
平成27年度政府予算編成に関する提案・要望項目一覧［全項目］要望項目：最重点１５項目 要　　望　　項　　目 要望先 担当部局 担当課1 陸上自衛隊駐屯地の配置要望 防衛省 総務部 防災統括室2 リニア中央新幹線の「奈良市附近」駅の早期確定・「駅着工」と三重・奈良ルートによる早期全線同時開業 国土交通省 県土マネジメント部 地域交通課3 京奈和自動車道・紀伊半島アンカールートをはじめとした奈良県の骨格を担う道路事業の整備促進 財務省国土交通省 県土マネジメント部 道路建設課4 大和川の直轄遊水地整備の早期実施等 財務省国土交通省 県土マネジメント部 河川課砂防課下水道課5 熊野川の総合的な治水対策の推進 財務省国土交通省 県土マネジメント部 河川課砂防課深層崩壊対策室6 吉野川（紀の川）の治水安全度の向上 財務省国土交通省 県土マネジメント部 河川課7 国土強靱化に向け推進する重点的施策 内閣官房総務省経済産業省国土交通省防衛省 地域振興部 防災統括室エネルギー政策課地域交通課道路建設課河川課砂防課深層崩壊対策室8 県のまちづくり事業への財政支援の確保 財務省国土交通省 まちづくり推進局 地域デザイン推進課9 平城宮跡歴史公園及び奈良公園の整備推進 財務省文部科学省文化庁国土交通省 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室奈良公園室文化財保存課10 真に必要な基盤整備を進めるための社会資本総合整備の充実 財務省国土交通省 県土マネジメント部 企画管理室11 高速道路ネットワークを賢く使う取組～西名阪道等の料金の見直し～ 財務省国土交通省 県土マネジメント部 道路建設課12 過疎対策事業債にかかる所要額の確保 総務省 地域振興部 市町村振興課13 市町村の消防広域化に対する財政支援の継続について 総務省・消防庁 総務部 消防救急課14 公立文化施設の長寿命化・機能向上への支援 総務省文化庁 地域振興部 文化振興課文化財保存課15 少子化対策の強化 内閣府厚生労働省 こども・女性局 子育て支援課雇用労政課



平成27年度政府予算編成に関する提案・要望項目一覧［全項目］要望項目：重点６０項目 要　　望　　項　　目 要望先 担当部局 担当課1 地方税改革に関する要望 総務省財務省 総務部 税務課2 地域間格差の是正と地方税財政基盤の充実強化 総務省財務省 総務部 政策推進課財政課税務課市町村振興課3 緊急防災・減災事業の継続実施 総務省・消防庁 総務部 防災統括室財政課市町村振興課4 紀伊半島大水害からの復旧・復興にかかる財政措置の充実 総務省 総務部 財政課市町村振興課復旧・復興推進室5 ゴルフ場利用税の存続・堅持自動車取得税の代替財源の確保 総務省財務省 総務部 財政課税務課市町村振興課6 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入に伴う財政支援と円滑な整備推進 内閣府総務省 総務部 行政経営課税務課情報システム課市町村振興課7 県域水道ファシリティマネジメントの推進 厚生労働省 地域振興部 地域政策課水道局8 合併後の新市への普通交付税の充実強化について 総務省 地域振興部 市町村振興課9 償却資産に対する固定資産税の堅持について 総務省 地域振興部 市町村振興課10 過疎地域・紀伊半島地域の振興と活性化 総務省国土交通省 地域振興部 南部東部振興課道路建設課11 明日香村の保全・整備対策の促進 総務省財務省文化庁国土交通省 地域振興部 南部東部振興課文化振興課ならの魅力創造課12 地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築 内閣官房総務省経済産業省環境省 地域振興部 エネルギー政策課13 外国人観光客・国際会議等の誘致の強化 国土交通省観光庁 観光局 観光プロモーション課14 がん検診の受診率向上～５がん全てでの無料クーポン事業及び個別受診勧奨･再奨(コール･リコール)事業の実施～ 厚生労働省 健康福祉部 健康づくり推進課15 歯周病健診の充実 厚生労働省 健康福祉部 健康づくり推進課16 県と市町村が共同して運営する国民健康保険制度の実現 厚生労働省 健康福祉部 保険指導課17 障害者福祉制度の充実 厚生労働省 健康福祉部 障害福祉課18 地域包括ケアの実現に向けた支援の充実 厚生労働省 健康福祉部 長寿社会課地域包括ケア推進室



平成27年度政府予算編成に関する提案・要望項目一覧［全項目］要　　望　　項　　目 要望先 担当部局 担当課19 介護保険制度の円滑な運用 厚生労働省 健康福祉部 長寿社会課20 福祉・介護人材の確保に対する支援 厚生労働省 健康福祉部 地域福祉課長寿社会課21 地域の子育て支援及び児童虐待対策の充実のための財政支援 厚生労働省 こども・女性局 子育て支援課こども家庭課22 子ども・子育て支援新制度における保育・放課後児童クラブの充実 厚生労働省 こども・女性局 子育て支援課23 医療法に基づく立入検査として″診療内容″を対象範囲とし、必要に応じて国の支援が得られる体制の構築 厚生労働省 医療政策部 地域医療連携課24 総合診療専門医の養成に対する支援等について 厚生労働省 医療政策部 医師・看護師確保対策室25 研修医に対する研修資金貸与金の返還を免除する際の所得税課税の軽減について 財務省厚生労働省 医療政策部 医師・看護師確保対策室26 精神障害者への医療費助成の拡充について 厚生労働省 医療政策部 保健予防課27 地域自殺対策緊急強化交付金の継続について 内閣府 医療政策部 保健予防課28 違法ドラッグの規制強化 厚生労働省 医療政策部 薬務課29 人権施策の推進 法務省 くらし創造部 人権施策課30 消費者行政の充実に向けた継続的な財政支援 消費者庁 くらし創造部 消費･生活安全課31 アスベスト（石綿）対策の充実 文部科学省厚生労働省国土交通省環境省 景観・環境局 教育振興課保健予防課環境政策課住宅課建築課学校支援課32 循環型社会形成推進交付金制度の拡充 環境省 景観・環境局 廃棄物対策課33 家電製品リサイクル制度の見直し 経済産業省環境省 景観・環境局 廃棄物対策課34 古都における歴史的風土の保存に係る事業の充実 国土交通省 景観・環境局 景観･自然環境課35 吉野熊野国立公園等における施設整備の推進 環境省 景観・環境局 景観･自然環境課



平成27年度政府予算編成に関する提案・要望項目一覧［全項目］要　　望　　項　　目 要望先 担当部局 担当課36 地方への企業立地支援の充実 総務省経済産業省 産業・雇用振興部 企業立地推進課37 若者の就職支援の充実 内閣府文部科学省厚生労働省経済産業省中小企業庁 産業・雇用振興部 雇用労政課38 地域産業の振興対策の堅持 経済産業省 産業・雇用振興部 地域産業課39 漢方関連産業の振興①（生薬の供給拡大） 農林水産省厚生労働省 産業・雇用振興部 産業政策課農業水産振興課40 漢方関連産業の振興②（生薬の需要拡大） 厚生労働省 産業・雇用振興部 薬務課産業政策課41 奈良県農業の活性化に向けた支援の充実 農林水産省 農林部 農業水産振興課42 「鳥獣被害防止総合対策交付金」の平成２７年度以降の予算の継続確保 農林水産省 農林部 農業水産振興課43 家畜伝染病発生に伴う円滑な防疫措置の実施 農林水産省 農林部 畜産課44 国営土地改良事業の円滑な推進 農林水産省 農林部 農村振興課45 農業農村振興のための基盤整備の推進 農林水産省 農林部 農村振興課46 「人と農地の問題を解決する施策」の要件緩和と予算の確保 農林水産省 農林部 地域農政課47 「日本型直接支払制度」の充実と地方負担の軽減 農林水産省 農林部 地域農政課48 国直轄治山事業等の着実な推進について 林野庁 農林部 森林整備課49 森林整備加速化・林業再生事業の充実 林野庁 農林部 奈良の木ブランド課50 公共建築物の木造化及び内装等の木質化に対する支援の充実 林野庁 農林部 奈良の木ブランド課51 林業公社の債務整理に伴う地方公共団体の財政負担の軽減について 総務省林野庁 農林部 林業振興課



平成27年度政府予算編成に関する提案・要望項目一覧［全項目］要　　望　　項　　目 要望先 担当部局 担当課52 安全に住み続けられる復興集落づくり 国土交通省 まちづくり推進局 地域デザイン推進課住宅課地域交通課53 飛鳥・藤原地区における公園事業の整備促進 財務省文部科学省文化庁国土交通省 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室文化財保存課54 義務教育に関する教職員の給与費の財源確保 文部科学省 教育委員会 教職員課55 複式学級に係る学級編制標準の改善 文部科学省 教育委員会 教職員課56 学校施設耐震化促進のための財政支援 文部科学省 教育委員会 学校支援課57 公立高等学校の就学支援金制度について 文部科学省 教育委員会 学校支援課58 文化財の保存及び活用の推進について 文部科学省文化庁 教育委員会 文化財保存課59 県営水道施設の整備促進に対する財政支援 厚生労働省 水道局 水道局60 治安基盤の充実 総務省警察庁 警察本部 警察本部


