
18
年

― ―

8/11 島根県
「島根県過疎・中山間地域対策研究会」設置

8/30 6/26 過疎連盟
「今後の新たな対応策を調査研究する調査
研究委員会」設置

1/23 北海道
「過疎地域を考える懇話会」設置

7/3 全国市長会過疎関係都市連絡協議会
「過疎地域の自立促進に関する要望」決定

2/14 徳島県
「徳島県過疎対策研究会」設置

9/21 7/5 全国町村会理事会
「過疎対策の枠組みを生かした上で、新た
な法律を制定すること」の要望決定

9/28 山形県
「過疎地域等振興懇話会」設置

7/21 全国市議会議長会地方行政委員会
「過疎地域振興のための新たな制度の創
設」の要望決定

10/1 広島県
「新過疎対策推進プロジェクトチーム」設置

10/24
～26

「全国過疎問題シンポジウム２００７in
ふくおか」開催

10/12 山口県
「山口県過疎地域等対策研究会」設置

11/22
～23

平成１９年度第２回過疎問題懇談会
長野県木曽町、清内路村（現地調査）

11/1 全国知事会
「過疎対策特別委員会」設置

10/19 長野県市長会・長野県町村会
「過疎地域指定市町村長意見交換会」開催

11/19 全国知事会第１回過疎対策特別委員会
（委員長：村井仁長野県知事）

11/13 三重県
「三重県過疎地域対策研究会」設置

11/30 11/28 11/22 徳島県「徳島県過疎対策研究会」
過疎法失効後の新たな過疎対策についての中間報
告書骨子案を提示

11/29 岡山県中山間地域県・市町村連携協議会
「新過疎対策ワーキング会議」を設置

12/21 11/29 11/28 福島県
「過疎・中山間地域振興対策ワーキンググルー
プ」設置

11/30 長野県町村会
「過疎対策連絡協議会」設置

15日 京都府
「過疎・限界集落対策部会」設置

18日 長崎県
「長崎県過疎地域活性化研究会」設置

22日 青森県
「青森県過疎対策研究会」設置

6日 北海道「過疎地域を考える懇話会」
これまでの議論を整理した中間報告を提出

過疎連盟理事会
山口俊一自由民主党過疎対策特別委員会委
員長講演

過疎対策に関する検討の動き

総務省・政府 地方６団体等 都道府県・市町村

19
年

1月
～

12月

平成２０年度総務省重点施策
「過疎地域自立促進特別措置法の期限切れ
を控えた、時代に対応した新たな過疎対策
の検討」を盛り込む

平成１９年度第１回過疎問題懇談会
これまでの過疎対策の効果、過疎地域の課
題の解決に向けた今後の過疎対策のあり方
等の検討開始

地域活性化統合本部（本部長・内閣総理大
臣）
「地方再生戦略」決定
「新たな過疎対策の検討」を盛り込む

全国町村長大会
①地方交付税の総額復元、②過疎法に続く
新たな施策を講ずること、など６項目を決
議

平成１９年度第３回過疎問題懇談会
新たな過疎対策についての論点等について
議論

過疎連盟定期総会（会長：村井仁長野県知
事）
「平成20年度過疎対策関係政府予算・施策
に関する要望」決議

 1月 25日 平成１９年度第４回過疎問題懇談会
自治体（島根県、熊本県天草市、茨城県大
子町）ヒアリング

6日

参考資料２

19日 静岡県地域活性化協議会
「静岡県過疎地域対策検討委員会」設置

21日 鹿児島県過疎地域自立促進協議会
「鹿児島県過疎地域自立促進調査研究委員会」設
置

27日 高知県
｢次期過疎対策に向けての勉強会｣設置

 3月

31日 平成１９年度第５回過疎問題懇談会
これまでの議論の中間的整理、集落の現状
等について議論

25日 滋賀県
「限界集落について実態把握や対策を検討する研
究会」設置

23日 大分県
「小規模集落対策本部」設置

30日 三重県「三重県過疎地域対策研究会」
｢三重県過疎地域対策研究会報告書｣取りまとめ

1日 熊本県
「熊本県過疎問題研究会」設置

13日 徳島県過疎対策研究会
中間報告書の提出

26日 島根県「島根県過疎・中山間地域対策研究会」
『魅力ある中山間地域の実現に向けて－ポスト過
疎法への提言－』取りまとめ

16日 過疎連盟理事会
「新たな過疎対策法の制定に関する要望」
決議

12日

27日 平成２０年度第３回過疎問題懇談会
国土形成計画、交通基盤の整備及び利活
用、生活排水処理等について

全国知事会第２回過疎対策特別委員会
平成２１年度国の施策並びに予算に関する
提出・要望（案）について

上旬 過疎連盟
「過疎対策の新たな対応策に関する調査研
究委員会」にて「過疎地域住民及び都市住
民アンケート調査」実施

3日 全国町村会常任理事会
「現行法に引き続き、総合的な過疎対策を
推進するため、新たな法律を制定するこ
と」の要望を採択

3日 大分県
｢大分県過疎対策研究会｣設置

8日 全国市長会過疎関係都市連絡協議会
「新たな過疎対策法の制定と過疎対策の推
進に関する要望」決定

17日 全国知事会全国知事会議
「平成２１年度国の施策並びに予算に関す
る提案・要望」決定

17日 沖縄県
「沖縄県過疎地域活性化研究会」設置

24日 全国町村議会議長会会長会議
「総合的かつ抜本的な過疎対策を講じ、過
疎地域の振興が図られるよう、新たな過疎
対策法を制定すること」の要望決定

22日 和歌山県
「和歌山県過疎対策研究会」設置

29日 平成２０年度第４回過疎問題懇談会
過疎地域等における情報通信基盤の整備・
利活用について

31日 全国都道府県議会議長会定例総会
「過疎地域自立促進特別措置法に代わる新
たな法律を制定し、引き続き総合的な過疎
対策を充実強化すること」の要望決定

20
年

員長講演

過疎連盟
過疎対策の新たな対応策に関する調査研究
委員会（平成２０年度第１回）

 2月

 ４月

24日 平成２０年度第１回過疎問題懇談会
これまでの議論の中間的整理、過疎地域等
の集落対策についての提言

５月

30日 平成２０年度第２回過疎問題懇談会
過疎地域における農林水産業の現状と課題
等について

20日

 ６月

福島県
「過疎・中山間地域振興有識者懇談会」設置

 ７月



過疎対策に関する検討の動き

総務省・政府 地方６団体等 都道府県・市町村

参考資料２

5日 徳島県「徳島県過疎対策研究会」
『「過疎地域自立促進特別措置法」失効後の新た
な対策について 徳島からの提言』取りまとめ

20日 群馬県
「ぐんま山村集落機能対策研究会」設置

30日 徳島県
「新過疎法制定徳島県総決起大会」開催

3日 北海道「過疎地域を考える懇話会」
『「ふるさと再生への道」ー日本の明日のため
にー』取りまとめ

30日 平成２０年度第５回過疎問題懇談会
過疎地域における教育の振興、医療の確保
について

18日 山口県「山口県過疎地域等対策研究会」
『過疎地域自立促進特別措置法失効後の新たな地
域振興対策について』取りまとめ

10月
22日

～24日
「全国過疎問題シンポジウム２００８in
いしかわ」開催

3日 全国知事会過疎対策特別委員会
村井仁過疎対策特別委員長（長野県知事）
が山口俊一前委員長に対し、現行過疎法の
失効に伴う新たな法律の制定と過疎地域に
対する支援策を強化拡充するよう要請

8日 沖縄県「沖縄県過疎地域活性化研究会」
「沖縄県の過疎地域について」取りまとめ

5日 過疎連盟
次期対策推進会議にて、「新たな過疎対策
法の制定に関する決議（案）」を協議

10日 長崎県
「個性豊かな地域社会実現のために～新たな過疎
対策に向けた具体的な提言～」取りまとめ

11日 近畿地方知事会
「新過疎法の制定についての共同提言」を
とりまとめ、総務省等へ要請

14日 高知県・高知県地域振興総合協議会
「次期過疎対策法の制定に向けての提言」取りま
とめ

14日 全国市議会議長会評議員会
「過疎対策制度の継続及び新たな法律の制
定を求める要望」を採択

岐阜県過疎地域自立促進協議会
「新たな過疎対策についての提言」取りまとめ

14日 北海道東北地方知事会
「新たな過疎対策の推進に関する緊急提
言」をとりまとめ、総務省等へ要請

17日 北海道
「新たな過疎法の制定に向けた北海道の考え方」
取りまとめ

19日 全国町村議会議長会全国大会
「新たな過疎対策法を制定すること」の要
望を採択

愛媛県
「愛媛県内過疎地域の集落の実態調査に関する調
査研究会」
「元気な地域づくりの実現に向けて～新過疎法へ
の提言～」取りまとめ

25日 中国四国地方知事会
「新たな過疎対策に向けて」を共同提案と
してとりまとめ、総務省等へ要請

25日 過疎連盟「定期総会・新過疎法制定実現総
決起大会」開催

18日 三重県
「新過疎法の制定実現をめざす三重県総決起大

 ９月

平成２０年度第６回過疎問題懇談会
長崎県雲仙市・五島市（現地調査）

20
年

 ８月

11月

13日
～14日

決起大会」開催
自民党・民主党・公明党・共産党・社会
党・国民新党から代表が出席し、開催され
る。「新たな過疎対策法の制定に関する決
議案」が、満場一致で決定

「新過疎法の制定実現をめざす三重県総決起大
会」開催

25日 全国市長会過疎関係都市連絡協議会
「新たな過疎対策法の制定」等に関する要
望並びに「今後の過疎対策のあり方につい
て―過疎関係都市意向調査結果―」を決定

19日 中四国９県
共同提案取りまとめ

25日 全国市議会議長会地方行政委員会
「過疎地域振興のための新たな過疎対策法
の制定」等の要望決定

26日 全国町村長大会
「過疎地域自立促進特別措置法の失効後
も、引き続き総合的な過疎対策を充実強化
するため、新たな過疎対策法を制定するこ
と」の要望決定

27日 大分県「大分県過疎対策研究会」
「今後の過疎対策のあり方について～新たな過疎
対策法の制定に向けて～」取りまとめ

3日 17日 北海道
「新過疎法制定に関する北海道の提言～「ふるさ
と」再生に向けて～」取りまとめ

26日 青森県「青森県過疎対策研究会」
「青森県過疎対策研究会報告書」取りまとめ

1月

9日 熊本県
「熊本県過疎問題研究会」の検討を経て、「過疎
地域振興に向けて」取りまとめ

4日 「平成２０年度全国過対策担当課長会
議」開催

10日 過疎連盟理事会
山下茂明治大学公共政策大学院ガバナンス
研究科教授講演

9日 福島県
「新たな過疎対策法の制定を求める福島県総決起
大会」を開催

13日 長崎県
「新過疎法の制定実現を求める長崎県総決起大
会」を開催

16日 岩手県過疎地域自立促進協議会
「いわての過疎に挑むシンポジウム」を開催

25日 平成２０年度第７回過疎問題懇談会
自治体（島根県、島根県雲南市、高知県）
ヒアリング

20日 山形県「過疎地域等振興懇話会」
「過疎地域等における新たな支援・振興策につい
て」取りまとめ

３月

26日 平成２０年度第８回過疎問題懇談会
時代に対応した新たな過疎対策について
（自由討議）

２月21
年

12月

中部圏知事会
「時代に対応した新たな過疎対策法の制定
についての緊急提言」をとりまとめ、総務
省等へ要請


