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I 

番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

 １． 「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー急拡大 

【001】 地球温暖化対策に係る主要３施策の取りまとめと総

合的なグリーン・イノベーション戦略の策定 

内閣官房 

国家戦略室 

 5,27 

【002】 全量買取方式の固定価格買取制度の導入 経済産業省  5,21,33 

【003】 スマートグリッド導入、系統運用ルール策定、系統

連携量等電力システムの高度化 

経済産業省  33 

【004】 風力発電・地熱発電立地のゾーニングや漁業協同組

合との連携等による洋上風力発電推進 

経済産業省  33 

【005】 リースによる低炭素設備の導入促進の枠組みと低炭

素投融資の促進 

経済産業省  21,34 

 ２．「環境未来都市」構想 

【006】 「環境未来都市」構想の推進 内閣官房 

地域活性化統合事務局 

 6,21,34 

 ３．森林・林業再生プラン 

【007】 森林・林業再生プラン実行プログラムの推進 農林水産省  6,21,34 

【008】 公共建築物等木材利用促進法の着実な実施 農林水産省  6,21,34 

 ４．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等 

【009】 医療イノベーション推進室の創設 内閣官房 

医療イノベーション推進室 

 21,35 

【010】 医薬品・医療機器の開発から承認までの期間の短縮 厚生労働省  6,21,35 

【011】 先進医療の評価・確認手続き等の運用の改善 厚生労働省  6,21,35 

 ５．国際医療交流(外国人患者の受入れ) 

【012】 医療言語人材の育成 経済産業省  7,22,35 

【013】 外国人医師・看護師による国内診療を可能とするな

どの規制緩和 

厚生労働省  22,35 

【014】 いわゆる「医療滞在ビザ」の設置及び外国人患者の

在留資格の取扱い明確化 

外務省 

法務省 

 7,22,35 

 ６．パッケージ型インフラ海外展開 

【015】 パッケージ型インフラ海外展開の推進（インフラプ

ロジェクト専門官の指名等による海外情報収集体制

の強化） 

内閣官房 

副長官補室 

 7,22,35 

【016】 パッケージ型インフラ海外展開の推進（日本がベト

ナム原子力発電所建設の協力パートナーに） 

内閣官房 

副長官補室 

 4,22 

 ７．法人実効税率引き下げとアジア拠点化の推進等 

【017】 法人実効税率の引下げ 経済産業省  4,22 

【018】 アジア本社と R&D 拠点の立地促進制度の導入、「アジ 経済産業省  4,7,23,3
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II 

番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

ア拠点化・対日直接投資促進プログラム（仮称）」の

策定 

6 

【019】 輸出通関における保税搬入原則の見直し 財務省  23,36 

【020】 アジア地域における貿易円滑化の推進 財務省  36 

 ８．グローバル人材の育成と高度人材の受入れ拡大 

【021】 ポイント制による高度人材の優遇制度の導入 法務省  8,23,37 

【022】 グローバル人材育成に向けた大学間交流・学生交流

の推進 

文部科学省  8,23,37 

【023】 専修学校における留学生の受入れ促進 文部科学省  23,37 

【024】 アジア諸国等における日本語教育の拡充 外務省  37 

 ９．知的財産・標準化戦略とクール・ジャパンの海外展開 

【025】 知的財産の積極的な取得・活用 内閣官房 

知的財産戦略推進事務局 

 23,38 

【026】 特定戦略分野の国際標準獲得に向けたロードマップ

の策定 

内閣官房 

知的財産戦略推進事務局 

 8,24,38 

【027】 クールジャパン戦略の推進 内閣官房 

知的財産戦略推進事務局 

 8,24,38 

 １０．アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の構築を通じた経済連携戦略 

【028】 「包括的経済連携に関する基本方針」の策定と経済

連携の加速・国内制度改革の一体的推進 

内閣官房 

国家戦略室 

 3,9,24, 

39 

【029】 ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく看護師・介護福祉

士候補者の受け入れ 

内閣官房 

国家戦略室 

 9,39 

 １１．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等 

【030】 「総合特区制度」の創設 内閣官房 

地域活性化統合事務局 

 10,24,39

【031】 国際コンテナ戦略港湾、国際バルク戦略港湾、港湾

運営の民営化 

国土交通省  10,25,39

【032】 徹底したオープンスカイの推進 国土交通省  4,25,39 

【033】 羽田の「24 時間国際拠点空港化」の推進 国土交通省  4,25 

 １２．「訪日外国人３，０００万人プログラム」と「休暇取得の分散化」 

【034】 「訪日外国人３０００万人プログラム」の推進と「休

暇取得の分散化」 

国土交通省  11,25,40

【035】 中国人訪日観光査証の取得容易化・訪日中国人の拡

大 

外務省 

国土交通省 

 4,11,25,

40 

 １３．中古住宅・リフォーム市場の倍増等 

【036】 中古・リフォーム市場整備のための総合的プラン策 国土交通省  40 
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番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

定・実施 

【037】 マンションストック再生のための環境整備 国土交通省 

法務省 

 40 

【038】 省エネ、耐震、バリアフリー性等に優れた住宅の普

及促進 

国土交通省  25,40 

 １４．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進 

【039】 ＰＦＩ制度の拡充 内閣府  10,41 

 １５．「リーディング大学院」構想等による国際競争力強化と人材育成 

【040】 リーディング大学院の構築 文部科学省  26,42,52

【041】 トップレベル頭脳循環システム（仮称）の実現 ①革新的ハイパ

フォーマンス・コンピューティング・インフラ（ＨＰＣＩ） 

文部科学省  41 

【042】 トップレベル頭脳循環システム（仮称）の実現 ②大型加速器

施設の研究拠点形成 

文部科学省  41 

【043】 トップレベル頭脳循環システム（仮称）の実現 ③リサーチ・

アドミニストレーターの育成・確保 

文部科学省  41 

【044】 つくばイノベーションアリーナナノテク拠点（ＴＩ

Ａ）の構築 

経済産業省  41 

【045】 テニュアトラック制の普及・定着 文部科学省  42 

【046】 研究現場を活用したポスドク・大学院生の実践的育

成（産総研イノベーションスクール） 

経済産業省  42 

【047】 国の研究開発機関に関する新たな制度の創設 内閣府  42 

 １６．情報通信技術の利活用の促進 

【048】 情報通信技術利活用のための規制・制度改革 内閣官房 

情報通信技術担当室 

 12,43 

【049】 電子行政の推進 内閣官房 

情報通信技術担当室 

 12,42 

【050】 医療情報化の推進 内閣官房 

情報通信技術担当室 

 43 

【051】 教育の情報化の推進 文部科学省  26,43 

【052】 「光の道」構想の推進 総務省  12,26,43

 １７．研究開発投資の充実 

【053】 第４期科学技術基本計画の策定（研究開発投資目標

の設定） 

内閣府  11,26,43

【054】 科学・技術・イノベーション戦略本部(仮称)の創設 内閣府  44 

【055】 科学技術予算編成プロセスの抜本改革 内閣府  11,26 

【056】 科学研究費補助金の基金化・拡充 文部科学省  11,44 
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IV 

番号 
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項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

 １８．幼保一体化等 

【057】 幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの構築 内閣府  12,26,44

 １９．「キャリア段位」制度とパーソナルサポート制度の導入 

【058】 「実践キャリア・アップ制度」の推進 内閣府  13,27,44

【059】 「パーソナル・サポート・サービス」の導入 内閣府  27,45 

 ２０．新しい公共 

【060】 「新しい公共」円卓会議からの提案に対する対応 内閣府  27,45 

【061】 「新しい公共」を支える市民公益税制の拡充 内閣府  5,27,45 

【062】 ＮＰＯ等を支える小規模金融制度の見直し等 金融庁、経済産業省、

財務省 

 27 

【063】 マルチステークホルダーからなる「社会的責任に関

する円卓会議」を通じた協働 

内閣府  45 

【064】 「熟議」に基づく教育政策形成の推進 文部科学省  45 

【065】 幸福度研究の推進 内閣府  46 

 ２１．総合的な取引所(証券・金融・商品)の創設を推進 

【066】 総合的な取引所(証券・金融・商品)の実現に向けた

方針の決定 

金融庁  13,46 

 Ⅰ．環境・エネルギー 

【067】 「緑の都市化」と都市・地域構造の低炭素化等に向

けた制度の構築、取組の推進（温室効果ガス２５％

削減に効果的な先進的対策の検証等を集中的に実

施） 

環境省  47 

【068】 都市鉱山のリサイクル等の循環型社会づくりの推進 環境省  46 

【069】 国内クレジットやオフセット・クレジットの拡充・

支援による中小企業等の低炭素投資促進（ヒートポ

ンプ・コジェネ等の導入） 

環境省  47 

【070】 家庭・事業者向けエコリース促進事業 環境省  47 

【071】 エネルギー消費量や温室効果ガスの「見える化」に

関する仕組みの構築と「環境コンシェルジュ」の育

成 

環境省  28,47 

【072】 次世代自動車（エコカー等）の普及促進及びロード

マップの作成 

経済産業省  28,47 

【073】 乗用車等の燃費基準の強化 経済産業省  28,47 

【074】 低炭素型産業の立地推進 経済産業省  28 

【075】 低炭素都市づくりガイドライン等の策定・普及 国土交通省  28 

【076】 住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化について、 経済産業省  46 
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V 

番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

対象、時期等の検討 国土交通省 

【077】 モーダルシフトの推進に向けたアクションプラン 国土交通省 

経済産業省 

 47 

【078】 スマートグリッドの導入、情報通信技術の利活用の

推進等 

総務省  46 

【079】 海洋資源、海洋再生可能エネルギー等の開発・普及

の推進 

内閣官房 

総合海洋政策本部事務局 

 47 

【080】 安全性の確保を前提とした原子力の着実な推進 文部科学省  47 

【081】 環境・エネルギーに関する革新的技術開発の前倒

し・重点化 

文部科学省  28,47 

【082】 海外における温室効果ガスの排出抑制等への貢献を

適切に評価する仕組みの構築 

外務省  48 

【083】 インドネシア地熱開発技術向上プロジェクト 外務省  48 

【084】 マレーシアでの一般家庭からの廃電気・電子機器リ

サイクルプロジェクト 

外務省  48 

 Ⅱ．健康(医療・介護) 

【085】 既存の医療・介護関連職種の活用促進・役割拡大と

医療クラーク等の大幅な導入 

厚生労働省  48 

【086】 24 時間地域巡回型訪問サービスやレスパイトケア

（家族の介護負担軽減）拡充の本格実施 

厚生労働省  48 

【087】 特別養護老人ホームへの社会医療法人の参入、公益

性等を踏まえた運営主体規制の見直し、いわゆる施

設サービス等の供給総量に係る参酌標準の撤廃 

厚生労働省  48 

【088】 地域包括ケア推進の法体系等の整備 厚生労働省  48 

【089】 現行規制の解釈・要件明確化による遠隔医療の適切

な普及 

厚生労働省  48 

【090】 「日本発シーズの実用化に向けた薬事戦略相談（仮

称）」の創設 

厚生労働省  48 

【091】 革新的新薬・医療機器創出のための臨床試験拠点整

備 

厚生労働省  49 

【092】 大規模医療情報データベースの構築・医薬品等安全

対策への活用 

厚生労働省  49 

【093】 サービス付き高齢者向け住宅の制度化・供給支援 国土交通省  49 

 Ⅲ．アジア 

【094】 日本国内投資促進プログラムの策定 経済産業省  4,49 
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VI 

番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

【095】 アジア債券市場の構築 財務省  49 

【096】 外為法に基づく報告書の簡素化 財務省  50 

【097】 関空・伊丹の経営統合に係る制度改正とコンセッシ

ョン契約の検討 

国土交通省  50 

【098】 造船業の国際競争力の強化 国土交通省  50 

 Ⅳ．観光立国・地域活性化 

【099】 「地域主権」型社会の構築に向けた取組 総務省  50 

【100】 大都市の成長戦略の策定 内閣官房 

地域活性化統合事務局 

 50 

【101】 民間都市開発プロジェクトに係る規制緩和・金融措

置等 

国土交通省  50 

【102】 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用 財務省  29,50 

【103】 企業における事業継続計画（BCP）の策定促進のため

の策定事例の収集・情報提供等の実施 

内閣府  51 

【104】 食と農林漁業の再生推進本部の設置 内閣官房国家戦略室 

農林水産省 

 51 

【105】 「戸別所得補償モデル対策」の実施及び「農業者戸

別所得補償制度」の本格実施 

農林水産省  29,51 

【106】 「六次産業化法」の制定及び全面施行 農林水産省  29,51 

【107】 「『食』に関する将来ビジョン」の策定とその実現 農林水産省  30 

【108】 「輸出総合戦略」の策定 農林水産省  30,51 

【109】 「緑と水の環境技術革命総合戦略」と「緑と水の環

境技術革命プロジェクト事業」の実施 

農林水産省  51 

【110】 バイオマス活用推進基本計画の策定 農林水産省  30,51 

【111】 資源管理制度の強化と「漁業所得補償制度」の検討・

導入 

農林水産省  52 

【112】 起業支援ファンドへの資金供給の弾力化（中小機構

ファンド出資事業の再編及び出資要件の見直し） 

経済産業省  30 

【113】 中小企業の海外展開支援会議の設置 経済産業省  30 

【114】 中小企業への新卒者就職応援プロジェクトの実施 経済産業省  30 

【115】 ｢工場アパート｣建設等のための市町村と連携した制

度の創設 

経済産業省  52 

【116】 中小企業の事業引継ぎネットワークの創設 経済産業省  52 

 Ⅴ．科学・技術・情報通信 

【117】 競争的研究資金の使用ルールの統一 内閣府  30 
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VII 

番号 

（頁） 

項目名 担当（取りまとめ）

府省 

実現 2011

対応頁 

【118】 関係投資機関との連携による技術系ベンチャー支援

の検討・実施 

文部科学省  31 

【119】 科学技術に優れた才能を有する生徒等の育成（「科学

の甲子園」、「サイエンス・インカレ」、国際科学オリ

ンピック参加支援、スーパーサイエンスハイスクール強化）

文部科学省  52 

【120】 産学人材育成パートナーシッププログラム 経済産業省  31,52 

【121】 新型インフルエンザワクチン開発基盤 厚生労働省  52 

【122】 創薬等支援技術基盤プラットフォームの整備 文部科学省  53 

【123】 地域イノベーションシステムの構築 文部科学省 

経済産業省 

 53 

【124】 ベンチャー・中小企業の知財マネジメントの強化（ワ

ンストップ相談窓口の整備） 

経済産業省  53 

【125】 ユーザーの利便性向上に資する特許制度の見直し 経済産業省  53 

【126】 宇宙開発利用の推進 文部科学省  53 

【127】 著作権等に係る権利制限の一般規定の整備 文部科学省  31,53 

【128】 電子政府の総合窓口（e-gov）の改善 総務省  53 

【129】 データセンタの国内立地整備等の制度見直しの検討 経済産業省 

国土交通省 

 31,54 

【130】 大規模サイバー攻撃への対応、クラウド化や IPｖ6

に対応した情報セキュリティガイドラインの策定 

内閣官房 

情報セキュリティセンター 

 31,53 

【131】 交通の高度情報化、システムの海外展開を見据えた

ＩＴＳロードマップの策定 

内閣官房 

情報通信技術担当室 

 54 

 Ⅵ．雇用・人材 

【132】 雇用戦略の推進 内閣府  54 

【133】 「フリーター等正規雇用化プラン」の推進 厚生労働省  31 

【134】 「今後の高年齢者雇用に関する研究会」における高

齢者雇用対策の検討 

厚生労働省  54 

【135】 求職者支援制度の創設 厚生労働省  54 

【136】 派遣労働者の均衡待遇の確保と正社員転換の推進 厚生労働省  31 

【137】 最低賃金の引き上げ 厚生労働省  32 

【138】 有期労働契約に係る労働政策審議会での検討 厚生労働省  54 

【139】 保育ママ等の育成支援（安心こども基金による「家

庭的保育者研修事業」の実施） 

厚生労働省  32 

【140】 初等中等教育における重要能力・スキルの確実な習

得（小学校における新学習指導要領全面実施） 

文部科学省  54 

【141】 教職員の養成・採用・研修及び体制の抜本的見直し 文部科学省  55 
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【142】 学生等への経済的支援策の充実 文部科学省  55 

【143】 専修学校への単位制・通信制の導入 文部科学省  55 

 Ⅶ．金融 

【144】 企業結合規制の見直し 公正取引委員会  55 

【145】 金融資本市場・金融産業活性化等のためのアクショ

ンプラン 

金融庁  32,55 
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