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「令和４年度国の予算編成に向けた提案」の提案活動について
令和４年度の政府予算案や施策に，本県の取組や意見の反映を図るため，国との連携・協
力が必要な事項について，次のとおり提案活動を行います。

提 案 活 動
１ 県選出国会議員説明会
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午前８時〜
場所：ホテルルポール麹町 ロイヤルクリスタル
（東京都千代田区平河町２−４−３ ２階）
２ 関係省庁等
○ 国土交通省
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午前９時 45 分〜午前 10 時 00 分
場所：中央合同庁舎３号館４階 大臣室
斉藤 鉄夫 大臣へ知事から提案
○ 総務省
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午前 11 時 35 分〜午前 11 時 50 分
場所：中央合同庁舎２号館７階 副大臣室
田畑 裕明 副大臣へ知事から提案
○ 厚生労働省
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午後１時 15 分〜午後１時 30 分
場所：中央合同庁舎５号館１０階 大臣室
後藤 茂之 大臣へ知事から提案
○ 経済産業省
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午後２時 50 分〜午後３時 05 分
場所：経済産業省本館１０階 副大臣室
石井 正弘 副大臣へ知事から提案
○ デジタル庁
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午後３時 30 分〜午後３時 45 分
場所：東京ガーデンテラス紀尾井町 19 階 副大臣室
小林 史明 副大臣へ知事から提案
○ 内閣府（地方創生・少子化対策）
日時：令和３年 11 月 25 日（木）午後４時 10 分〜午後４時 25 分
場所：中央合同庁舎８号館１０階 副大臣室
赤池 誠章 副大臣へ知事から提案
※ 各省庁への提案は，変更となる場合があります。
○ その他関係省庁
個別に関係局長等が実施

提案書の概要
別紙「提案項目」のとおり
取材について
・知事の提案については，冒頭のみ撮影可能の予定です。
・関係局長等による提案活動については取材できません。
・取材を希望される方は，令和３年 11 月 25 日（木）９時までに別紙「取材申込票」
により，次の宛先へ申し込みをしてください。
宛先：広島県東京事務所
電話：０３−３５８０−０８５１
FAX：０３−５５１１−８８０３

令和４年度国の予算編成に向けた提案 項目
提案事項

提案概要
(1) 経済活動等の支援
①事業継続及び地域経済の速やかな回復のための支援

１ 新型コロナウイルス
感染症対策

２ 地方創生の推進

３ 東京一極集中の是正

４ 安心・安全な暮らし
づくり

５ 地方税財源の充実
強化

商工

③ポストコロナを見据えた経済活動 新規

商工

④生活交通の維持確保のための支援

地域

⑤国際線航空ネットワーク維持

土木

(2) 教育機会の確保

環境・教育

(3) 財政措置の確保・拡充等

総務・健康・商工

(4) 感染の収束に向けたワクチン接種の促進

健康

(1) デジタルトランスフォーメーションの推進

総務・環境・商工

(2) 人づくり革命の推進
(3) 地方の産業競争力の強化
①カーボンリサイクル技術に係る実証研究拠点整備の加速
②自動車産業の電動化シフトに向けた車載用電池製造に
係る支援 新規
③カーボンニュートラル実現に向けた自動車産業及び船舶
産業等への支援 一部新規

健康・教育
商工
商工
商工

④半導体産業に対する支援 新規

商工

⑤ＤＭＯによる観光地経営の推進

商工

⑥生産性の高い持続可能な農業の実現

農林

(1) 地方移転及び地方還流の促進

総務・商工

(2) 地方分権改革の一層の推進

総務

(1) 被災者の生活支援・再建

危機・健康・教育

【創造的復興関係】

(2) がん検診受診率の向上に向けた取組

健康

(3) 鉄道ネットワークの維持・確保と利用促進の支援

地域

(4) 持続可能なまちづくりの実現に向けた良好な居住環境整
備等の推進

土木・健康

(5) 外国人材の受入・共生

地域・商工

(6) 海洋プラスチックごみ対策

環境

(7) 米軍機による低空飛行訓練の中止等

地域

(1) 安定的に一般財源総額を確保する仕組みの構築等

総務

(2) 市町の財政基盤の強化

地域

(1) 公共事業予算の安定的・持続的な総額確保

農林・土木

進強化
(3) 防災・減災に資する社会資本整備の推進 【創造的復興関係】

７ 「黒い雨」体験者の救
済に向けた早急な制
度改正

商工

②雇用対策の強化

(2) 建設分野のＤＸの推進・社会資本の適切な維持管理の推

６ 社会資本整備の推進

局名

土木
農林・土木

(4) 道路ネットワークの整備促進等
土木
(5) 交通の円滑化などによりまちづくりを促進する連続立体交
土木
差事業の推進
(6) 物流・交流の拠点となる港湾機能の強化

土木

(7) 観光・交流の拠点となる空港機能の強化

土木

(8) 持続可能な水道システムの構築

企業・地域・健康

(9) 都市の生活環境を守る下水道機能の強化

土木

「黒い雨」体験者の救済に向けた早急な制度改正

健康

＜FAX：０３−５５１１−８８０３＞
広島県東京事務所

行き

「令和４年度国の予算編成に向けた提案」提案活動の取材申込票

ホテルルポール麹町（国会議員説明会）
国土交通省（斉藤大臣）
取材希望場所

総務省（田畑副大臣）

（いずれかに

厚生労働省（後藤大臣）

○してください）

経済産業省（石井副大臣）
デジタル庁（小林副大臣）
内閣府（地方創生・少子化対策）（赤池副大臣）

貴社名
連絡先氏名
取材人数
取材規模
（カメラ台数等）
当日連絡先電話番号

○

取材を希望される場合は，令和３年11月25日（木）９時までに，広島県東京事務所
（担当：倉迫）あてに，取材申込票をＦＡＸでお送りください。
（申込は期限厳守でお願いします。会場スペースの都合上，取材は事前申込した社
に限らせていただきます。）
○ 各省庁政務三役等への提案活動については，現在調整中のため，詳細は決定次第，
別途資料提供します。
【お問い合わせ先】
広島県総務局経営企画チーム（担当：西邉）
広島市中区基町１０−５２（県庁本館３F）
ＴＥＬ：０８２−５１３−２４１１

