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自民改革会議
令和５年度当初予算要望　喫緊の課題に対する回答
●物価高騰対策

●激甚化する風水害対策の強化

●盛土対策の充実

●新型コロナウイルス感染症対策（国による感染症分

類の見直しを踏まえて機動的に対応）

●政府の政策に呼応した取組

●低迷する静岡県の農業生産額反転に向けた取組

●県内どこに住んでも安心して医療を受けられる医療

提供体制の確保
１
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●物価高騰の中長期化を見据えた強靭な社会の構築

＜令和４年度＞                                                                総額270億円

　　急激な社会情勢の変化に対応するための緊急対策

　　国の物価高騰対応臨時交付金等を活用した幅広い支援

＜令和５年度＞                                                                

　　国による電気料金やガソリン価格引き下げなどの県民生活を広く支える政策にあわ　　

せて、県は中長期的な視点に立って、脱炭素化や新事業展開等の支援に軸足を移し、　　

社会経済環境の変化に対応できる強靭な社会を構築

物価高騰対策 ①
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●事業者支援

＜脱炭素化＞　

　脱炭素社会実現推進事業費 　　　　　　 　　　　 　　　  　 　　　　　6億1,100万円

　　中小企業、個人事業主、社会福祉法人等の省エネルギー機器導入等を支援
    【制度拡充】特別枠の創設（補助率2/3、上限額600万円）、対象設備の追加　ほか

　再生可能エネルギー導入促進緊急対策事業費助成（新規） 　　       　  5億円

　　中小企業等の太陽光発電設備、蓄電池の導入を支援（自己所有型、ＰＰＡモデル型）

＜緊急対策＞　

　中小企業等物価高騰対策緊急支援事業費助成  ＜2月補正＞    4億400万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＜総　　額＞ 61億3,400万円
　　中小企業等の価格転嫁やコスト削減の取組を支援（補助率2/3、約16,000件）

物価高騰対策 ②
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●事業者支援

＜新事業展開＞　

　中小企業等新事業展開促進事業費助成（新規）                                2億円
　　物価高騰の影響を受ける中小企業等の業態転換の取組を支援（補助率2/3、上限300万円）

 

　経営革新計画促進事業費助成                                            2億5,000万円

　　中小企業等の経営革新計画に基づく取組を支援（補助率1/2）

    【制度拡充】物価高騰対策支援要件の創設（補助率2/3、上限500万円）

 

　小規模企業経営力向上支援事業費助成                               3億4,900万円
　　小規模事業者の新たなビジネスモデル構築への支援
    【制度拡充】物価高騰枠の創設（補助率2/3、上限50万円/件）

　中小企業向け制度資金　　　　　　　　　　　　　　 　       ＜融資枠　1,700億円＞
                                                                      利子補給額84億6,800万円
　  中小企業等の経営の改善と安定に必要な資金調達を支援（コロナ・物価高騰枠 550億円）

物価高騰対策 ③
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●事業者支援

＜農林水産業＞

　持続的農業経営支援事業費助成（新規） 　　　　　　 　　 　　 　　　　　  　1億円
　　中小規模農業者の事業継続に必要な設備等の更新・改修を支援（補助率1/3）

　県産材安定供給生産基盤整備事業費助成 （新規）　　      　　 1億5,000万円

　　県産材の需要増に対応する路網整備等を緊急的に支援（R5～R6）

　水産イノベーション推進事業費助成　　　　　 　　　　　　　　  　　　　  8,000万円
　　水産振興や資源管理等の新たな取組を支援（補助率2/3、上限50万円 ほか）

　　　R4：100件　→　R5：170件

＜観光振興＞

　観光誘客関連事業費                                                         9億2,100万円

　　観光需要の早期回復に向けた宿泊キャンペーン等を機動的に展開

物価高騰対策 ④
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●生活者支援

　生活困窮者支援関連事業費                                               1億3,300万円

    生活困窮者の自立を支援するための相談、就労支援 ほか
    【新規】中間的就労を行う企業の開拓、マッチング支援

　高等学校就学支援事業費 　                                             54億4,700万円

    【制度拡充】家計急変世帯（年収590万円以下程度）を対象に追加

　私立高等学校授業料減免事業費助成                                17億5,200万円　
　私立専修学校等授業料減免事業費助成                                   7,500万円

    【制度拡充】対象世帯：年収800万円以下→820万円以下

物価高騰対策 ⑤
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●令和４年台風15号による被害の早期復旧

　過年災害復旧費（令和4年台風15号分）  　　　　　　　　　       148億7,500万円

　　流木・堆積土砂の撤去、河川護岸工　ほか

　災害救助費負担金等事業費                                                10億600万円

　　応急仮設住宅の提供、住宅応急修繕等の支援

　被災者自立生活再建支援事業費                                           1億500万円

　　住家が全壊・半壊等となった被災者に対して支援金を給付　

激甚化する風水害対策の強化 ①



●激甚化する風水害に対応した県土強靱化対策の実施
●洪水浸水被害への対応

　県土強靱化対策事業費　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　               40億円

　　河川・砂防の緊急浚渫対策、道路・治山等の防災対策（R4～R5）

　緊急河川浚渫対策事業費（新規）　　  　　　　                                     5億円

　　台風15号の被害を踏まえた河川の緊急浚渫

　流域治水推進関連事業費（新規）                                        4億3,600万円

　　減災対策プランの策定（15か所）、手動樋門等のフラップゲート化の設計（64基）
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激甚化する風水害対策の強化 ②



●激甚化する風水害に対応した緊急自然災害防止対策事業の
　継続

　緊急自然災害防止対策事業費           　　　　　　                            50億円

　　国の5か年加速化対策と連携した道路、河川等の防災インフラ整備（R5～R6：100億円）
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激甚化する風水害対策の強化 ③

●新たな課題に対応する道路環境整備、治水事業の緊急対策

　“人・地域をつなぐ道”緊急対策事業費（新規）                               25億円

　　駅・バス停周辺などの道路拡幅、歩道の段差解消　ほか （R5～R6：50億円）

　豪雨等災害対策緊急事業費（新規）                                            25億円

　　浄水場や変電所の周辺等の河川の河道拡幅、砂防堰堤の整備 ほか （R5～R6：50億円）
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●盛土許可申請の受付・審査体制の強化

　盛土緊急対策関連事業費 　 　　　　　　　　　　          　　       17億9,400万円

　　不適切な盛土の調査・応急対策、熱海市逢初川源頭部の土砂の処理（行政代執行）
    【拡充】盛土許可申請の窓口を全ての土木事務所に設置（+8人）
    【新規】衛星を活用した盛土調査の実証実験

　盛土規制法基礎調査事業費 （新規） 　　　　　　　　　　　　　　      　5,400万円

　　盛土規制法に基づく特定盛土等規制区域等の指定に向けた基礎調査（R5～R6）

盛土対策の充実

●残土処理施設の整備促進

　建設発生土処理官民連携推進事業費 （新規） 　  　　　　　　 　 　　     1億円
　　技術支援窓口の設置、官民連携型ストックヤードのモデル整備（3か所）
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●医療提供体制の確保
●新興感染症を見据えた対応能力の強化

　新型コロナウイルス感染症対策関連事業費                     　623億1,600万円

　　（医療）確保病床の空床補償、軽症者療養施設借上げ、ワクチン接種支援　ほか

　　（福祉）社会福祉施設の感染防止対策、感染者が発生した事業所への支援　ほか

　　 ※国の方針や感染状況等を踏まえ随時見直し

　新興感染症等対策関連事業費                                            8億5,700万円

　　ふじのくに感染症管理センターの整備（R5.4設置、三島市） ほか

    【制度新設】感染症法上の協定を締結する医療機関の設備整備への支援（補助率1/2）

　

新型コロナウイルス感染症対策（国による感染
症分類の見直しを踏まえて機動的に対応） ①
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●コロナ禍からの力強い回復を実現する経済対策

　スタートアップ支援事業費（新規）                                              8,600万円
　　スタートアップ支援戦略の策定、県内スタートアップと地域企業のマッチング機会の創出 ほか

　新たな地域経済圏における販路開拓事業費                              5,500万円
                                   く  に

　　山の洲における物産展の開催、中部横断自動車道を活用した商流の構築

　伊豆ヘルスケア温泉イノベーション推進事業費　　 　　 　      　　   　　  1億円

    【新規】コーディネーター設置（2人）、東アジア温泉地サミットの開催　ほか

　観光誘客関連事業費（再掲）                                               9億2,100万円
　　教育旅行の誘致、旅行商品造成への支援　ほか

　空港就航促進等関連事業費                                              12億4,300万円
　　航空路線復活のための就航促進策の展開　ほか

新型コロナウイルス感染症対策（国による感染
症分類の見直しを踏まえて機動的に対応） ②
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●デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

　ふじのくにデジタルトランスフォーメーション推進事業費            1億9,500万円　　 
　　デジタルデバイドの解消、ふじのくにデジタルサポーターの養成（300人→500人）
　　市町のＤＸ支援　ほか

  空間情報デジタル基盤構築事業費 　 　 　　　　　　　　　      　　  1億2,000万円
　　3次元点群データ等を一元的に利用できる次世代インフラプラットフォームを構築

政府の政策に呼応した取組 ①

●グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）の推進
　ふじのくにカーボンクレジット創出支援事業費（新規）　　　 　        　2,700万円
　　農業、林業、中小企業等におけるカーボンクレジット制度の普及、活用等を支援

　脱炭素社会実現推進事業費（再掲）　　 　　　　 　　　　　      　　 6億1,100万円
　　【制度拡充】特別枠の創設（補助率2/3、上限額600万円）、対象設備の追加　ほか
　　【新規】建築物ＺＥＢ化の導入検討費の支援

　再生可能エネルギー導入促進緊急対策事業費助成（新規）（再掲）      5億円
　　中小企業等の太陽光発電設備、蓄電池の導入を支援
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●経済安全保障やサプライチェーンレジリエンス強化に呼応
　した取組

　企業立地関連事業費助成　　　　　　　　　　　　 　　　　       　 　64億5,700万円
　　工場の新増設に伴う用地取得や建物建設費への支援　ほか

　医療田園都市構想推進事業費 （新規） 　　　　　　 　　    　　  　 　　2,500万円
　　市町と連携した医薬品・医療機器産業関連企業の立地促進　ほか

政府の政策に呼応した取組 ②

●こども家庭庁の創設を契機とした少子化対策・こども政策
　の充実

　少子化対策関連事業費　　　 　　　　　　 　　　　　　　　      　  　　5億1,400万円
    結婚支援や子育て世代の移住促進などに取り組む市町を支援（補助率1/2）

　出産・子育て応援事業費助成　　　　　  　　　　　　　　      　  　 21億5,200万円
　　妊娠時から出産・子育てまで一貫した相談支援、経済的支援（妊娠5万円、出産5万円）

　子ども・子育て支援給付費負担金　　　　　　　　　 　　　　 　    190億8,400万円　　

    【制度拡充】大規模保育施設（定員121人以上）の保育士加配を支援（41施設）
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●持続可能な茶業の振興
　ＣｈａＯＩプロジェクト関連事業費 　　　　　　　　　　　　 　　       　   　2億800万円

　　有機栽培の拡大に向けた機器導入や改植、新商品開発の支援　ほか

　農林技術研究所茶業研究センター施設整備事業費                4億9,300万円

　　静岡茶の輸出競争力強化に必要な施設整備、ＣｈａＯＩファクトリー開設（R5.4）

低迷する静岡県の農業生産額

反転に向けた取組

●農業におけるＡＩ等を活用した生産性向上設備の導入支援
　農芸品品質管理高度化促進事業費助成                                         1億円

　　AI・ICT技術の導入による集出荷貯蔵施設の高度化を支援

　スマート農業実装化支援事業費　　　 　　　　　　　　　　　 　　      　　6,700万円

　　ＡＩ・ＩＣＴを活用したスマート機械等を導入する農業者を支援（補助率2/3 ほか）
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●医療提供体制の確保や医師の偏在解消

　医師確保関連事業費                                                         17億8,600万円
    【新規】医師の配置調整サポートチームの設置、非常勤指導医の東部派遣
    【拡充】医学修学資金・地域枠の増（65人→68人）

　小児救急リモート指導医相談支援事業費（新規）　 　　　   　　  　　　2,100万円
　　 ベテラン指導医によるオンライン相談体制の構築

県内どこに住んでも安心して医療を受けられる

医療提供体制の確保

●医師の働き方改革の実施を見据えた医療提供体制の確保

　地域医療勤務環境改善体制整備事業費助成　　　 　　　    　　  2億2,700万円
　　医師の労働時間短縮のための環境整備等を支援

  医療従事者養成所施設・設備整備費助成　　　　　　　　 　   　　　1億7,400万円
    【制度拡充】看護職員養成所等の建替を追加（補助率1/2）


