内における外国人人材の活躍推進、
外国人技能実習法案（現在、国会提出中）の早期成立を通じて管理監督体制の抜本強化を図る
とともに受け入れ枠と期間を拡大すること等、を推進する。

Ⅳ．人が生きる地方創生
公明党は、国が進める「まち・ひと・しごと創生」に係る多くのメニュー事業の中で、①地

域しごと支援事業②都市農村交流事業③奨学金を活用した大学生等の地方定着促進事業④子育
て世代包括支援センターの整備事業⑤中山間地域における小さな拠点形成事業について重点的
な取り組みを進めてきたところである。今後、公明党のネットワークを活かして「地方人口ビジョ
ン」や「地方版総合戦略」の策定などを通じて、それぞれの地域の実情に即した活気ある温か
な地域づくりを積極的に進めていく。

①地方居住の推進
○地方への人の流れ

国の「移住・交流情報ガーデン」と連携する「地域しごと支援センター」を全国的に展開し、
しごと情報や生活情報等を一元的に収集・提供する体制を整備する。また、地方への移住促進
のため「全国移住ナビ」などネットを活用した総合的な情報提供を進める。

こうした体制を整備し、おためし雇用、おためし居住、二地域居住やＵＩＪターンの取り組
みなどを通じて地方居住を進める。さらには、空き家活用を促進し地方への定住を図る。

○地域おこし協力隊などの取り組み
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都市地域から地方移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしを進
める地域おこし協力隊の取り組みを全国的に進め、2016 年度までに 3,000 人の協力隊員を目
指す。集落支援員、復興支援員制度などと併せ、地方創生の人材の確保を図る。さらに、地域
しごと支援事業等を活用し地域定着を図る。

○都市農村交流事業の展開
都市と農山漁村との多様な交流を推進し、観光・教育・福祉等と農業の連携の下、農山漁

村の活性化と地方への滞在・移住・定住を進める。子ども滞在型農山漁村体験教育などの取り
組みを飛躍的に進め、貸出農園の整備などグリーンツーリズムの受入促進を図る。

○結婚・妊娠・出産・子育て支援の強化
若い世代の就労、結婚、出産、子育てを支援する社会経済環境の構築を図る。そのため妊

娠期から子育て期の支援を行うワンストップ拠点として「子育て世代包括支援センター」の整備
や各自治体が取り組む結婚相談事業や多子世帯支援事業、乳幼児医療費助成事業などへの支
援を強化する。

○奨学金を活用した地方人材の確保
それぞれの地域に必要な人材を確保するため、地方大学等への進学、地元企業への就職や、

都市部の大学等から地方企業への就職を促進するため奨学金制度を活用した仕組みを全国的
に整備する。

②安心の地域づくり
○連携中枢都市圏形成の促進

各自治体の広域連携を進め、これまでの定住自立圏や地方中枢拠点都市圏の取り組みをさら
に発展させ、地方自治法に基づく連携協約も活用し、圏域全体の経済成長を図り、高次の都市
機能の集積や生活関連機能サービスを向上させる連携中枢都市圏の形成に取り組む。 

○コンパクトシティ・プラス・ネットワーク、中心市街地の整備
人口の高齢化が進む大都市部においては、コミュニティの再生や住みやすいまちづくりのため

コンパクトシティの整備、地域公共交通ネットワークの再構築・活用を進めるとともに、中心市
街地の活性化を図る。

○小さな拠点（コンパクトビレッジ）の整備
中山間地域等においては、基幹となる集落に、機能・サービスを集約化し、周辺集落とのネッ

トワークを持つ「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の整備を進める。

○分散型エネルギーインフラプロジェクトの推進
電力小売り自由化で新たに地域に開放される市場を地域経済拡大の起爆剤にするため間伐材

など地域資源を生かした分散型エネルギーインフラの導入を進める。このため、自治体主導に
よるマスタープランの作成を支援する。（全国 100 カ所のインフラ整備を目指す）

○日本版 CCRCの取り組み
健康時から、仮に要介護状態になった場合にも、同じコミュニティで暮らし続けられる住宅を

用意するなど、大都市圏の高齢者が移り住み、アクティブに生きがいをもって生活できる安心の
まちづくりを進める。高齢者や学生等が多世代交流、ボランティア、農作業、住民自治などを
行いながらまちづくりを進める大学連携型 CCRC などの整備を進める。
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※ CCRC（Continuing Care Retirement Community）＝住民の健康時から終末期まで様々なニーズ
に応じて居住・社会参加・生涯学習・生活支援・介護・医療看護などのサービスを総合的に提供す
る地域

③雇用・しごとの創出
○地域しごと支援事業などの推進

地域における産業や環境、人材等の特性を活かしながら、産業集積を行い、それに伴う生活
産業の形成によってまちづくりが成されるよう、地域が必要とする人材の還流、育成、定着を支
援する。

地域の特性を活かして雇用創造効果、波及効果が期待できる分野の雇用対策事業を実施す
る実践型地域雇用創造事業の展開や、ひと・しごとの好循環を生み出す地域しごと創生プラン
の取り組みを進める。

さらに、地域の資源と資金を活用し雇用吸収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを図るた
め、ローカル 10,000 プロジェクトの推進を図る。

○プロフェッショナル人材の確保・創業支援の取り組み
大都市の 30 代、40 代の民間プロフェッショナル人材を地方の中堅・中小企業が受け入れる

ことのできる仕組みを導入する。おためし就業などの助成などきめ細かな支援を実施するととも
に、民間人材斡旋業者と地域金融との連携による人材のマッチングを進める。

域内型のふるさと事業の創業や第二創業を促すため、地域創業サポートセンターの設置や地
域創業者ネットワークの構築、地域創業の基盤整備などの取り組みを進める。

○ふるさとテレワークの推進
地方に整備したサテライトオフィス／テレワークセンターを拠点に、都市部の企業が人を派遣

または移住させ、都市部の仕事を地方でも都市部にいるのと変わらずにできる「ふるさとテレワー
ク」の環境を構築する。また、雇用形態にとらわれず、個人事業主やフリーランサーが都市部
の仕事を受注できるようマッチングの体制整備を行い、企業の地方移転・地方進出のための足
がかりとなる取り組みを進める。

○政府関係機関、企業の地方移転の推進
東京の一極集中を是正するため、地方自治体の提案を受けて政府関係機関、研究機関など

の地方移転を推進する。また、地方での安定した良質な雇用の確保を図るため、本社機能の移
転・新増設を行う企業に対して、支援措置を進める。

④まち・ひと・しごと創生の継続的取り組み
まち・ひと・しごと創生本部における各府省の事業・予算の効果的・効率的運用を図る。

2016 年度からの新型交付金については、各自治体の総合戦略が着実に進むよう必要な財源を確
保するとともに、国の支援に当たっては、KPI を重視した PDCA サイクルによる重点配分を行う。
また、地方財政対策として創設された「まち・ひと・しごと創生枠」との整合性に留意し、役割
分担を明確にする。

Ⅴ．ICTの活用
ICT（情報通信技術）は多くの社会課題を解決するための重要なツールであり、わが国の成長
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エンジンとして、あらゆる産業や分野に幅広く浸透し、これまでも大きな成果を生み出してきた。
マイナンバー制度の導入やパーソナルデータの利活用を図る個人情報保護法改正も踏まえ、世
界最先端のＩＴ国家を目指し、高齢者などに対しても十分な目配りを行いつつ、国民一人ひと
りが等しく ICT 利活用の成果を享受し、「豊かさ」を実感できる社会を実現すべく、ICT の利活
用をさらに一層加速化し、超高齢化社会における ICT 利活用モデルを世界に先駆けて構築する。

①通信・放送・郵便事業の海外展開支援
通信・放送・郵便サービスや防災などに関する日本の高い技術力を生かし、インフラ整備・運

営や放送コンテンツ、人材教育・技術提供などを一体化したパッケージとして、アジアなど需要
のある海外へ普及・展開する事業を支援し、国際競争力を強化する。

②４Ｋ・８Ｋを活用した新たなサービスの実現
2018 年に、高精細で臨場感ある映像を提供できる４K・８K テレビの実用放送を実現する。チャ

ンネル数の拡大とともに、医療（遠隔診断など）・介護や教育、芸術分野などへの新たなサービ
スの展開を推進する。

※４Ｋ・８Ｋ＝Ｋはキロ（1,000）を意味することから、画面の幅のピクセル数が約 4,000（４Ｋ）、約 8,000
（８Ｋ）の高い解像度に対応する高精細な映像技術を総称することになった。ちなみに現在のフルハイ
ビジョンの映像は２Ｋである

③ ICT の利活用による諸課題の解決（健康・医療・介護、農業、教育等）
ICT を活用し、医療保険者によるデータヘルスに基づいた予防と重症化予防や健康を維持して

受診・投薬が少ない被保険者へのヘルスポイント普及などインセンティブ措置、地域医療の充実
を図る遠隔医療などを推進し、超高齢化社会到来による医療・介護需要増大に対応する。さらに、
高齢者などの自立支援・社会参加を促進するため、センサー技術やロボット技術を活用した、医療・
介護や生活支援サービスなどを推進する。

また、農業分野においては、センサー技術等により得られたデータを活用したスマート農業等
の取り組み推進により生産性向上を図るとともに、教育分野においては、ICT を活用した遠隔教
育による地域人材の育成等を推進する。こうした取り組みにより、諸課題を解決するとともに、地
域の雇用創出や産業活性化を図る。

④マイナンバー制度の利活用
マイナンバー制度の来年１月の運用開始に向け、制度趣旨等の周知を図り円滑な導入に万全

を期す。また、公的身分証明書としても活用できる個人番号カードの普及展開を図るとともに、健
康保険証など公的各種証明書等の機能の一元化を進める。さらに、戸籍事務、旅券事務などの
行政手続のワンストップ化、医療・介護・健康情報の管理・連携などを進めるなど高齢者や社会
的に弱い立場の方も含め、国民一人ひとりが利便性や効率化した社会を実感できるよう、個人情
報の保護及びセキュリティ体制の強化を図り、マイナンバーの利用範囲拡大や制度基盤の検討を
進める。

⑤ IoT（モノのインターネット）の進展
コンピュータやスマートフォンなどの情報・通信機器だけでなく、自動車、家電、ロボットなど

のあらゆる機器、すべてのモノがインターネットにつながり、産業全体の効率化や生活の利便性
向上が期待される IoT（Internet of Things）の時代に向け、産学官連携の研究開発体制を構築し、
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生成される膨大な量のデータ、情報の分析・活用により新たなイノベーション創出を図るための
人材育成に取り組む。

また、必要な制度や環境の整備を行い、セキュリティ品質の高い製品やサービスを提供する新
産業の創出や関連産業の育成を実現し、安全な IoT 社会の形成に向け、わが国が世界経済をリー
ドすることを目指す。

⑥公共データのオープン化
政府や地方自治体等が有する膨大な情報をオープンデータとして公開し、広く利活用できる基

盤の整備を進める。オープンデータによる行政の透明化のみならず、地域のデータを活用した地
域向けの新たな民間サービス創出の IoT 支援に取り組むことで、住民の利便性の向上を図る。

⑦「超スマート社会」に対応する取り組みの強化
情報通信環境の変化により、インターネット上にサイバー空間と呼ばれる仮想的な空間が出現

し、現在、サイバー空間の活動や判断が現実社会に大きな影響を及ぼす新しい社会に移行しつ
つある。

この状況に的確に対応し、新しい価値やサービスを生み出すことによる経済好循環を実現する
「超スマート社会」を創出するため、「ロボット新戦略」なども踏まえつつ、革新的な人工知能や
IoT、ビッグデータ技術など分野を超えた融合を実現する次世代プラットフォームの整備、関連す
る研究開発及び人材育成を進める。同時に、必要となる社会制度の検討を行う。

Ⅵ . 中小・小規模企業施策
日本経済の活力の源である中小・小規模事業者の潜在力を最大限引き出すべく、先進的な研

究開発、販路開拓・人材確保、生産性向上、海外展開等に向けた一体的な支援を通じてイノベー
ションを促進するとともに、事業承継の円滑化、取引価格の適正化、資金繰り支援等を通じて、
全国 385 万の中小・小規模事業者の経営を支援し、地域経済の好循環を中小・小規模企業から
力強く興していく。

また、支援施策を十分に浸透させるべく、ポータルサイト「ミラサポ」等の事業者への周知・
普及に努め、さらなる支援体制の強化・拡充を目指す。

①販路開拓・人材確保支援
○販路開拓に向けた支援

販路開拓に向けて取り組む小規模事業者の創意工夫を後押しする小規模事業者持続化補助
金を継続・拡充するとともに、商工会・商工会議所による伴走型の支援や、「よろず支援拠点」
による支援を通じ、中小・小規模事業者の販路開拓を力強く後押しする。また、市区町村が中
心となった取り組みを促し地域産品の販路開拓に向けた支援を強化するなど、地域資源を活用
した商品・サービスの販路開拓に取り組む中小・小規模事業者に対する支援を拡充する。

○人材確保に向けた支援
地域経済活性化と地域経済・雇用を支える中小・小規模事業者の成長・持続的発展は表裏

一体である。人的資本に寄るところが大きい中小・小規模事業者が必要とする優秀な人材の確
保を支援するため、地域の中小・小規模事業者に地域内外の大企業ＯＢや主婦、若者等の多
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様な人材を紹介し、マッチングや就業後の定着までの一貫支援を行う地域中小企業人材バンク
事業を継続・拡充する。特に、地域の活力を維持するため、都市部から地域への継続的な人
材還流を促しながら、地域の中小企業の人手不足を抜本的に解消する。

②中小サービス業の生産性向上
○優れたサービスの普及・拡大

商工会・商工会議所やよろず支援拠点等の中小企業支援機関による経営支援や、ＩＴ利活用・
中小小売業のネットワーク化の促進、経営課題及び解決策の見える化と、その普及を促進する
とともに、サービス品質に関する規格認証制度の創設等を通じて、地域の中小サービス事業者
の生産性向上を図る。

○サービス発信地としての商店街活性化
空き店舗の積極的な活用など、先進的な取り組みを行う商店街を支援し、地域住民、自治体

等と連携しながら、全国の商店街を中小サービス事業者のビジネスの苗床及び住民の生活・交
流等を支える地域コミュニティの担い手として再生・活性化する。

○ＮＰＯ等非営利法人の活動支援
社会的課題に取り組むＮＰＯ等の事業活動を支援していくため、ＮＰＯの設立・運営を支援

する中間支援団体の育成、能力向上を図るとともに、中間支援団体、地域金融機関・事業者
等に対し、ＮＰＯ法人等への融資事例や成功モデルの周知・普及に努める。また、ＮＰＯ法
人等の資金調達の手法として、社会貢献型投資（ソーシャル・インパクトボンド）の活用を拡
大するとともに、預金者の権利や使途に十分留意の上、休眠口座資金の活用についても積極的
に検討し、ＮＰＯ法人等の資金調達やサポート体制に万全を期す。

③創業支援体制の強化
開業率の向上、なかんずく地域における創業を促進するため、市区町村と創業支援事業者（商

工会、商工会議所、地域金融機関等）による創業支援体制のさらなる整備を図る。また、女性
や若者などによる創業・第二創業を全面的に支援するため、創業スクールの拡充をはじめ、情報
提供、金融支援、経営相談等のきめ細かなサポートを強化する。

④中小・小規模事業者の海外展開支援
アジア等の新興国の成長市場を取り込むべく、中小企業に対する海外現地でのワンストップ支

援体制の整備を促進するとともに、地域の産品や技術を活かして世界に通用するブランドを育成
する取り組みを引き続き強力に支援する。また、国内外の専門家による海外展開のための市場調
査、商品開発、販路開拓への支援や、国内外の支援機関のネットワーク化等を通じ、中小企業
の海外展開に向けた環境整備を促進する。

⑤事業承継の円滑化対策
後継者不在の中小企業と事業引継ぎを希望する企業とのマッチングを図る「事業引継ぎ支援セ

ンター」を早期に全国展開するとともに、個人事業主の事業用資産に対する相続税の軽減措置の
拡充など、事業承継支援策のさらなる強化を検討する。また、事業承継を契機とした既存事業か
らの撤退や第二創業を促進し、経済の新陳代謝を図る取り組みを支援する。
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⑥取引適正化・資金繰り支援強化
○取引の適正化　

経済の好循環拡大に向け、政府として経済界による総合的な取り組み（賃金上昇に向けた最
大限の努力、価格転嫁への協力等）を促すとともに、業種ごとに策定されている下請取引ガイ
ドラインに沿った大企業の適正な取り組みの促進、公共工事品質確保法に基づくダンピング対
策の強化、下請代金法等に基づく厳正な監視・取締りを強化する。

○資金繰り支援の強化　
原材料・エネルギーコスト高などの影響を受け、資金繰りに困難を来たす事業者に対する支

援を行うため、引き続き中小・小規模事業者の返済条件緩和に配慮するとともに、経営支援を
含む手厚い資金繰り支援を実施する。

○下請け企業の取引力強化　
海外の事業者などとの厳しい競争環境に直面している中小・小規模事業者の取引力強化に向

け、下請事業者の取引先の多様化に向けた支援の充実や、組合やボランタリーチェーン（小売
事業者の連携）といった制度の利活用を促進する。

○受注機会の確保・拡大　
中小・小規模企業の市場の確保と信用力向上のため、官公需法の改正を含む中小企業需要

創生法を早期に成立させ、中小・小規模企業の官公需における受注機会を確保し、特に創業
間もない事業者の受注機会を拡大する。
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第２章　分野ごとの取り組み

Ⅰ．文化芸術・スポーツ・観光振興
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て
○オリンピック・レガシーの創出に向けた取り組み

近年のオリンピックにおいて、開催都市や国に多くの分野でポジティブな影響をもたらす「オリ
ンピック・レガシー（遺産）」を創出することが重要テーマになっており、2020 年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会においても、施設やインフラだけなく社会の変化ももたらすレガシー
創出を目指す。まずは、リオ五輪の直後、来年秋に予定されているキックオフイベント「スポーツ・
文化・ワールド・フォーラム（仮称）」を大成功させ、ムーブメントを国際的に高めるべく、国を
挙げて取り組む。

あわせて、オリンピック精神を学ぶなどオリンピック・パラリンピック教育を全国展開し、特に
パラリンピックを契機とする人々の意識改革、共生社会の実現を推進する。

○スポーツ立国の実現
トップアスリートの国際競技力の向上によって「魅せるスポーツ」の振興が期待され、大会開

催などスポーツ資源を活用した地域の活性化は経済活性化につながる。戦略的な選手強化に取
り組むとともに、対象競技の拡充を推進し、ナショナル・トレーニングセンターや国立スポーツ
科学センターの機能強化を図るなど、スポーツ医・科学、情報を活用したアスリート支援を実施
する。さらに、パラリンピック・アスリート養成のためのナショナル・トレーニングセンターを新設、
ハード・ソフト両面からバリアフリー整備を加速化させる。

あわせて、スポーツを通じた健康で活力に満ちた長寿社会の実現を目指し、スポーツ振興くじ
のさらなる活用を図り、国立競技場をはじめスポーツ施設の改修・整備を進める。また、途上
国のスポーツ環境の整備やスポーツ医・科学研究の推進を図るための中核拠点を構築するなど
スポーツを通じた積極的な国際貢献も行う。

○「文化プログラム」の全国展開と文化力の基盤強化
オリンピック憲章に則り、2016 年リオ五輪後から 2020 年に向けての４年間にわたり、東京

のみならず津々浦々で、全国の自治体や文化芸術団体とも連携し、地域の文化芸術イベント等を
「文化プログラム」として大々的に展開し、国内外へ積極的に発信していく。また、文化芸術に
よる地域の活力創出を目指し、地域自らが伝統文化の発信に戦略的に取り組むための体制・基
盤整備を支援するなど、「文化芸術立国」実現への基盤を構築・強化する。

②成長分野としての文化芸術の振興
○文化芸術への投資

わが国の有形・無形の文化財や芸術文化は、世界に誇るべき「国力」である。これらをわが
国の重要な基盤の一つとして整備、振興し、世界へ発信していくことは、日本経済の発展のため
に不可欠な投資である。

このため、文化関連予算の拡充を図るとともに、日本固有の実演芸術作品の創作・公演等を
促進する助成制度の創設、料理、製菓、理美容など生活文化分野での「最優秀職人（仮称）」
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認定制度の創設、国際的な専門人材ネットワーク形成のための「実演芸術連携交流センター（仮
称）」の創設、国公私立文化施設の機能強化、子どもたちの文化芸術体験機会（学校公演）や
伝統文化親子教室事業の大幅拡充など、文化政策を推進する。

また、国際的な文化交流基盤として在外公館の機能を強化するとともに、わが国の豊富な伝
統文化を発信する「和の空間」の創設や、メディア芸術を含む文化芸術の創造・発信、現代アー
トなどの世界的展開、ポップカルチャー分野をはじめとする文化人・芸術家の海外派遣を進める。

○文化財の活用
かけがえのない文化財の保存・活用・継承に取り組むとともに、地域の文化財を活用した地

域活性化の取り組みを推進すべきである。例えば、世界文化遺産の活用や、地域に点在する有
形・無形の文化財をパッケージ化した「日本遺産」の認定とその活用を支援することは、国内
外の観光客獲得に大きく貢献するとともに、文化財の保存・活用にもつながる。

さらに、世界遺産登録推薦を見据えた文化財指定の取り組みをさらに強化すべきである。また、
世界に大きく遅れをとった水中考古学分野は、わが国において一つしか文化財が指定されてお
らず（鷹島神崎遺跡～元寇沈船～）、取り組みを推進する。

③訪日外国人 2,000 万人を目指しての戦略的取り組みおよび受入環境の整備
○クールジャパン戦略の推進、地方への誘客と新たな季節の需要創出

クールジャパン支援機構、現地の日系企業や政府関係機関等とコンソーシアムを形成し、あ
らゆる日本ブランドの良さの発信と売り込みを直接的で強力なプロモーションを展開する。

広域観光周遊ルートの形成と海外への発信を通じた地方への訪日需要の開拓を進めること。
地方空港への LCC 等の新規就航等を促進するとともに企画乗車券を利用した鉄道の旅や道

の駅を利用するドライブ観光の魅力を積極的に発信する。
また、閑散期である冬や雪の魅力をＰＲすること等により、新たな訪日シーズンの創出・定

着を図る。
未来を担う若い世代の訪日促進のため、文科省の実施する学校関係者の招請等を図る「2020

年 10 万人プログラム」と連携し、訪日教育旅行を積極的に誘致する。
これまで、外国人旅行者に充分その意味を伝えることができていない、文化財をはじめとする

日本の文化・歴史等の魅力を、ICT 技術を活用し、多言語で分かりやすく伝える。 また、「言
葉の壁」をなくしグローバルで自由な交流を実現するための多言語音声翻訳システムの普及展
開を図る。

○地方での万全な受入態勢の整備
「訪日外国人旅行者 2000 万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会」を活用し、空港容

量、貸切バス・宿泊施設の供給確保、空港・港湾の CIQ（税関＝ Customs、入国管理＝
Immigration、検疫＝ Quarantine）体制の充実、外国人旅行者の国内各地への移動の円滑化
のための交通系ＩＣカードの導入、レンタカー利用環境の改善を含む二次交通の利便性向上、
主要観光地のターミナルにおける多言語対応と移動ルートの切れ目ないバリアフリー化や外国
人に理解しやすい地名表記・地図記号の普及、無料 Wi-Fi 環境の整備、海外対応 ATM 等のサー
ビスを提供する「道の駅」の拠点化等々、地域における現状と課題をきめ細かく把握し、必要
な手立てを迅速に講じる。

国と地方が連携し免税カウンターの地方への飛躍的拡大、個人属性に応じた情報提供の実現
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を可能とするデジタルサイネージの普及展開、セキュリティの配慮や利用開始手続きの簡素化・
一元化による利便性の向上を含む無料公衆無線 LAN 環境の整備・拡大（観光情報、災害情報、
避難誘導等を含む）など、先手を打った計画的な受入環境整備を進める。

※デジタルサイネージ（電子看板）＝デジタル技術を活用して、画面やプロジェクタなどに映像や情報
を表示する媒体のこと。カメラと顔認識技術を搭載して性別や年齢を瞬時に判断し、視聴する人に合っ
た映像を映し出すことも可能になっている

④魅力ある観光地域づくりと観光消費の拡大
○クルーズ活性化、鉄道による移動の利便性向上

国内外のクルーズ船社等の要望を踏まえ、フライ＆クルーズの促進、クルーズ船の寄港促進
による地域活性化等々、クルーズ振興を図る。

より魅力的な広域周遊型の企画乗車券の開発・導入や海外発行クレジットカードでＩＣカー
ドを購入できるようにする。

全国各地の魅力ある観光資源を掘り起こし、「日本ブランド」として磨き上げ、日本の魅力を
効果的にＰＲする放送コンテンツの海外展開などを通じて、海外へ強力に発信する。

○観光消費拡大、地域活性化プログラム、整備新幹線
地域産品や伝統工芸品に触れ、買い物を楽しめる地域の魅力あるショッピングエリアを巡る

コースを地方ブロックごとに作り上げ、発信する。また、クルーズ埠頭における臨時の免税店で、
地域の農産物・食品等の購入を促進する。

整備新幹線については、本年１月の政府・与党申し合わせにより前倒し開業が決まった北海
道新幹線（新函館北斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）及び九州新幹線（武雄温泉・
長崎間）の整備を、着実に進める。

また、空港アクセスを含めた首都圏空港等のさらなる機能強化等を含め、国際都市としての
生活・ビジネス環境の本格整備のための都市の再生や都市機能の向上に係る取り組みを推進す
る。

Ⅱ．科学技術、ロボット、宇宙・海洋開発
①科学技術・イノベーション体制の確立
○若手研究者、女性研究者の活躍促進など科学技術イノベーション人材の充実と挑戦の機会の拡大

科学技術イノベーションは「人」によって興される。科学技術イノベーションに適した環境の
創出を実現するためには、多様で意欲的な人材の「挑戦」を促すとともに、分野や組織、国境
を超えて人材が切磋琢磨する機会を提供しなければならない。しかし、多くの若手研究者は任
期付雇用により一定の流動性があるのに対し、シニア研究者の流動性は低く、「流動性の世代
間格差」とも言うべき状況が発生している。このため、若手大学教員に対して自立した教育研
究環境を提供し、構成で透明な人事評価を経て任期なし（テニュア）教員として採用する「テニュ
アトラック制」、混合給与によって複数機関に在籍可能とする「クロスアポイントメント制」、卓越
した研究者が安定的なポストに就きながら産学官の機関や分野の枠を越えた活躍を可能とする

「卓越研究員制度」、起業家マインドを醸成するための「アントレプレナーシップ教育」などの
取り組みを進める。キャリアパスの多様化も重要であり、大学等は民間企業等と連携しつつ、若
手や大学院生を対象としてアントレプレナーシップ、起業ノウハウ等を習得する人材育成等の取
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り組みを進める。

○オープンイノベーションを加速する産学官共創の場の構築
オープンイノベーションの取り組みが本格化しつつあり、産学官連携にはスピード感が重要。

大学や国立研究開発法人等に産学官の「共創の場」を構築するなど、イノベーション創出の新
しいシステムを構築する。

○大学発ベンチャー等の創業の強化
スピード感を持った産学官連携を進めるため、研究開発型の中小・中堅企業やベンチャー企

業への支援をさらに強化する。特に、民間人材を活かしつつ、新規市場を開拓する可能性を持
つ技術の事業化を目指した研究開発、人材育成の取り組みや知的財産等の集約・強化の取り
組みを一体的に進め、大学発ベンチャーの創業及び成長を支える。

○大学等における研究開発体制の強化
人材を育成し、イノベーションの源泉となる多様で卓越した「知」を生み出す大学の役割は

重要である。
国立大学に所属する若手研究者など意欲ある研究者が、安定した環境で研究活動を行うこと

ができるよう、人事・給与システムの弾力化を含めた国立大学法人改革をさらに推進する。これ
まで「受け身」であった大学の意識を改革し、大学の教育研究基盤を強化するため、自己収入
拡大や外部資金獲得等を促す。そのため、企業との連携に向けた取り組み等を積極的に評価す
る仕組みを導入するなど、大学と企業との本気の共同研究の拡大を進める。また、世界水準の
教育研究を担う大学における卓越した大学院博士課程の形成を進める。

イノベーションの源泉となる学術研究と基礎研究について、挑戦性・総合性・融合性・国際
性等の現代的な要請に応える改革を進めつつ、充実を図る。このような研究資金制度改革を大
学改革と一体的に進めるとともに、研究設備等の充実・強化を戦略的に進める。

○国立研究開発法人の機能強化
2015 年 4 月から研究開発成果の最大化を目的とする国立研究開発法人制度が開始された。

この国立研究開発法人の機能を強化し、イノベーション創出を加速する。特に、世界トップレ
ベルの成果の創出が期待される国立研究開発法人は、特定国立研究開発法人として特別の措
置を講じる制度を創設し、強化を図る。また、国立研究開発法人を中核に、人材・技術等を糾
合するイノベーションハブの構築等により、国家戦略に基づいた研究開発を進め、技術シーズ
創出力を強化する。

○世界トップの「科学技術イノベーション立国」に向けた施策の強化・推進
競争的資金の大幅な増額を図るとともに、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、革新

的研究開発推進プログラム（ImPACT）等の施策の戦略的な推進を図り、世界トップの「科学
技術イノベーション立国」を目指す。2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を「ショー
ケース」とし、わが国の研究開発の成果の国内外への発信体制の充実を図る。さらに、総合科
学技術・イノベーション会議は、同会議の事務局体制を強化するなどを通じ、司令塔機能の向
上及び発揮の促進を図る。

○戦略的な標準化の推進
官民が連携して、戦略的な標準化の取り組みを進め、わが国の優れた技術・製品の国内外

への普及を促進する。標準分野の専門家育成や、国内の認証基盤の整備を図り、積極的に国
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際標準を獲得する。また、新設された「新市場創造型標準化制度」等を活用し、中堅・中小
企業の優れた技術・製品に対し、案件発掘から標準策定までの支援体制や JIS マーク認証や第
三者試験機関の評価体制を整備する。

○長期的な国の成長の原動力となる国家戦略コア技術の推進
長期的な国の成長の原動力となりうる国の存立基盤となる基幹技術のうち、民間主導では研

究開発を進めることが困難なものを国家戦略コア技術（海洋資源調査・開発技術、次世代衛星
技術、次世代航空機技術、自然災害観測・予測・対策技術、サイバーセキュリティ技術等）と
して位置付け、国主導で研究開発を推進する。

○福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想の推進
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の着実な実施と福島浜通りの地域経済の再生を図る

ため、ロボット研究・実証拠点の整備を進め、災害対応力向上拠点の形成へと繋げていく。ま
た、新たな産業基盤の構築と浜通りの復興をリードする人材を育成すべく、産学官共同研究室、
大学教育拠点、技術者研修拠点、情報発信拠点の整備が必要である。さらに環境・リサイクル
事業の実証プロジェクト等に取り組み、環境・リサイクル産業の創出・集積を推進する。

農林水産業分野においても、ICT やロボット技術を活用したスマート農業、大規模生産等の
合理化農業、環境制御型施設園芸、非食用作物（花卉、種苗等）の拡大、県産材の新たな需
要創出（CLT、木質バイオマス等）、水産研究拠点整備等を推進する。

○地域発の科学技術イノベーション創出に向けた取り組みの強化・推進
地域発の科学技術イノベーション創出に向け、オープンイノベーションの手法を取り込み、目

利き人材によるシーズ・ニーズの産学官マッチングを強化する。また、地域の将来ビジョンに基
づき、地方自治体、大学、企業等が連携する拠点形成を進めるともに、大学のシーズを核に、
大学改革を通じた地域イノベーションの創出を加速する。

○次期科学技術基本計画における投資目標の設定
イノベーションが絶え間なく興る国を造るため、産学官との共働を加速する必要がある。政府

は、その基盤となる基礎研究や人材に対する投資を継続することが重要である。このため、第
５期科学技術基本計画においても、政府研究開発投資の対 GDP 比１％確保を基本として、明
確な投資目標（第４期科学技術基本計画は総額約 25 兆円）を設定する。

②ロボット産業の戦略的育成と支援強化
成長をけん引する新たな産業としてロボット産業を戦略的に育成・強化する。
政府の「ロボット新戦略」（2015 年１月 23 日発表）に基づき、今後５年間で 1,000 億円超

の官民投資を投入し、ロボット関連市場を現在の４倍（2.4 兆円）に拡大することを目指す。また、
ロボットを利活用する分野として、製造・サービス、介護・医療、農林水産、インフラ・災害対応、
資源探査、宇宙開発等を中心に据え、財政的支援と規制改革等の支援を強化する。

日本を世界一の「ロボットイノベーション拠点」とするために、福島県内に設置されるロボット
開発実証・実験区域を成功させるとともに、2020 年には「ロボリンピック（ロボットのオリンピック）」
の開催を実現する。

※注：ロボットによる国際競技会であるロボリンピック（米国ロボット工学協会主催）は 2004 年 3 月、
サンフランシスコで開催され、11 カ国、414 台のロボットが参加。日本は金５銀５銅５のメダルを獲得。



確かな経済の好循環へ〜成長戦略2015

− 23 −

③宇宙開発利用の推進
○宇宙基本計画に基づく宇宙システムの着実な整備

宇宙の持つ潜在力をわが国の安全保障能力の強化や国民生活の向上等に最大限活用すべく、
宇宙基本計画に基づき、人工衛星等の宇宙システムを着実に整備する。2015 年度に開発着手
した先進光学衛星等に加え、2016 年度に先進レーダ衛星や新たな技術試験衛星等の開発に
着手する。また、新型基幹ロケットについては、2020 年の初号機打ち上げに向けての開発を
着実に進める。

○宇宙を活用した新産業創出・経済社会変革
わが国独自の衛星測位システムを最大限に活用し、防災・災害対策や老人・子ども見守りサー

ビスの提供等により国民の安全と安心を守る社会、新産業・新サービス創出等を促進する。

○宇宙活動法案、衛星リモートセンシング法の制定
民間事業者の宇宙関連ビジネスへの参入促進を支える「宇宙活動法」と、同盟国の安全保

障上の利益を確保しつつリモートセンシング事業を推進するための「衛星リモートセンシング法」
を整備する。

○宇宙技術の活用による諸外国との国際協力の推進
政府及び民間関係者で構成する「宇宙システム海外展開タスクフォース（仮称）」により商業

宇宙市場の開拓に取り組むとともに、宇宙技術を活用した開発途上国等の開発課題の解決に貢
献する。宇宙分野における政府間・宇宙機関間の政策対話等を推進し、国際社会でのわが国
のリーダーシップ及び外交力の一層の強化を図る。

○宇宙科学・探査及び有人宇宙活動の推進
国際宇宙ステーション（ISS）計画について積極的な取り組みを進めるなど、宇宙科学・探査

及び有人宇宙活動を着実に推進し、国際的なプレゼンスの維持・発展を図る。

④次世代航空機科学技術の推進
今後 20 年で２倍以上の成長が見込まれ、また、産業構造の裾野が非常に広い航空機産業を

次のわが国の基幹産業とするため、安全性・環境適合性・経済性に関する次世代航空機技術
の開発を着実に進め、2020 年頃から順次実証を行い 2040 年頃には航空機産業の世界シェア
20％を目指す。

⑤海洋資源の開発及び利用の推進
○メタンハイドレートの開発促進

日本周辺海域のメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利用可能にするため、資源
量調査、資源回収技術の本格調査及び商業化の実現に向けた技術の整備を行う。

○海底熱水鉱床等の開発促進
海底熱水鉱床について、経済性の評価、技術開発を進める。その他の海洋鉱物資源の開発

についても計画的・戦略的に取り組む。航路や資源を巡り国際的な関心が高まっている北極域
の観測・研究を強化する。海洋鉱物・生物資源の持続可能な利用など地球規模の課題解決の
ための国際的な役割を担う。
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Ⅲ．エネルギー・環境分野
①省エネルギー社会の実現
○産業・住宅の省エネ強化と次世代自動車の普及促進

徹底した省エネルギーの推進は、エネルギー需給の安定化はもとより、エネルギーコストの
削減を通じた産業競争力の強化やわが国の経済成長の観点からも重要である。このため、電力
多消費産業への支援をはじめとする高効率工業炉やボイラ等の省エネ設備の導入を促進するた
め、最新モデルの省エネ機器等の導入支援を含め、省エネ補助金の継続・拡充を行うとともに、
省エネ診断などのきめ細かい中小企業支援、エネルギー消費量が増加している住宅・建築物
の省エネ性能の強化、次世代自動車の新車販売に占める割合の拡大を目指すなど、普及促進
に努める。

○エネルギー供給効率化に向けた取り組み
厳しいエネルギー制約を抱えるわが国にとって、エネルギー消費を最小限に抑える社会を目

指した取り組みは大きな課題である。そのため、家庭やビルなどをＩＴネットワークで繋げ、地
域でエネルギーを有効活用する次世代の社会システム（スマートコミュニティ）の構築に向け、
再生可能エネルギー、コージェネレーション等の分散型エネルギー、エネルギーマネジメントシ
ステムの導入促進や技術開発に取り組むとともに、一定の地域で電力・熱を融通するエネルギー
の面的利用、デマンドレスポンス（需要家側の参画によって電力需給バランスを確保する）な
どの積極的な利用促進に取り組み、エネルギー供給効率をさらに大きく高める。

②再エネのベストミックスを見据えた戦略的導入
○最大限の導入に向けたインフラ整備等

再生可能エネルギーはエネルギー安全保障等の観点から重要な電源であり、国民負担の抑
制を図りながら最大限の導入を進めていくことが必要である。そのため、個々の再エネ電源の
特性を活かした最小コストによる最大限の導入に向けた制度構築（再エネの優先利用に向けた
制度構築、インフラ整備計画の策定、地域間連系線増強に向けたルール整備）を行うとともに、
予算・税制・規制改革などの政策ツールを駆使して地熱・水力等のベースロード的再エネ電源
の導入促進、太陽光・風力等の自然変動のある再エネ電源の安定化、低コスト化のための技
術開発、次世代蓄電地・系統運用の実証事業・研究開発を大学、研究開発法人等の人材・知
見を結集し、国家プロジェクトとして進める。

○地域資源を活用したエネルギー産業の育成
バイオマスや太陽光・風力・水力等の自然資源や廃棄物処理施設の廃熱等、地域資源を活

用した地域密着型のエネルギー産業の育成により、地域の新たな「稼ぐ力」の創出を進めると
ともに、電力コスト負担や費用対効果に留意しつつ、地域分散型エネルギーシステムの構築・
拡大に向けて取り組む。中長期的には電力系統や固定価格買取制度（FIT）に依存しない地産
地消のエネルギーシステムの構築を通じ、温室効果ガスの削減にも配慮した持続可能なまちづ
くりを目指す。

③新たなエネルギー社会に向けた制度、技術・資源開発等
○業種の垣根を越えた新たなサービスの創出
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電力の需要抑制の活用や広域的な電源の利用、電力・ガス市場の全面自由化を通じた新規
参入・競争の促進により、エネルギーコストを最大限抑制する。エネルギー分野の一体的な制
度改革によって、「市場の垣根」を撤廃し、電気・ガス・通信等の垣根を超えた新たなサービ
スを提供できる環境を整備する。

○資源外交を通じた権益獲得・供給源の多角化
引き続きわが国のエネルギー源の中心となる石油・天然ガス等の安定的かつ安価な確保は

経済成長に不可欠である。そのため、資源外交の積極的な展開やリスクマネー供給の強化等を
図り、権益獲得や供給源の多角化を一層進める。

○メタンハイドレート、海底熱水鉱床の開発促進
（※前掲「Ⅱ . 科学技術、ロボット、宇宙・海洋開発」）

○高効率火力発電の普及促進
火力発電の中心である石炭・LNG 火力の高効率化・有効利用のため、IGCC（石炭ガス化複

合発電）等の高効率発電技術の開発や導入を推進するとともに、これら高効率火力発電のイン
フラ輸出により、世界規模での環境負荷の低減等を図る。

○地球温暖化対策を通じた技術開発と国際貢献
低炭素技術の研究開発を推進し、二国間クレジット制度（JCM）、政府開発援助（ODA）、戦

略的標準化など、途上国における導入を促進することにより、日本企業の低炭素技術の世界市
場への拡大を目指すとともに、世界全体の温暖化対策に貢献する。そして、日本として獲得した
排出削減・吸収量をわが国の削減として適切にカウントする。

また、中長期的な取り組みとして、二酸化炭素を回収し、地層に安定的に貯留する技術であ
る CCS の実用化が不可欠である。国際協力を進めながら、実用化に向けた技術開発等を積極
的に推進する。

○循環産業（廃棄物処理・リサイクル産業）の海外展開
世界全体の環境負荷削減に貢献するために、わが国の有する廃棄物処理・リサイクル制度、

技術を海外展開することにより、資源循環の円滑化を図り、併せて、わが国産業の成長に繋げる。

○ ESDの推進
ESD（持続可能な開発のための教育）の視点を取り入れた環境教育・学習や普及啓発、新

たなライフスタイルの発信等をより一層推進する。

④ CO2 排出の少ない水素社会の実現　
将来の有望なエネルギーである水素エネルギーを積極的に活用した社会を実現するため、足

元で普及が拡大しつつある家庭用燃料電池（エネファーム）、燃料電池自動車の導入を促進する
とともに、業務用燃料電池、水素発電など水素利用拡大につながる新たな取り組みを積極的に進
める。さらには、再生可能エネルギー等を利用して水素を製造することで、CO2 排出の少ない水
素社会を実現し、水素市場の拡大による経済成長と地球温暖化対策への貢献の同時達成を目指
す。特に、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、さまざまな水素技術を
活用した水素サプライチェーンを各地域で確立し、持続可能な水素社会のモデルを示す。
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Ⅳ．医療・介護・健康分野
社会保障の充実強化と財政健全化を両立させるため、イノベーションを活用した保険医療・

介護システムの再構築を図るとともに、保険者機能の強化や国民自らが取り組む健康社会の実
現に向けてインセンティブ改革を推進する。

こうした改革を進めるため社会保障の充実等に必要な財源の確保にも留意するとともに、質
が高く効率的な医療・介護提供体制の確立を目指し、プライマリケアの強化や後発医薬品使用
の促進を図る。

①世界最高水準の医療提供体制の確立
○日本医療研究開発機構（AMED）を中心とする健康医療戦略の推進

わが国の健康長寿社会形成に向け、世界最先端の医療技術・サービスの実現をはじめ、健
康長寿社会に資する産業活動の創出、海外展開による経済成長への寄与、iPS 細胞技術を活用
した新規治療薬の開発など、がんや難病、認知症をはじめとするさまざまな分野で、基礎から
実用化までを一貫して推進する。

○医療事故調査制度の活用による安心の高度医療提供体制の確立
医療の安全を確保し、医療事故の再発防止を進めるため、制度化された医療事故調査・支

援センターを中心に、医療事故に係る院内調査の支援を行う民間の第三者機関（支援団体）と
の連携の下、医療事故に係る情報の収集などを行い再発防止に関する普及啓発など総合的な
取り組みを進める。

○患者申出療養による先進医療の実施
患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養が創設され

るが、医療体制の整備のため臨床研究中核病院や窓口機能を有する特定機能病院の体制整備
を図るとともに、安全性・有効性が確認されたものについては、国民皆保険の下での保険適用
の検討を進める。

○ドクターヘリの配備・拡充を推進
一刻を争う救命医療の切り札であるドクターヘリの全国配備 50 機の導入促進により、「15 分

ルール」を確立し救命率の向上を図る。こうした体制整備の課題となっている操縦士や財源の
確保のため関係機関が参画する協議会での議論を進め、将来的には夜間飛行の解禁を目指す。

○がん対策の強化
がん検診の受診率 50％以上の達成を図るとともに、がん検診と医療機関が連携してがん早

期発見と早期治療につながる仕組みづくりを進める。がん教育、たばこ対策および感染症対策
によるがん予防の推進、すべてのがん診療に携わる医師の緩和ケア研修の実現、重症化予防
の取り組み、高度ながん医療提供体制の充実、就労への支援など、国策としての取り組みを進
める。

○義肢装具の研究・開発・普及
2019 年の国際義肢装具協会世界大会誘致を目指し、わが国の技術を活用した義肢装具の

研究・開発・普及を推進する。

○生活習慣病対策の強化
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高齢化に伴う動脈硬化の進展による合併症対策を強化する。脳卒中、心臓病その他の循環器
病、糖尿病の合併症である腎症だけでなく網膜症や壊疽の予防および重症化予防のために、特
定健診と医療機関による早期発見と早期治療につながる仕組みを構築する。

②地域医療構想の着実な推進
○地域医療構想による医療の機能分化・連携

医療介護総合確保推進法に基づく２次医療圏ごとの地域医療構想の策定に向けた取り組みを
進める。この際、地域医療連携推進法人制度の活用を図るなど病床の機能分化・連携のための
取り組みを進める。

○医療・介護の連携（在宅医療の推進）
地域医療構想を進める中で、地域における医療・介護の連携が求められており、特に在宅医

療を推進するために在宅医療・介護連携支援センターの整備を促進する。また、医療介護総合
確保基金を活用して医療・介護の連携を進める施設・人材の整備を促進する。

○療養型病床の新たな役割・機能
介護療養型病床について、地域における役割を整理し、新たなリハビリなどを担う機能を検討

する。その際、高齢者の看取り機能の強化について検討を進める。

③人口減少時代における福祉サービスの融合
○多世代交流・多機能型施設の展開

地域における総合的な福祉ニーズに対応するため、介護サービス・障がい者福祉サービス・
子育て支援サービスなどの各サービスを制度の枠を超えて一体的に提供する多世代交流・多機
能型施設の整備・運営を進める。

○総合的な福祉人材の確保
人口減少時代にあって、福祉サービスに従事する人材の確保のため、福祉人材確保指針に基

づき総合的な福祉人材確保策を進める。介護・福祉サービスを通じて多様な人材の参入促進を
図り、人材のすそ野を広げる取り組みを進める。また、各職種の専門性を高めるとともに地域の
多問題重複型のニーズに対応するため専門職の融合・連携方策を検討する。

④少子高齢化と人口減少社会に挑む地域包括ケアシステム
○活動寿命の延伸

やりがいと生きがいをもって活躍できる雇用環境の整備・健康年齢による就労可能な社会づく
りに取り組む。高齢者一人一人の健康をチェックしながら様々な就労が可能なシステム作りを進
め、65 歳以上の雇用保険の適用を検討する。また、シルバー人材センターの機能の強化を図る。

さらに、個人の予防・健康づくりを評価するヘルスケアポイント付与の仕組みを積極的に導入
する。

○介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み
第６期介護保険事業計画中に介護予防・日常生活支援総合事業を全市町村で実施できるよう

地域医療介護総合確保基金などを活用して取り組みを進める。
こうした事業の中で、高齢者が安心して生きていくための情報や生活支援サービスを提供する
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ための相談窓口の整備を進める。

○認知症対策の取り組み
認知症サポーター養成による国民運動に取り組むとともに、「認知症初期集中支援チーム」の

全市町村への配置を促進し、かかりつけ医の対応力向上研修の早期実施など、国家戦略とされ
た新オレンジプランを着実に推進する。

○安心の住まいの確保
各自治体の介護保険事業計画と整合する高齢者居住安定確保計画の策定を進め、ガイドライ

ンに沿った適切な運営が行われるサービス付き高齢者住宅の整備などを進める。高齢者の住み
替えを支援し、低廉で良質な賃貸住宅を確保するため、各自治体が実施している高齢者入居者
支援制度などの拡充を進める。

○社会福祉法人による地域公益事業の取り組み
社会福祉法人改革に基づく地域公益事業については、地域包括ケアシステム構築の重要な役

割を担うものであり、市町村の総合事業や利用者負担に係る法人税減免などの取り組みを積極
的に支援する。

○医療・介護・健康分野の ICT 化の促進
クラウド等を活用して健康情報や医療・介護情報、生活情報等を連携させるプラットフォーム

を構築し、各種サービスの有機的な連動を図る。また、蓄積されたデータを本人が利用できる
体制を整備し、よりきめ細かな予防やライフサポートの提供を行う。

⑤ヘルスケア産業の育成
○予防・健康サービスの産業化

今後の超高齢社会に対応し、国民の健康増進、活動寿命の延伸に取り組むため、予防・健
康管理に係るサービスの産業化を進める。このため、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制
度の活用や健康運動サービスに関する品質評価のためのシステムの導入を進める。

○地域におけるヘルスケア産業の創出
地域における人口減少と医療費増大の中、地域住民の健康増進と地域経済の活性化をともに

進めるため、地域におけるヘルスケア産業の育成に取り組む。国・自治体・事業者による協議
の場を設け、地域ヘルスケア産業支援ファンドを活用した実証事業などの取り組みを進める。

また、ヘルスケアリート（不動産投資法人）など、民間資金を活用した介護等のヘルスケア
施設の整備を促進する。

○企業の健康経営の取り組み支援
従業員の生産性向上や企業価値の向上を図るため、各企業が「健康経営」に取り組むことが

求められている。このため健康経営に積極的に取り組む企業を「健康経営銘柄」に選定。株式
市場で評価する仕組みを構築し、国民のＱＯＬの向上と国民医療費の適正化を進める。

※健康経営→従業員の健康に関する取り組みが経営基盤から現場施策まで様々なレベルにおいて、連
動・連携している企業経営
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Ⅴ．農林水産分野
①被災地における農林水産業の振興、復興加速化

東日本大震災の被災地における農地や漁港等の本格的な復旧 ･ 復興を加速化させ、放射性物
質に対する安全対策・風評被害対策の強化、農地の大区画化など農地基盤の強化、漁港等の高
度衛生管理体制の構築や流通 ･ 加工機能の強化、先端的技術の大規模実証研究など、積極的に
施策を推進する。

②農業生産基盤の整備・保全
農業生産基盤の整備・保全を図り、農地中間管理機構とも連携しつつ、水田の大区画化・汎

用化等を推進するとともに、ため池や用排水などの農業水利施設の長寿命化・耐震化を推進する。
耕作放棄地については、農業基盤の弱体化や野生鳥獣被害増加の一因となっており、抜本的

な対策強化が必要であることから、農地中間管理機構の整備 ･ 活用等により、再生利用を推進する。

③担い手対策
法人を含む認定農業者を人 ･ 農地プランの中核経営体として育成するとともに、女性、若者、

障がい者など、多様な担い手の活躍を促進する。
担い手が利用する農地面積の割合を、現状の約５割から 10 年間で８割へと増加させることを

目指し、農地中間管理機構等により農地集積を加速化させる。
農作物の価格下落等による収入変動に対処するため、収入保険制度を導入し、農業の安定的

な経営基盤を確保する。

④食料自給率・自給力の向上
食料・農業・農村基本計画に基づき、食料自給率目標の達成に向けて、品目ごとの課題に着

実に取り組むとともに、飼料用米の本作化など国産飼料の生産・利用の拡大により、飼料自給率
目標の達成を図る。

食料自給力については、食料安全保障に関する国民的議論を深めつつ、農地・農業用水など
農業資源の適切な保全管理、農業技術の発展、担い手対策等を推進し、国内生産力の向上を図る。

⑤高付加価値化による地域活性化
○６次産業化の推進

６次産業化など農業経営の多角化 ･ 複合化を目指し、地域農業の担い手の法人化を進めると
ともに、「農業女子プロジェクト」の推進等により女性の活躍を促進する。

６次産業化の市場規模を10兆円へ拡大すべく、農林漁業成長産業化ファンドの拡充･活用や、
多様な業種との連携による農林水産業の高付加価値化を推進し、地域の活性化に繋げる。

○医福食農連携の促進
医療・福祉分野と食料・農業分野の戦略的な連携を推進し、薬用作物の産地化、機能性を

有する介護食品の開発、福祉農園の整備など、医福食農連携の取り組みを促進する。

○畜産・酪農の産業競争力強化
畜産等の産業競争力強化を図り、地域ぐるみで収益力向上に取り組む畜産クラスターの構築
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や、特徴ある飼料を活かしたブランド化等を推進する。
酪農については、粗飼料の自給率を高め、効率的な酪農経営のための協業化や法人化を推

進するとともに、需要が増加するチーズなど乳製品の生産拡大への対策を充実・強化する。
畜産・酪農経営安定対策については、必要な財源を確保し、施策の充実を検討する。

○鳥獣被害対策とジビエ活用
鳥獣被害対策の強化を図り、鳥獣被害対策実施隊の設置や処理加工施設の整備等を進めると

ともに、地域資源であるジビエ（野生鳥獣肉）を活用した地域活性化を推進する。

○都市農業の振興
都市農業振興基本法に基づき、都市農業の振興を総合的・計画的に進め、都市への新鮮な

農産物の供給など多様な機能の向上や営農の安定的な継続を図り、都市農業に関する制度の調
査・検討や、ブランド化など高付加価値化を推進する。

○林業の成長産業化
国産材の安定的・効率的な供給体制を構築し林業の成長産業化を図るとともに、木造住宅に

対する高いニーズを踏まえ、設計者・大工技能者等の育成、中小工務店の技術力向上等を進め、
地域の気候・風土等に根ざした良質な木造住宅の整備を推進する。

建築基準法の改正等を踏まえ、CLT（直交集成板）等の新たな木質材料・工法等の研究開発、
基準策定、普及により、建築物における木材利用等を促進し、特に 2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会関連施設への積極的な国産材利用を図る。

また、年間 2,000 万㎥に上る林地残材のバイオマス等での活用を図り、木質バイオマスの利
用を総合的に推進するための環境を整備する。

○水産業の体質強化
水産業の体質強化に向け、効率的な漁業経営のための協業化や共同化を一層促進するなど、

漁業の収益性向上を図るとともに、国産水産物の生産・消費拡大を促進する。

⑥農林水産物の輸出額倍増
農林水産物の輸出額１兆円を目指し、攻めの農林水産業を実現するため、和食のユネスコ無

形文化遺産登録を後押しに、日本食・食文化の発信を強化し、今後食市場の拡大が見込まれる
国 ･ 地域へ、安全 ･ 安心で高品質な日本産農水産物の輸出拡大を推進する。

東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する諸外国の輸入規制措置には、科学的データに
基づく効果的な働きかけを行うなど、さらなる取り組みを推進する。

オールジャパンの司令塔のもと、品目別 ･ 国別の農林水産物等の輸出戦略を速やかに実行し、
日本食の海外展開と輸出促進の一体的な展開、日本酒の販売促進と酒造好適米の増産、海外展
開のための人材の育成・活用、地理的表示保護制度の活用などにより、日本の食文化 ･ 食産業
のグローバル展開を加速させる。

○国際規格等の取得促進と「日本版HACCP」の構築
農林水産物・食品の輸出に必要となる HACCP（欧州や米国などが義務付けている食品衛生

管理手法）、GLOBAL・GAP（欧州の小売業者へ出荷する際に求められる農業生産工程管理）
などの国際的な食品安全規格やハラール認証の取得を一層推進し、必要な体制を整備する。

さらに、和食や生食・発酵食品を含む日本の食文化や食品の衛生管理方法を海外に伝え、
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適切な評価を得るために、「日本版 HACCP（仮称）」のような国際的に通用する日本発の食品
安全規格・認証スキームを構築する。

○海外におけるフードバリューチェーンの構築
新興国や途上国など海外において、農業生産から加工・流通・消費まで一連の流れによる付

加価値の連鎖（フードバリューチェーン）を構築し、日本の食産業の海外展開や途上国等への
貢献を図る。

そのために、食のインフラ輸出や輸出環境の整備、経済協力の戦略的な活用など、産学官が
一体となって取り組みを推進する。

○「食」と観光の連携による海外需要拡大
地域の「食」と景観などの観光資源を結び付け「食と農の景勝地」として認定し、その魅力

を海外へ発信するとともに、訪日外国人が日本食を楽しめるよう受け入れ環境を整備することで、
さらなる海外需要の拡大を図る。

Ⅵ．防災・減災に資するインフラ整備の推進
国土づくりの最優先の課題は、国民の命と暮らしを守り、経済活動への致命的な打撃を回避す

ることにある。
わが国では、現在、首都直下地震、南海トラフ地震の 30 年以内の発生確率は 70％と予測さ

れている。また、気候変動により自然災害が狂暴化しており、建物の耐震化や津波対策などのハー
ド・ソフトを組み合わせた防災・減災対策を一体的に進めるとともに、災害列島の管理のあり方
を含め、2050 年に向けた国土の強靭化への展望と体制整備、ロードマップの作成が必要である。

①インフラの老朽化対策およびライフサイクル管理の推進
高度成長期以降に集中整備し、老朽化が進む道路橋・トンネル・河川・上下水道管渠・港湾

などの公共インフラは、優先順位付けを施した上での老朽化対策の推進、および、それらの管理
や更新が不可欠である。

また、公共インフラだけでなく学校・病院等の公益施設や、マンション・住宅団地、産業施設
などのストックについても、更新の必要性が増大しており、建築物の老朽化対策にとどまらず、「ラ
イフサイクル管理」の視点が重要となる。

インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、メンテナンスの質を確保するための技術力の底
上げ、持続的な成長を可能とするインフラ管理体制構築等を行い、戦略的な維持管理・更新の
実現を図る。

その際、施設の整備・運営・管理を、官民連携により効率的・効果的に推進することが求められる。
また施設の診断・長寿命化技術、さらには「スマートインフラ」実現に向けた民間技術開発の促進、
公共施設のアセットマネジメント業務の民間への発注を促進することが重要である。

また、社会インフラの配置や経路、経過年数などの情報を整備し、GIS（地理情報システム）
やロボット開発・導入等も活用した高度なメンテナンスを行い、損傷の早期発見や早期補修につ
なげる。

②地域活性化と連携した国土強靭化の推進
国土強靭化と地域活性化は、地域の豊かさを向上させるという点で共通しており、国土強靭化
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地域計画の策定を地域活性化に結び付けることが必要である。
東京一極集中からの脱却を図り、「自律・分散・協調」型国土の形成を図り、企業は、事業継

続能力を増大させるため、本社機能の地方移転について経営戦略の一環として総合的に検討を進
めるよう、促す。

防災関連産業の創出、強靭化のための技術・製品・システムの「地産外商」の取り組み、災
害に強い自立分散型エネルギーの導入、ICT を活用した災害対応（被災者支援）システムの技術
開発等々を進める。

③将来の国土づくりのための課題
今後、長期にわたって、安全な国土づくりを推進するにあたっては、次のような取り組みが必要

となる。

○事業資金を確保するための仕組みづくり
「長期国土整備計画（仮称）」の策定と財源の確保。インフラの整備・運営への民間の資金・

技術・ノウハウの活用拡大、特に採算性が期待できるＰＰＰ／ＰＦＩを促進する。また、イン
フラファンドの活用や海外の事例を参考にした多様なファイナンススキームの導入による新しい
公共ファイナンスを確立する。

○インフラの経済的ストック効果の最大化に向けたシステム改革
既存施設の最大限の活用やソフト施策の徹底を通じて、インフラを賢く使うとともに、新規・

高度化を含め、ストック効果を重視した真に必要な事業への重点化を図る。
併せて、ＰＰＰ／ＰＦＩを活用し既存施設の集約再編を進める。

○密集市街地の改善整備
都市再生や都市防災等における課題である、大規模火災のリスクの高い地震時等における危

険な密集市街地の改善整備について、官民が連携して、避難路等の整備、建築物の不燃化等
により密集市街地の計画的な改善を図る。

具体的には、防災・安全交付金等の基幹事業である住宅市街地総合整備事業等や個別補助
である密集市街地総合防災事業により、地方公共団体等における密集市街地の改善整備に向け
た取り組みを支援する。密集市街地の改善整備の一層の促進に向けた支援の充実を行う。

○住宅・建築物の耐震化の促進
改正耐震改修促進法の的確な運用を引き続き図るとともに、耐震診断義務付け対象建築物の

耐震診断・耐震改修に対する補助について、通常の助成に加え、補助率の引上げを行っている
時限措置（現行：2015 年度まで）の延長など、制度拡充を行う。

また、既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置（所得税、法人税、固定資産税）
及び融資の特例により、住宅・建築物の耐震化を推進する。

○「スマートメンテナンス」の確立
新たに開発された技術・ノウハウの全国的な普及、養成された技術者の積極的な活用を図る

体制を構築し、経済成長に資するメンテナンス産業の育成・拡大と国民の安全・安心な社会の
実現の両立を果たすため、メンテナンスの包括的委託等の取り組みを通じ、「スマートメンテナ
ンス」の確立を図る。

○無電柱化の推進
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防災・景観の観点から「電柱が無いまちづくり」を進めるために、「無電柱化基本法（仮称）」
を策定し、新たな電柱の立地を原則廃止とし、直接埋設や小型ＢＯＸ活用埋設などの手法を導
入、新技術の開発などによりコスト縮減を進める。

④防災情報システムの整備
台風、集中豪雨、地震、津波、火山噴火等に対する高度化された GIS（地理情報システム）な

どを活用した総合防災情報システムを充実・強化し、低コストかつ安全な社会インフラの構築を
目指す「スマート・レジリエンス」を実現する。具体的には、地理的位置情報に、空間情報や都
市計画情報、防災情報などを乗せ、国土空間データ基盤を整備、各種ハザードマップを作成する
などにより、誰もが災害リスクマネジメントを行えるシステムを構築する。

また、避難指示等の重要な災害情報を提供するため、防災行政無線や災害時等における情報
伝達の共通基盤としての災害情報共有システムの普及等を推進する。

⑤命をつなぐルートの整備
大規模地震等の大規模自然災害に備え、予め災害が予想される被災箇所に応じて必要となる代

替交通のルートの確保など、全国のミッシングリンクの整備を図る。
また、主要な幹線道路および河川、運河、航路における命をつなぐルートの形成を図るため、

沿道建築物の耐震化、無電柱化等による路上空間を確保、道路照明や河川監視用カメラ等に無
停電装置付き Wi-Fi を付加、災害を受けても被害を軽減し、早期に物流機能を回復することが可
能な物流施設の整備の推進や横断的な代替輸送の確保等を図る。

加えて、モバイル端末に避難誘導などの情報を提供、歩行者やドライバーにもダイレクトな情報
を提供できるようにする。

さらには、膨大な数の避難者、帰宅困難者や消火活動、医療搬送などのための河川・航路ルー
トの確保を図る。

⑥ドクターヘリ・消防防災ヘリの整備
首都直下地震に対応するため、ドクターヘリや消防防災ヘリの整備を通じて、巨大災害にも対

応できるレジリエンス首都圏を構築する。
具体的には、大規模ヘリポートを備えた医療センターを整備し、災害時に緊急疾患患者を受け

入れるなどを進める。
また、中長期的な観点から、不足するドクターヘリや消防防災ヘリの操縦士や整備士の養成は、

関係省庁が一体となった国を挙げて取り組む。

⑦首都東京のバックアップ機能強化
国の中枢機能が集中している東京が巨大地震等の大規模自然災害で被災した場合には、東京

のみならずわが国全体に計り知れない深刻な影響が及び、さらには国際的にも広くその影響が及
ぶことは明らかである。

そのため、いかなる事態が発生した場合にも停止しない、あるいは、即座に復旧できるような
防災面の強化に加え、減災の発想に立った大規模自然災害への備えから、東京の中枢機能の代
替性・多重性の確保のため、中枢機能を東京以外で一時的に代替するバックアップ体制の構築・
強化を図る。
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⑧わが国の強みを活かしたインフラ政策
○インフラシステム輸出の拡大

わが国の強みを活かし、海外の都市開発プロジェクトに面的に取り組む。このため、都市開
発ニーズやわが国が取り組むべき開発案件の類型、案件を選定する際に考慮すべきリスク等の
条件、自ら開発全体を創出・主導する「プロジェクト・メイキング型」の開発案件の発掘・組成
の具体的手法、官民のさまざまな関係主体を束ねた横断的な推進体制等につき、具体的な検討
を進める。

○国際コンテナ戦略港湾政策
国際コンテナ戦略港湾へ貨物を集約する「集貨」、背後地への産業集積を図る「創貨」、大

水深コンテナターミナルの高度化、ゲート前渋滞の緩和やＩＴを活用した効率的・一体的な港
湾物流システムの構築等による「競争力強化」により、基幹航路のわが国への寄港を維持・拡
大し、製造業等の国内回帰の流れを加速する。

○関西空港・伊丹空港のコンセッション
新関空会社は、関空・伊丹空港を一体的に運営し、LCC による関空拠点化トランジット機能

の強化や貨物ハブ空港戦略、将来的な神戸空港の一体化等々事業価値の向上を図る。


