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平成２２年度国の施策に対する重点提案・要望   

 

１  地方分権改革の推進 

提案・要望先 内閣府、総務省、財務省 

県担当部局  総合企画部、総務部   

【提案・要望の要旨】 

第二期地方分権改革の推進 

 
【現状・課題】 

平成１９年４月以来、地方分権改革推進委員会では国による義務付け・

枠付けの見直し、国の出先機関の見直し、地方税財政制度改革などの諸課

題について調査検討を行い、昨年の２回の勧告に引き続き、本年度内に第

３次勧告がなされる予定である。 
そこで、国においては、地方の自主性・自立性を高める真の地方分権改

革を実現すべく地方分権改革推進計画を策定し、早急に新地方分権一括法

を成立すべきである。 
 

【具体的提案・要望内容】 

第二期地方分権改革において、地方の自主性・自立性を高める真の地方

分権改革となるよう次の事項を実現すること。 
    
（１）義務付け・枠付け等の廃止・縮小 
    地方の自由度・裁量度を高めるため、国の義務付け・枠付けを廃止・

縮小するとともに、条例による法令の上書き権を制度化するなど、地方

の条例制定権を拡大すること。 
    また、裁定的関与については、都道府県が事務の最終責任を負うにも

かかわらず、国によって都道府県の判断が直接に否定されるものであり、

「地方自治の本旨」に照らし問題があることから早急に廃止すること。 
 
（２）事務・権限の移譲 

住民に身近な行政はできる限り地方にゆだねるという地方分権改革

推進法の基本方針にのっとり、地方への更なる事務・権限の移譲を財源

措置等と一体的に行うこと。 
また、事務・権限の移譲に伴い、出先機関も含め国の組織の廃止・縮

小を行うこと。なお、第２次勧告で示された「地方振興局（仮称）」等

については、地域振興が本来、地方の役割であることから、そのあり方

を十分検討すること。 
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（３）分権型社会にふさわしい地方税財政構造の構築 
 
ア 地方税の充実強化 

分権型社会にふさわしい地方税体系とするため、税制の抜本的改革

を早急に行い、国・地方の租税収入の割合をまずは５：５に是正する

とともに、税収の偏在性が少なく安定した地方消費税の充実強化を図

ること。 
なお、地方法人特別税は、税の受益と負担の原則に反し、地方分権

にも逆行するものであることから、税制の抜本的改革を行う際には、

速やかに地方税として元に戻すこと。 
 
イ 地方交付税総額の復元・充実 

多くの地方公共団体は、三位一体改革以降大幅な地方交付税の削減

が行われ、福祉、医療などの基本的な行政サービスを安定的に行って

いくための財源さえ確保できないほどの厳しい財政状況に陥ってい

る。そのような中、平成２１年度地方財政計画において地方交付税総

額が増額されたことは、地方に対して一定の配慮がなされたものと考

える。 
今後とも、義務的経費の増加など地方の行政需要を的確に把握し、

地方交付税総額の復元・充実を進めること。 
    また、地方交付税は「地方固有の財源」であり、国の裁量に左右さ

れることなくその総額が確保されるよう、特例加算や特別会計借入な

どを行わず、法定率を見直した上で、国の一般会計を通さずに「地方

共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り入れる「地方共有税」を早期

に具体化すること。 
 

ウ 国庫補助負担金改革と直轄事業負担金の見直し 
     行政の簡素化及び地方の自由度・裁量度を高める観点から、国庫補

助負担金件数を半減すること。 
        また、これまでの改革で見られた国の補助負担率の切下げや、単な

る補助金額の縮小・交付金化は、国の関与・規制が依然として残るも

のであるため、断じて行わないこと。 
直轄事業負担金については、国と地方の役割分担を明確にした上で、

地方が行うべき事業は権限と財源を地方に移譲し、国が行うべき事業

は国が全額費用を負担すべきであり、廃止に向けた抜本的な見直しを

行うこと。 
特に、維持管理費の地方負担については、本来、管理主体である国

が負担すべきであり、早急に廃止すること。 
 
エ 「（仮）地方行財政会議」の法定化 

      地方に関することについて、国が政策立案し執行するに当たっては、

地方公共団体の意見を幅広く誠実に聴取する「（仮）地方行財政会議」

を法律により設置すること。 
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２  新産業の展開による県経済の活性化 

提案・要望先 内閣府、文部科学省、農林水産省、 

厚生労働省、経済産業省、環境省  

県担当部局  商工労働部  

【提案・要望の要旨】 

（１）バイオテクノロジーを活用した新産業創出及びクラスター形成の推進 

（２）「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」の推進による京葉臨海 

コンビナートの国際競争力の強化と地域共生の推進 

（３）外資系企業誘致施策の充実強化 

 

【現状・課題】 

（１）平成１６年２月に策定された「東京圏ゲノム科学の国際拠点形成プロ

ジェクト基本構想」において、千葉県の「かずさアカデミアパーク」、「柏・

東葛地域」、「千葉地域」が、ゲノム科学の国際拠点として、また、将来の

日本のバイオ・ライフサイエンス分野における重点的整備拠点として位置

付けられている。 

また、バイオテクノロジー分野が地球規模で進展する環境問題、食糧問

題、エネルギー問題の解決に大きく寄与することが期待されており、国に

おいては、バイオテクノロジーによるイノベーション促進に向け「ドリー

ムＢＴジャパン」を策定したところである。 

本県においては、東京大学大学院(柏キャンパス)とかずさＤＮＡ研究所

が、地球環境研究とバイオテクノロジーの融合領域の共同研究に取り組む

など、地域の特性を活かしたバイオ・ライフサイエンスクラスターの形成

に取り組んでいるところであるが、国際的なゲノム科学の拠点化を図るた

め、府省横断的・研究領域融合型の研究開発費等、一層の国の予算措置が

必要となっている。 

 

（２）京葉臨海コンビナート地域は、アジア有数の大規模コンビナート地域

として、わが国の素材・エネルギー産業をリードしてきたが、原油価格の

高騰や国際競争の激化等さまざまな課題を抱えていることから、「エネル

ギーフロントランナーちば推進戦略」（平成１９年６月）により、競争力

強化を図るとともに、環境や地域と共生するコンビナート地域としてさら

に発展させることとしている。 
国内最大のコンビナート地域である京葉臨海コンビナート地域の国際

競争力強化は、わが国全体のコンビナート地域の国際競争力強化に直結し、

国益にもかなうものであるが、競争力強化のためのインフラ整備や、リス

クが高い技術開発に関する分野等への対応については、一企業の努力だけ

では限界がある。 
また、この戦略の目的であるコンビナート地域の企業間連携による競争

力の強化は、学識経験者・企業関係者・経済産業省の委員からなる「コン

ビナート高度統合研究会」が、「石油産業」と「石化産業」を中心とする

コンビナートが、将来にわたって持続的に発展し、わが国の製造産業力の

中枢としての役割を最大限発揮するための、国家的に重要な産業政策の提
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言として平成１８年３月にとりまとめた「コンビナート高度統合研究会報

告書」の目指す方向性とも合致するものであり、国の積極的な予算措置が

必要となっている。 
 

（３）千葉県では、首都圏に位置し、成田国際空港等国際物流拠点を有するな

どの優位性を活かし、地域経済・産業の更なる活性化を図るため、外資系

企業の誘致を積極的に推進している。 
     国においては、平成１７年度から平成２０年度に「外国企業誘致地域支
援事業」を実施し、地方自治体と連携して対日投資の促進を図ってきたと

ころである。本県は、この地域支援事業と本県の行う誘致施策との相乗効

果により、平成１７年度には５社、平成１８年度には６社、平成１９年度

には５社、平成２０年度には３社の外資系企業誘致を行う等、大きな成果

を上げることができた。しかし、本事業のスキームの中で、マッチング支

援事業として事業実施者が多数の外国企業を国内展示会へ招へいする新

たな取り組みが平成２０年度から始まった一方、本県がこれまで有効に活

用してきた立上支援事業が平成２１年度から廃止となる等、本県にとって

は事業の活用のし易さが失われつつある点が課題であると認識している。 
 

【具体的提案・要望内容】 

（１）バイオテクノロジーを活用した新産業創出及びクラスター形成の推進 

「かずさアカデミアパーク」、「柏・東葛地域」、「千葉地域」に、ゲノム科

学を基礎としたバイオテクノロジー・ライフサイエンス関係の研究開発、

施設整備、基盤整備に関する大胆かつ集中的な予算の投入を講じられたい。 

 

（２）「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」の推進による京葉臨海コ

ンビナートの国際競争力の強化と地域共生の推進 

わが国を代表するエネルギー・素材産業の集積地であり、アジア有数の

大規模コンビナートでもある京葉臨海コンビナートの競争力強化を図る

とともに、環境と調和し、地域と共生するコンビナートとしてさらに発展

させるための戦略として策定された「エネルギーフロントランナーちば推

進戦略」を推進するため、企業間連携による新たな省エネルギーシステム

の導入等について、施設整備等に対する広い支援措置を講じられたい。 

 

（３）外資系企業誘致施策の充実強化 

「外国企業誘致地域支援事業」を活用し、外国企業を招へいの上本県の

投資環境やサポート体制を実際に確認していただくことや、日本における

法人設立に際し司法書士や公認会計士等による立上支援を実施すること

は非常に効果的であり、今後の対内直接投資を促進していくため、立上支

援事業の復活をはじめ、更なる充実強化を図られたい。 
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３  雇用・就業支援の充実 

提案・要望先 厚生労働省  

県担当部局  商工労働部  

【提案・要望の要旨】 

（１）ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業の充実強化 

（２）若年層の就業支援の充実 

 

【現状・課題】 

（１）国の雇用関係の交付金を活用した「ふるさと雇用再生特別基金事業」、

及び「緊急雇用創出事業」については、県及び市町村が新たな事業を企画

して、民間等に委託することになっている。 

また、当事業の実施により収益が生じた場合、受託者は委託事業の運営

以外の目的にこれを充てることはできないとされており、委託事業の運営

費を上回る収入は、返還させる必要がある。 

このため、地方の裁量で、より流動的で多様な対応が困難になり、地方

独自の多様な事業展開の支障となりかねない。 

   また、当事業収入を受託者に認めていないことから、受託者の積極的及

び柔軟な活動意欲を阻害するものとなりかねない。 

 

（２）若年者を取り巻く雇用情勢は、世界的な景気減速による経済環境の悪化

等により、今後も引き続き厳しい状況にあることが考えられる。 

また、フリーターやいわゆるニートの数も依然として高水準となっている。 

さらに、いったん就職した若年者が早期に離職する割合も高水準のまま

推移している。 

このような状況の中、国内経済の維持・発展を図っていくためには、次

世代を担う若年者が、働く意欲を抱きつつ安定した就労につけるよう、こ

れまで以上にきめ細かな支援をしていくことが不可欠となっている。 

本県では、国との連携により、早期に仕事を探したい若者のための相談

窓口「ジョブカフェちば」を設置し正規雇用化の促進を図るとともに、若

年無業者のための相談窓口｢ちば地域若者サポートステーション｣を設置し、

職業的自立を支援しているところである。 

こうした中、フリーターやいわゆるニートの年齢が高齢化していること

を受け、国の方針により両相談窓口ともに、３０代後半の不安定就労者ま

でが支援対象に含まれることとなるなど、若年者に対する就労支援は、昨

今の経済情勢の変化や雇用情勢の悪化が懸念される状況を踏まえ、一層の

機能強化が求められており、予算面や事務量など自治体の負担が増大して

いる。 
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＜ 本県における有効求人倍率の推移 ＞ 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用創出事業の充実強化 

当該基金事業については、対象を委託事業に限定せず、人材派遣及び人

材育成並びに補助金などの雇用拡大及び産業振興に資する事業にも拡大

し、地方の裁量で、より流動的で多様な対応ができるようにしていただき

たい。 

また、受託者の積極的及び柔軟な活動意欲を醸成するため、委託事業収

益に関する運用要件を撤廃又は緩和していただきたい。 

 

（２）若年層の就業支援の充実 

 自治体の予算や事務量に影響を与える制度を構築する際には、情報提供

に努め、各自治体の意見を取り入れる体制を整えていただきたい。 

例えば、ジョブカフェについては、事務所の設置費等は委託事業の対象

となっていないが、地域若者サポートステーションについては、事務所設

置費は対象となっているものの、事業を運営する上で必要性の高い臨床心

理士や自立支援プログラムの実施担当者に係る人件費等が対象となって

いないなど取扱いに違いが生じており、対応に苦慮しているところである。 
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４  観光立県の推進 

提案・要望先 観光庁    

県担当部局  商工労働部  

【提案・要望の要旨】 

（１）グローバル観光戦略の推進 

（２）ユニバーサルツーリズムの推進 

 

【現状・課題】 

（１）外国人訪日客を２０１０年に１千万人に倍増することを目指した「ビ

ジット・ジャパン・キャンペーン」を国を挙げて展開する中、千葉県では

国の事業との連携を図り、現地で開催される国際観光展への出展や旅行会

社等の招請、訪日教育旅行の誘致等、外客誘致促進のための各種プロモー

ション事業を実施しているが、今後は、広報ツールの作成や単一の地方公

共団体と国との連携についても本キャンペーンの地方連携事業として認

め、より一層の展開を図っていくことが必要である。 

また、成田国際空港を利用する外国人が空港周辺や首都圏の観光地を安

心・快適に旅行できるように、受入体制の整備を進めているところである

が、“日本らしさ・伝統・現代性”を紹介ＰＲする施設を整備することに

より、日本を代表するゲートウェイにふさわしい“おもてなし”の強化が

望まれる。 

 

（２）外国人、高齢者、障害を持っている方など、誰もが安心して楽しめる観

光地づくり（ユニバーサルツーリズム）が求められる中、千葉県では平

成１６年度から、旅行者が「安全に」「楽しく」「円滑に」旅を満喫でき

る環境づくりを目的とした、ユニバーサルツーリズムの推進を実施して

きており、これまで、現状調査を踏まえた実証実験の実施、その結果を

取り入れたヒント・実例集を作成し、全県的な普及啓発を行っている。 

また、平成２２年度に本県を会場として開催される「ゆめ半島千葉国体」

及び全国障害者スポーツ大会である「ゆめ半島千葉大会」に合わせ、ユニ

バーサルツーリズムの一層の推進に努めている。 

国においても、ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光促進事業と

して、平成２０年３月に「観光のユニバーサルデザイン化 手引き集」や

リーフレットを作成し、その普及啓発の取組を行っているところである。 

    しかし、バリアフリーなどすべての人が利用しやすい旅行情報の整備

や、交通機関、宿泊施設、観光施設等、受入施設でのバリアフリー化・

ユニバーサルデザイン化は十分ではなく、このようなハード面の整備に

も平行して取り組む必要がある。 

また、行政、観光事業者だけでなく、そこに住む地域の人たちにも理

解と協力を得て、地域全体で取り組むことも必要である。 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）グローバル観光戦略の推進 

ア 地方連携事業に関する予算の拡充及び対象事業の拡大を検討し、特に、

国際空港を擁し外国人訪日客の多い地域への重点的な支援策を講じられ

たい。 

イ 成田国際空港の利便性を高めるため、広域的な道路網や交通アクセス

の整備促進、同空港等における観光案内機能の拡充、通訳センターの整

備等、観光インフラの整備を促進されたい。 

ウ 日本を代表するゲートウェイにふさわしい“おもてなし”の強化を図

るため、成田国際空港周辺に日本の魅力的な伝統文化を紹介する施設の

整備を図られたい。 

 

（２）ユニバーサルツーリズムの推進 

ア すべての人が利用しやすい観光情報の提供方法開発、交通機関・宿泊

施設・観光施設といった施設整備など、ユニバーサル対応の早期整備に

向けた優遇措置等の総合的支援を実施されたい。 

イ 行政、観光事業者だけでなく、生活に密着した人たちの幅広い理解と

協力も必要となることから、ユニバーサルツーリズムが一般的なものと

して浸透するよう、普及啓発に努められたい。 
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５  農林水産業の振興 

提案・要望先 農林水産省 

県担当部局  農林水産部 

【提案・要望の要旨】 

（１）水田のフル活用による食料自給率・自給力向上に向けた予算の確保と

制度の見直し 

（２）中山間地域等直接支払交付金制度の見直し 

（３）沿岸漁業改善資金及び漁業近代化資金における漁船の推進機関（エン

ジン）に係る償還期間（期限）の延長 

（４）土地改良事業で造成された農業水利施設の保全対策への支援 

 

【現状・課題】 

（１）米政策改革については、「米政策改革大綱（平成１４年１２月農林水産

省省議決定）」に基づき、需給調整、流通、構造政策、生産対策など施策

全体の改革を一体的に実施し、米の生産から流通までの体制を抜本的に変

えるなど平成２２年度までに「米づくりの本来あるべき姿」の実現を目指

し、平成１６年度から新たな生産調整が開始され、平成１９年度には生産

者・生産者団体自らが需給調整を図る制度に移行したところである。 

さらに、国では、我が国の食料自給率向上を図るため、平成２１年度か

ら麦・大豆、飼料作物、米粉・飼料用米を食料自給率・自給力向上戦略作

物と位置づけ、耕作放棄地の解消を含め水田をフル活用する政策を打ち出

したところである。 

湿田が多い本県では、水田を水田のまま活用できる飼料用米等を重点作

物として推進しているが、現行制度では交付金などの支援措置は麦・大豆

に偏重し、飼料用米等に対する助成水準が低く、経営が成り立たないこと

から農家の理解が得られていない。 

しかし、本年度は国の経済危機対策に伴う補正予算により、飼料用米等

については、本県が求めてきた１０アール当たり１０万円（助成額８万円）

が確保される見込みとなったこと、家畜飼料として十分な需要があること

から、何よりもこの情報を県内水田農家１１万戸に早急に伝え、農家自ら

が経営判断してもらえるよう、県及び関係団体を挙げて周知活動を実施す

るとともに、飼料用米等の推進を図っている。 

 

（２）中山間地域等直接支払交付金制度は、人口の減少や高齢化、土地条件の

制約などにより、経営規模や経営コストなどで平地との格差がある中山間

地域に交付金を交付するものであり、耕作放棄の発生防止のみならず、地

域活性化に結びついた事例もあり、一定の効果が認められている。 

しかしながら、現在実施されている第２期対策も平成２１年度で終了す

ることから、制度を活用して、中山間地域農業の衰退に歯止めをかけ、地

域の活性化に取り組んでいる農業者の間には不安が広がっている。 

また、現行制度においても、対象は急傾斜など条件不利な農用地のみに

限定されること、高齢化の進行などにより協定期間が５年間では対応が困

難な集落がある等、必ずしも取り組みやすいものとはなっていない。 
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（３）沿岸漁業改善資金助成法施行令第２条及び漁業近代化資金融通法施行令

第２条で規定されている推進機関（エンジン）に係る償還期間（期限）  

７年は、現在、推進機関（エンジン）の耐久性が向上し実用年数が延びて

いる実態を反映していない状況である。 
また、水産資源の悪化、輸入の増大に伴う魚価の低迷、就業者の減少や

高齢化など漁業経営を取り巻く環境は年々厳しさが増している。 
こうした中、現行の償還期間（期限）７年では１回あたりの返済額が漁

業者の負担となり、既往債務の返済が厳しい状況や新たな設備投資を手控

える傾向となっており、県内漁業者からも当該償還期間（期限）の延長を

要望する声が出ている。 
 

（４）千葉県農業を支える農業水利施設については、戦後の食糧増産期や高度

経済成長期に国営・県営土地改良事業等により多数整備され、県･市町村･

地元土地改良区等の適正な管理により、その役割を果たしてきたところで

あるが、近年、造成後相当年数が経過した施設が増加し、故障等により適

正な運転に支障が生じる可能性が高まってきている。 
県では、補助事業等を活用して計画的に施設の保全対策を進めていると

ころである。しかしながら、保全対策の必要な施設が多いことに加え、戦

後整備した施設が集中的に耐用年数を迎える特別な時期に差しかかって

いることから、国・県の適切な役割分担のもと、営農活動に支障が生じな

いよう、これら施設の老朽度等に応じた保全対策を早急かつ効率的に実施

していく必要がある。 
 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）水田のフル活用による食料自給率・自給力向上に向けた予算の確保と制

度の見直し 

水田のフル活用による食料自給率･自給力の向上に向け、次のような視

点に配慮し、水田農業政策の抜本的な見直しを実施すること。 

ア 米政策の抜本的な見直し 

生産調整への強制参加から農家が自己決定できる制度への転換や、

生産調整参加者に対するメリット措置の充実による不公平感の解消

等米政策の抜本的な見直しを実施すること。 

イ 適地適作による水田のフル活用の展開と地域特性が十分生かせ農

家が意欲をもって生産調整に取り組める助成額の確保 

全国一律に麦・大豆に偏重するのではなく、各地域の生産条件に適

した作物による水田のフル活用を促進するための施策を講じること。 

特に、水田を水田のまま活用できる飼料用米については、農家が意

欲をもって生産調整に取り組めるよう、販売額を含めて１０アール当

たり１０万円となるよう引き続き助成額の確保を図ること。 

ウ 米の需要実績が正しく反映される都道府県別需要量の配分ルール

の見直し 

   売れる米づくりの観点から、 
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（ア）本県のような１・２等米比率の高い良質米生産都道府県へは需要

量を増やし、良質な麦・大豆が生産可能なところへは需要量を減ず

るなど、地域特性を十分反映させること。 

（イ）都道府県別生産量と消費量を需要量の配分へ考慮すること（千葉

県は生産量より消費量が上回る）等、合理的かつ公平な算出方法を

導入すること。 

エ 各地域の生産環境に適した超多収飼料用米専用品種の早期開発 

   本県では、平成２０年度に「モミロマン」などの飼料専用品種を試

験的に導入したところであるが、収穫期が１０月と遅く、多くの農業

用水の水利権が８月末である本県には適さないことから、全国に設置

されている国の試験研究機関の総力を結集して、早生種の生産環境に

適した超多収の飼料用米専用品種についても、早期に開発すること。 

 

（２）中山間地域等直接支払交付金制度の見直し 

本制度は中山間地域の振興に資する有効な対策であることから、恒常

的な制度とすること。 

また、それまでの間は、現制度を維持するとともに、中山間地域の振

興に取り組んでいる農業者に取り組みやすい制度とするため、次のよう

な事項を実現すること。 

ア 交付対象については、急傾斜など条件不利な農用地のみとしている

が、実際の活動は、集落単位で農業生産活動や農用地・農業用施設の

保全管理を行なっていることから、条件不利な農用地の存する集落全

体を対象地区として設定できるようにすること。 

イ 協定期間については、高齢化の進行により５年間の協定は困難な集

落があることから、集落の実情に応じた期間が設定できるようにする

こと。 

ウ 条件不利を補正するという、直接支払制度の趣旨に鑑み、現行の取

組内容に応じた単価設定は廃止するとともに、第３期対策に向け取組

の妨げとなる新たな要件を追加しないこと。 

エ 地方財政状況が逼迫している状況を勘案し、地方公共団体に対する

地方財政措置をさらに強化すること。 

 

（３）沿岸漁業改善資金及び漁業近代化資金における漁船の推進機関（エンジ

ン）に係る償還期間（期限）の延長 

推進機関（エンジン）の耐久性が向上していること及び昨今の厳しい

漁業経営を踏まえて、当該償還期間（期限）を現行の７年から実用年数

を考慮した１０年程度に延長されたい。 
 

（４）土地改良事業で造成された農業水利施設の保全対策への支援 

大量かつ集中的に施設の保全対策を講じるための緊急対策として、国

営事業で造成されたすべての施設を対象に、施設の劣化状況等を調べる

機能診断から、その結果に基づく計画的な対策工事までを一貫して国が

実施するよう事業制度を拡充されたい。 
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６  県民を守る医療体制の充実 

提案・要望先 総務省、厚生労働省、文部科学省 

県担当部局  健康福祉部   

【提案・要望の要旨】 

（１）医師の養成・確保対策 

（２）救急医療体制の充実 

（３）地域医療連携の推進 

 

【現状・課題】 

（１）全国的に深刻化している医師不足の影響により、本県においても、病院

自体の休止や診療科の休廃止、救急医療からの撤退等といった事態が生じ

ており、医師の養成・確保は喫緊の課題となっている。 
国においても、これまでの方針を転換し、医学部定員の増加を認め、 

臨床研修制度の見直しを行うなどの対策を進めているが、医師不足を解消

するためには、さらなる対策が求められる。 
 

（２）救急医療を実施する医療機関は、医師や看護師の不足により非常に厳し

い状況に置かれており、救急医療体制の充実は喫緊の課題となっている。 
特に、重篤救急患者の救命医療を行うための救命救急センターに係る 

運営事業補助については、市町村が設置する救命救急センターへの補助金

が廃止されたが、事業を実施している市町村には廃止された補助金に見合

うだけの税源移譲がなされていない。 
また、本県の平成１９年度におけるドクターヘリ出動回数は、全国で 
２番目に多いが、ドクターヘリ導入促進事業では、出動回数などが考慮 
されていないため、ヘリ運航会社に多額の負担を強いている。 

 

（３）千葉県では、平成２０年４月に改定した「千葉県保健医療計画」に   

おいて、患者を中心として、疾病ごとの急性期、回復期等の段階に応じた

医療機関の役割分担と連携を明確にした「循環型地域医療連携システム」

を二次保健医療圏ごとに構築した。 

そして、このシステムを円滑に運用するための重要なツールとして、  

連携する医療機関同士で治療方針･治療期間等を共有し、患者も安心して 

複数の医療機関において治療を継続することができるようになる地域医療

連携パスを、県医師会、関係病院などの医療関係者と県が協働し、全国に

先駆け、４疾病ごとに全県共用のものとして作成し、県内の全医療機関等

へ配布した。 

今後、この連携パスの普及拡大を図り、医療連携を推進していくために

は、連携パスを運用する各医療機関への診療報酬上の措置を含めたインセ

ンティブの付与が重要な課題となってくるが、現在、診療報酬上の措置は

十分でない。 
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＜循環型地域医療連携システムと千葉県共用地域医療連携パス＞ 

急 性 期 病 院

（手術・急性期リハ）

慢 性 期 病 院
（ 回 復 期 リ ハ ）

かかりつけ医

中 間 型 施 設
(例：介護老人保健施設等)

在 宅

入院
パス

パスパス

退 院

パス

 
 

【具体的提案・要望内容】 

（１）医師の養成・確保対策 

ア 地域の医師不足を解消するため、日本の全ての医師が少なくとも１年

以上都道府県知事が指定する地域病院での勤務を義務付けるなど、地域

医療に従事するような、制度的対応を講じられたい。 

イ 臨床研修の制度改正については、人格のかん養と基本的な診療能力の

修得という基本理念を堅持するとともに、地域偏在の解消と診療科偏在

の解消、卒前教育と臨床研修後の専門医研修も含めた包括的な制度設計

まで視野に入れ、引き続き検討願いたい。 

ウ 臨床研修医の都道府県ごとの募集定員の上限については、首都圏の中

でも人口あたりの医師数が少ない県があることを踏まえ、医師不足の状

態がさらに深刻にならないよう、十分に配慮をしていただきたい。 

     さらに、各病院の募集定員の見直しについては、その病院が地域及び

都道府県の医療に果たしている役割を十分評価し、安易な削減をしない

ようにしていただきたい。 

エ 自治医科大学の入学定員の増員をさらに図るとともに、地域の実情に

応じた入学枠の弾力的な運用を図られたい。 

オ 医師不足が深刻な産科・小児科の医師を確保するため、病院勤務医の

処遇改善となるような診療報酬上のさらなる評価を検討するとともに、

院内保育所や病児保育関係補助金、女性医師の離職防止対策、医師の 

負担軽減につながる施策等のさらなる充実を図っていただきたい。 

循環型地域医療連携システム 
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（２）救急医療体制の充実 

ア 救命救急センター運営事業（公立病院分）について、事業を実施して

いる市町村に対し、廃止された補助金に見合った地方交付税措置がなさ

れるような仕組みに改めること。 
イ 出動回数の増加や運航時間の延長に対応できるよう、ドクターヘリ導

入促進事業の補助上限額を引き上げること。 
 

（３）地域医療連携の推進 

地域医療連携パスを運用する各医療機関へのインセンティブを付与 

するため、次に掲げる事項を診療報酬上措置されたい。 

ア 地域連携診療計画管理料及び同退院時指導料を算定できる対象疾患

は、「大腿骨頸部骨折」及び「脳卒中」のみとなっているが、これに「が

ん」、「急性心筋梗塞」及び「糖尿病」を追加すること。 

イ 地域連携診療計画管理料及び同退院時指導料の算定は、病院・有床診

療所が対象となっているが、病診連携を一層推進するため、かかりつけ

医となる無床診療所も対象とすること。 

ウ 地域連携診療計画管理料及び同退院時指導料の診療点数は、平成２０

年度の診療報酬改定の際に、各々減額されたが、地域医療連携パスの 

普及状況が十分でないことに鑑み、増額すること。 
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７  福祉政策の充実 

提案・要望先  厚生労働省  

県担当部局   健康福祉部  

【提案・要望の要旨】 

（１）長期的な福祉・介護人材確保対策の推進 

（２）特別養護老人ホーム等介護サービス基盤整備の促進 

（３）児童虐待防止対策の充実 

 

【現状・課題】 

（１）少子・高齢化の進展等による一層の福祉・介護ニーズの増大が見込まれ

る中で、高齢者や障害児者の介護等を支える労働者の賃金水準は、他産業

の労働者と比べて大幅に低い一方、離職率及び有効求人倍率は高い状況に

あることなどから、介護保険や障害福祉サービスを担う施設・事業所では、

必要な職員の確保が大変厳しい現状にある。 

このような状況を改善していくためには、介護保険、障害福祉サービス

等における報酬や制度の見直し、福祉・介護業界の社会的評価の向上、 
若者等新規参入者の拡大、職場への定着対策、潜在的有資格者の就労促進

等に向けた、総合的かつ長期的な取組みが必要である。 
福祉・介護人材の確保を図るため、国では平成２０年度第２次補正予算

及び平成２１年度当初予算において、介護保険、障害福祉サービス等にお

ける報酬の増額とともに、学生や潜在的有資格者等に対する就労支援事業

等（３年間の基金事業）、介護福祉士等修学資金貸付事業の拡充が講じら

れ、県では平成２１年度から当該基金等を財源とした新規事業を実施して

いく予定であるが、これは３年間限定の緊急措置でしかない状況である。 
 

＜ 本県における高齢者を取り巻く環境 ＞ 

○ 本県における高齢者の増加率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  H17 年→ H27 年 H17 年→ H37 年

千葉県 
５０．６％ 

（全国２位） 

６８．１％ 

（全国２位） 

全 国 ３１．６％ ４１．６％ 

◇ 特別養護老人ホームの入所希望者数 

千葉県内 16,090 人（平成 21 年 1 月 1 日現在） 

◇ 特別養護老人ホームの 65 歳以上人口千人当たりの定員数
(平成 19 年 4 月 1 日現在) 

   千葉県 12.7 人（全国 47 位） 全国平均 15.5 人  

○ 今後１０年間で一気に

高齢化が進む 
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（２）本県では、今後、急速に高齢化が進み、介護を要する高齢者が急増する

と見込まれており、介護サービス基盤の整備を図ることが急務である。 

県では、市町村とともに特別養護老人ホームや認知症高齢者グループ

ホーム、小規模多機能型居宅介護等の介護サービス基盤の整備を進めてい

るが、こうした施設等の整備に要する資金不足等の理由から、増大する介

護需要にサービス供給体制の整備が追いつかない状況にある。 

また、平成１８年度には、三位一体改革により施設整備に係る都道府県

交付金が廃止・一般財源化されたが、その財源については、国から十分な

税源移譲が行われず、「特別の地方債」等による地方財政措置が行われ、

現在も継続されている。 

今般、国は「経済危機対策」の中で、介護拠点等の緊急整備として、 

市町村交付金の拡充及び都道府県補助に対する地方財政措置の拡充策を

示したが、３年間という期限付きであり、この対策の終了後においても 

県や市町村では、介護サービスの提供体制の充実及び基盤整備を継続して

いく必要がある。  

 

（３）児童虐待の相談件数は、全国的に年々増加しており、千葉県においても

平成９年度から平成１９年度の１０年間でおよそ２７倍に急増し危機的

な状況である。 
   増加する児童虐待の防止対策については、早期発見・対応のほか、児童

の保護、自立に向け、一人ひとりに応じたきめ細かな支援が必要である。 
   しかし、児童相談所では児童虐待等に対応できる多様な専門性を持った

職員が不足している状況であり、また、虐待を受けた児童を受け入れる児

童養護施設等では、老朽化した施設が多く施設整備が進んでおらず、満床

に近い状況が続いている。 
   そこで、児童虐待の防止に係る支援体制を強化し、子どもの権利擁護を

推進することが喫緊の課題となっている。 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）長期的な福祉・介護人材確保対策の推進 

ア 平成２１年度の介護報酬の改定、３年間の福祉・介護人材確保のため

の緊急対策等にとどまることなく、長期的な視点に立ち、介護保険、障

害福祉サービス等における報酬の設定については、職務の内容に見合う

給与水準が確保されるよう、安定的な運営が図られる報酬単価を定める

とともに、適切なサービスの質を維持できない場合は報酬を逓減すると

いう減算方式をとるなど、より効果的な方法等について検討されたい。 
また、報酬の見直しに当たっては、保険料・利用者負担が増大しない

よう、負担軽減に対する支援を図られたい。 
イ 福祉労働者の資格の取得や経験の蓄積が適切に評価されるための制

度の導入や、福祉・介護の現場で必要となる人材を確保するための、地

域の実情に即した、多種多様な支援策について継続・強化を図られたい。 
 

 

（２）特別養護老人ホーム等介護サービス基盤整備の促進 

ア 三位一体改革により一部税源移譲が実施されたものの、十分な税源移

譲が行われず、特別養護老人ホーム等の施設整備を促進するには、依然

として財源が不十分であるため、より一層の税源移譲を実施されたい。  
また、さらなる税源移譲がなされるまでの間は、「特別の地方債」等

による地方財政措置を継続されたい。 
  イ ３年間の期限付きである「経済危機対策」にとどまることなく、県及

び市町村が地域の実情に応じて特別養護老人ホーム等の施設整備の促

進が可能となるよう財源を確保されたい。 
 

（３）児童虐待防止対策の充実 

ア 児童相談所の支援体制の強化のため、児童心理司、看護師等専門職員

の配置基準を定め、必要な財政上の支援策を講じられたい。 
イ 虐待を受けた児童の受入増に対応するため、児童養護施設等の職員配

置基準の見直しを行うとともに、財政上の支援策を講じられたい。 
ウ 児童が安心して暮らすことができるよう、児童虐待防止対策に係る 
 施設整備の促進を図るため、「安心こども基金」と同様の制度を創設 
 されたい。 
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８  子育て支援の充実 
提案・要望先 厚生労働省   

県担当部局  健康福祉部、商工労働部 

【提案・要望の要旨】 

（１）乳幼児・子どもの医療費助成制度の創設 

（２）仕事と子育てが両立できる環境の実現 

 

【現状・課題】 

（１）乳幼児・子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減等、 
  子育て支援の観点から、市町村が実施する乳幼児・子どもの医療費助成 
  事業に対し、全都道府県で助成を行っているが、対象年齢や自己負担金、

所得制限等の制度内容が異なっていることから、統一した助成制度の下に

国、県、市町村が一体となって次世代育成支援対策の一環として取り組む

必要がある。 
また、乳幼児・子どもの医療費助成等の地方単独福祉医療を実施し、 
一部負担金を軽減している場合（現物給付に限る）は、これらの措置に 
よって増加した医療費については、国民健康保険の国庫負担金の減額が 
行われている。 
国庫負担金の減額は、構造的に高齢者などの所得の低い被保険者を多く

抱え、財政基盤が脆弱である市町村国保の財政を圧迫している。 

 

 

＜ 各都道府県の乳幼児・子ども医療費助成制度の実施状況 ＞ 

（平成２１年４月１日現在） 

対象年齢 入 院 通 院 

３歳未満 １ ６ 

４歳未満 １ ４ 

５歳未満 ０ １ 

６歳未満 ２ ２ 

小学校就学前 
３４

（千葉県）

３１ 
（千葉県） 

小３ ２ ２ 
小学生 

小６ ３ ０ 

中学生 ４ １ 

合計 ４７ ４７ 
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（２）男女がともに仕事と家庭を両立できる働き方の実現や、安心して子ども

を育てられる環境を整備するためには、企業の主体的な取組が不可欠であ

るが、中小企業では両立支援の取組に対する負担感が大きいため、取組が

遅れている。国においては、育児・介護雇用安定等助成金を通じた事業主

への助成金制度を設けているが、助成金への認知度も低く、特に中小企業

の利用が進んでいない。 
 

【具体的提案・要望内容】 

（１）乳幼児・子どもの医療費助成制度の創設 

ア 現物給付方式による乳幼児・子どもの医療費助成事業を国の制度とし

て創設されたい。 

イ 乳幼児・子どもの医療費助成事業等の地方単独福祉医療の実施に伴う

国民健康保険の国庫負担金減額制度について廃止されたい。 

 

（２）仕事と子育てが両立できる環境の実現 

「育児・介護雇用安定等助成金」について、引き続き財源枠の拡大を図る

とともに、助成措置の拡充、小規模事業所向けの支給要件の緩和及び申請

手続きの簡素化など、有効に活用されるよう必要な見直しをされたい。 
また、事業所の助成金に対する認知度が低いことから、活用が促進され

るよう一層の周知を図られたい。 
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９  教育現場の支援の充実 

提案・要望先 文部科学省   

県担当部局  総務部、教育庁 

【提案・要望の要旨】 

（１）学校施設の耐震化の推進 

（２）特別支援教育推進のための制度の充実 

（３）医療的ケアを必要とする児童生徒のための支援制度の整備 

 

【現状・課題】 

（１）平成１８年１月の改正耐震改修促進法の施行に合わせ、平成２７年度ま

でに住宅や公共性の高い建築物の耐震化率を現在の７５％から９０％に

引き上げる基本方針が告示された。平成２０年４月現在における本県の公

立小中学校施設の耐震化率は５７．４％、公立高等学校では５９．３％、

私立学校の耐震化率は６５．６％であり、公立学校では、全国平均をやや

下回っている状況にある。 

   児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、地域住民の避

難場所としての役割を果たす学校施設は、耐震性を早急に確保する必要が

ある。 

Ｉs 値０．３未満の施設の耐震化については、補助率の嵩上げ等支援体

制が整ってきている。今後は、公立学校の未整備の大半（小中学校の約  

８４％）を占めるＩs 値０．３以上の施設の耐震化を推進するとともに、

私立学校施設の耐震化をより一層促進することが課題である。 

 

（２）千葉県では、各学校に対して、特別支援教育コーディネーターを指名し、

校内委員会を設置するなど、特別支援教育体制の整備を推進しているとこ

ろである。 
しかし、特別支援教育コーディネーターは教員の兼務により対応してい

ることから、特別支援教育を推進する上での課題となっている。 
 
（３）近年、特別支援学校の児童生徒の障害は、重度重複化しており、医療的

ケアを必要とする児童生徒等が増加するとともに、医療的ケアの内容も複

雑化している。また、平成１９年４月の学校教育法等の一部改正により

盲・聾・養護学校が特別支援学校に一本化されたことから、複数の障害に

対応していくことになり、医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特

別支援学校の増加が予想される。 
これらの学校に必要な看護師を適正に配置することは、現状では非常に

困難な状況にある。 
 

【具体的提案・要望内容】 

（１）学校施設の耐震化の推進 

ア 国及び地方公共団体が一体となって取り組む必要があるため、公立学

校施設整備事業の予算を当初予算で十分確保されたい。 
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イ 公立小中学校等の地震防災緊急事業五箇年計画に基づくＩs 値０．３

以上の施設に係る耐震化事業を推進するため、補助制度の拡充を図られ

たい。 

ウ 公立小中学校等及び公立高等学校の耐震化に必要な財源確保のため、

地方債及び地方交付税措置を拡充されたい。 

エ 私立学校施設の耐震化を促進するため、私立学校施設整備費補助金の  

予算を十分確保されたい。 

 

（２）特別支援教育推進のための制度の充実 

地域のセンター的機能の充実を図るため、専任の特別支援教育コーディ

ネーターを、すべての特別支援学校に定数措置するとともに、発達障害を

含む障害のある児童生徒に対する支援充実のため、小・中学校においても、

順次、定数措置されたい。 
 
（３）医療的ケアを必要とする児童生徒のための支援制度の整備 

 医療的ケアの必要な児童生徒が在籍する特別支援学校に、看護師の配置

ができるよう、学校教育法等に位置づけ、配置基準の制度の新設を講じら

れたい。 
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１０  安全・安心なまちづくりの推進 

提案・要望先 警察庁、総務省、財務省  

県担当部局  警察本部   

【提案・要望の要旨】 

警察官の増員 

 

【現状・課題】 

千葉県における平成２０年中の刑法犯認知件数は、１００，８２７件（全

国第６位）と６年連続で減少し、１０年前の水準を下回るまでに回復したも

のの、治安が良いとされていた昭和４０年代と比較して約３倍であり、依然

として高水準で推移している。 

とりわけ、体感治安に大きな影響を与える県民の身近で発生する犯罪の認

知件数は、１０年前と比較して街頭における強制わいせつが約１．８倍、自

動車盗が約１．３倍であるなど、一部の罪種については１０年前の水準を上

回っているほか、平成１５年以降刑法犯総数が減少傾向にある中で、侵入強

盗、強姦及び強制わいせつについては、いずれも前年比１０パーセント以上、

手口を多様化させている振り込め詐欺については、認知件数、被害金額とも

に前年比２０パーセント以上増加しているなど、治安情勢は依然として厳し

い状況にあり、体感治安は、いまだ県民が求める水準に至らない。 

また、本県警察官１人当たりの業務負担は、刑法犯、重要犯罪、重要窃盗

犯及び１１０番受理件数が、いずれも全国５位以内と極めて重い状況にある

ことに加え、本県は成田国際空港や千葉港といった国際海空港を擁している

ことから、国際テロ対策、薬物・銃器密輸事犯等の水際対策、成田空港問題

に対する警戒警備等、他の都道府県と異なる特殊事情を有しており、これら

に基づく対策を強力に推進することが、国の治安を維持する上で欠くことの

できない重要な課題であり、本県はその責任を担っている。 

このような情勢下において、治安再生に向けた取組を強化し、県民の体感

治安を向上させ、より安全で安心な県民生活を確保するためには、警察活動

における人的基盤の整備を図る必要がある。 

 

＜ 警察官一人当たりの業務負担 ＞    （平成２０年中）  

区    分 千 葉 県 全国順位 全国平均 

人   口 ６３１人 第９位 ５１３人

刑法犯認知件数 １０.４４件 第３位 ７．３４件

重要犯罪認知件数 ０.０８５件 第４位 ０.０６４件

重要窃盗犯認知件数 １.８２０件 第１位 ０.８４８件

警
察
官
一
人
当
た
り
負
担 １１０番受理件数 ４５.１６件 第５位 ３６.０２件

注：各負担は平成２１年度の政令定員（成田空港警備隊を除く）及び平成２０年３月３１日現在

の住民基本台帳人口を参考にした。
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【具体的提案・要望内容】 

県民が安全で安心して暮らせる良好な治安を確保・維持するため、次の 

事項を要望する。 

 

（１）継続して警察官を増員すること。 

 

（２）警察官１人当たりの業務負担が全国でも極めて重いことに加え、国際 

海空港を擁する特殊事情にかんがみ、千葉県の増員に配慮すること。 
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１１  成田国際空港の機能充実 

提案・要望先 国土交通省   

県担当部局  総合企画部、県土整備部 

【提案・要望の要旨】 

（１）成田国際空港の機能充実及び羽田空港との有機的連携 

（２）北千葉道路の早期実現 

 

【現状・課題】 

（１）アジア各国における大規模な国際空港の整備は、我が国の国際競争力の

確保にとって脅威となっており、成田空港の更なる機能拡充等は喫緊の課

題である。 

成田空港周辺９市町からなる「成田国際空港都市づくり推進会議」は、

昨年「成田国際空港都市づくり９市町プラン」の基本構想を公表し、空港

と周辺地域が一体となった魅力と利便性にあふれた都市づくりを進める

ことにしている。平成２１年１月２３日に開催した「成田空港に関する四

者協議会」において、成田空港の更なる容量拡大に向けた具体的検討に着

手した。 

一方、国においては、首都圏は、成田空港の平行滑走路北伸及び羽田空

港の再拡張を着実に進めるとともに両空港の一体的活用により、首都圏に

おける国際航空機能の最大化を図り、旺盛な航空需要に的確に対応するこ

ととしている。 

また、成田空港と羽田空港の一体的活用を推進するためには、両空港そ

れぞれの機能を拡充するとともに、有機的連携を強化することで、首都圏

の表玄関としての機能を一層効果的に発揮することが必要であり、鉄道に

ついては、平成２２年度の開業に向け成田新高速鉄道の整備が鋭意進めら

れているところであるが、本鉄道を既存ストックとして最大限活用するこ

とを前提に、短絡線の整備を含め、首都圏空港として相応しいアクセス改

善のための調査・検討が行われている。 

なお、成田空港の平行滑走路の整備については、平成２１年度中の供用

開始に向け、順調に工事が進んでいるが、国・空港会社は平成１８年９月

に国、千葉県、関係市町、成田国際空港㈱の４者で締結された平行滑走路

の北伸整備に係る確認書を真摯に受け止め、対応することが今後とも求め

られている。 

羽田空港については、平成２２年１０月の４本目滑走路の供用開始に向

け工事が進んでいるが、航空機騒音などについて本県の県民生活への影響

に十分配慮することが必要である。 

 

（２）平行滑走路の整備により、活発になる人、物の交流を支えるため、空港   

アクセスを強化する北千葉道路の早期整備が重要であることから、印旛村

～成田市間約１３．５キロメートルのうち、９．８キロメートルについて

は、平成１７年度に事業化され、用地買収、工事等を進めている。 
残りの３．７キロメートルについても、平成１９年度に事業化し、用地

買収等を進めているところである。 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）成田国際空港の機能充実及び羽田空港との有機的連携 

成田空港が首都圏における国際拠点空港としての役割を担っていくた

め、更なる容量拡大の検討について、より一層の協力をいただきたい。 

成田空港周辺９市町の「成田国際空港都市づくり推進会議」は、将来の

成田空港と地域づくりのあり方について本格的に検討に着手したところ

であり、国も積極的に支援されたい。 

また、成田・羽田両空港間及び都心と両空港間の鉄道アクセス改善の調

査・検討を推進するとともに、北千葉道路及び首都圏中央連絡自動車道な

どを含め交通アクセス網の整備に係る事業を、より一層積極的に推進され

たい。 

 

（２）北千葉道路の早期実現 

ア 印旛村～成田市間について、平成２０年代半ばの完成に向けた整備を

推進するため、確実に予算を確保されたい。 
イ 市川市～鎌ケ谷市間について、東京外かく環状道路の整備に合わせて

調査を推進し、早期に計画の具体化を図られたい。 
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１２  つくばエクスプレス沿線地域のまちづくり 

提案・要望先 文部科学省、経済産業省、国土交通省  

県担当部局  総合企画部、県土整備部  

【提案・要望の要旨】 

（１）柏・流山地域をモデルとした国際的な学術都市づくりの推進 

（２）つくばエクスプレス沿線地域の整備推進 

 

【現状・課題】 

  つくばエクスプレスが開業後４年目を迎え、沿線各都市における地域整備

が急ピッチで進められている。千葉県では、柏・流山地域について、産業・

学術研究等の集積を生かして、居住・商業・業務・産業・自然環境等の多様

な機能が複合する市街地形成を推進し、広域交流拠点・新産業の創出拠点形

成等を誘導促進することとしている。 
 
（１）産学官連携の基盤が形成されつつある柏・流山地域は、東京大学、千葉

大学などの世界レベル（国内最高レベル）の研究機関が集積し、国（経済

産業省）の産業クラスター第Ⅱ期中期計画において、「東葛・川口・つく

ば（ＴＸ沿線）ネットワーク支援活動」として位置付けられるとともに、

国（文部科学省）の「都市エリア産学官連携促進事業」に採択され、最先

端の各種研究が行われている。 

また、東京大学においては、国内外の優秀な研究者・留学生を惹きつけ

る、数物連携宇宙研究機構研究棟や柏インターナショナルロッジの整備が

進むとともに、千葉大学においては、環境や健康分野における先進的な成

果を基にした予防医学プロジェクトやケミレスタウンプロジェクトが進

んでいる。 

本地域は、大学と地域が連携協働した国際競争力のある国際学術都市の

実現が望まれている地域である。 

 
（２）つくばエクスプレスの開業（平成１７年８月２４日）を契機に、スピー

ド感を持った良質な市街地形成を推進するため、土地区画整理事業による

基盤整備を集中的・効率的に実施し、早期に投資効果が発揮できる区域に

ついて積極的な事業展開を図っている。そのためにも、国庫補助を含めた

安定的、継続的な事業費の確保が必要である。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）柏・流山地域をモデルとした国際的な学術都市づくりの推進 

柏・流山地域の東京大学及び千葉大学などとの連携協働によるまちづく

りに対し、関係各省が一体となった環境整備を強力に推進、支援されたい。 
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（２）つくばエクスプレス沿線地域の整備推進 

つくばエクスプレス沿線地域については、飛躍的な交通利便性の向上を

背景に、質の高い都市機能の充実と世界レベルの学術研究機関、産業の集

積を活かし、産学官の連携のもと、「環境・健康・創造・交流の街」をテー

マとした「国際学術都市づくり」の形成を目指したまちづくりに取り組ん

でいる。 

これらを推進していくために、土地区画整理事業及び関連公共施設整備

の推進に係る予算の確保を図られたい。 
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１３  地方の活力を支える道路施策の推進 

提案・要望先 国土交通省  

県担当部局  県土整備部  

【提案・要望の要旨】 

（１）東京湾アクアラインの料金引下げ 

（２）地方の活力と安全・安心を確保する道路の整備や維持管理の充実 

（３）地域活力基盤創造交付金を活用した事業の推進 

 

【現状・課題】 

道路整備の主要な原資となる道路特定財源については、平成２１年度より

一般財源化されたところであるが、本県の道路については、首都圏中央連絡

自動車道や東京外かく環状道路などの広域的な幹線道路から県民生活に密

着した国県道などに至るまで、いまだ多くの道路整備が必要である。 

一方、道路ストックの増大とともに、これまで整備した施設の高齢化が進

み、今後の維持管理費が大きく増加していくことが懸念される。 

そのため、県としては、道路の整備や維持管理に要する安定的な予算の   

確保が不可欠である。 

  また、東京湾アクアラインについては、現在国により経済対策としての料

金引下げが行われているが、首都圏における交通・連携の強化や地域経済の

活性化、また、湾岸部の交通渋滞の緩和や都心部の迂回機能の強化による環

境等への負荷軽減の観点からは、平日や大型車の料金引下げはいまだ十分と

は言えないことから、料金政策を適切に実施し、東京湾アクアラインの更な

る利用促進を図る必要がある。 

 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）東京湾アクアラインの料金引下げ 

首都圏における交流・連携の強化や地域経済の活性化、また、都心部の

渋滞緩和などによる環境等への負荷を軽減させるため、東京湾アクアライ

ンについて、全日普通車８００円とするなど、平日休日を問わず大型車を

含む全車種を対象に通行料金の更なる引下げを国策として実施すること。 

 

（２）地方の活力と安全・安心を確保する道路の整備や維持管理の充実 

地方の活性化に必要な地域の基幹道路の整備や渋滞解消のためのバイ

パス整備、高速道路や高次医療施設へのアクセス強化、交通安全対策の推

進、安全・安心な生活道路の整備など、県民の生活に密着した国県道から

市町村道へ至る道路網の整備を進めることが必要である。 

また、今後、高齢化した道路ストックが急増する中、その健全性、信頼

性を維持しつつ、次世代に良好な資産として引き継ぐためには、道路ス

トックの寿命を延ばし、ライフサイクルコストの低減を図る予防保全型の

維持管理が重要となることから、地方財源の充実・強化を含め、道路の整

備や維持管理に要する予算の確保を図られたい。 
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（３）地域活力基盤創造交付金を活用した事業の推進 

道路を中心に関連する他のインフラ整備や関連するソフト事業も含め

て使用できるものとして、平成２１年度より新たに創設された１兆円規模

の地域活力基盤創造交付金について、この交付金が創設された趣旨、経緯

を踏まえ総額を確保するとともに、地方の実情に柔軟に対応できるよう、

引き続き制度の充実に努められたい。 
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１４  高規格幹線道路等のネットワーク機能の充実 

提案・要望先 国土交通省 

県担当部局  県土整備部 

【提案・要望の要旨】 

（１）首都圏中央連絡自動車道の建設促進 

（２）東京外かく環状道路の建設促進 

（３）国道１６号千葉柏道路の早期具体化 

（４）地域高規格道路などの幹線道路網の整備推進 

（５）第二東京湾岸道路の早期具体化 

（６）東関東自動車道館山線及び接続道路の機能強化 

 

【現状・課題】 

全国的な交流と連携を強化し、国際的な戦略拠点などを結び、地域の交流

と連携を支える高規格幹線道路とそれを補完する地域高規格道路等の整備を

進め、その波及効果を全県に広げるとともに、渋滞の解消、交通事故削減な

ど安全で快適な生活環境を目指した道路の整備を進めているところである。 

しかし、本県においては、幹線道路等の整備が極めて立ち遅れていること

から、国際交流拠点などを有する本県のポテンシャルを活かしきれていない

状況にある。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）首都圏中央連絡自動車道の建設促進 

ア 茨城県境～大栄間、東金～茂原間、及び茂原～木更津間について、「目

標宣言プロジェクト」に基づいた事業推進を図られたい。 

イ 平成２０年度から調査・設計に着手した大栄～横芝間について、首都

圏の環状道路としての機能が十分に発揮できるよう、他の区間に遅れる

ことなく、早期完成を図られたい。 

 

（２）東京外かく環状道路の建設促進 

ア 東京外かく環状道路の県内区間について、一般部の先行整備区間の 

早期完成を図るとともに、平成２７年度の全線開通に向けた整備推進を

図られたい。 

イ 本道路の密接に関連し、その機能や効果等を一層高めることとなる 

道路、河川等の整備を推進するため、予算の確保を図られたい。 

 

（３）国道１６号千葉柏道路の早期具体化 

  国道１６号千葉柏道路の早期具体化を図られたい。 

 

（４）地域高規格道路などの幹線道路網の整備推進 

茂原・一宮・大原道路や銚子連絡道路等の地域高規格道路をはじめと

する県内の重要な一般国道及び県道の体系的かつ早急な整備の推進の

ため、予算を確保されたい。 
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（５）第二東京湾岸道路の早期具体化 

千葉県が策定した三番瀬再生計画と整合が図られるとともに、早期に  

計画の具体化がなされるよう、調査・検討を進められたい。 

 

（６）東関東自動車道館山線及び接続道路の機能強化 

ア 東関東自動車道館山線の暫定２車線となっている君津インターチェ

ンジから富津竹岡インターチェンジ間の早期４車線化を図られたい。 

イ 富津館山道路の終点部である富浦インターチェンジから館山市内ま

での一般国道１２７号の機能強化を引き続き図られたい。 
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１５  循環型社会の実現 

提案・要望先 農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

県担当部局  環境生活部、県土整備部   

【提案・要望の要旨】 

（１）建設廃棄物の適正処理の枠組みの構築 

（２）特定家庭用機器再商品化法の見直し 

（３）バイオマスの利活用促進 

（４）再生資材の利用促進 

 

【現状・課題】 

（１）平成１９年度に発生した産業廃棄物の不法投棄件数の半分以上を建設廃

棄物が占めている。本県では、リサイクルと称して堆積された廃材チップ

から火災が生じるなど、不適正処理が多く見られる。 
これは、建設リサイクル法で、解体工事は建設部局、再資源化は環境部

局が指導する体制になっているために、相互の情報の連携が十分ではない

こと、建設リサイクル法における再資源化の実施に係る具体的規定が不十

分であること、建設廃棄物の再利用の枠組みができあがっていないことが

原因となっている。 
また、１９７０年代に建設された建物や施設が更新時期を迎えるにあた

り、その解体に伴い、大量に廃石綿（アスベスト）及び石綿含有廃棄物の

発生が予想される。 
現状では、主に埋立てによる処理が行われているが、住民不安を背景と

した新たな最終処分場の整備が困難な中で、比較的処分場が確保されてい

る本県でも残余容量がひっ迫するおそれがある。国では平成１８年２月に

廃棄物処理法を改正し、無害化処理の促進・誘導を図っているが、処理施

設の認定がなかなか進まない状況にある。 
建設汚泥については、国による「建設汚泥リサイクルガイドライン」等

が策定され、公共工事における再生利用の枠組みが整えられたが、今後は、

民間工事における再利用の推進に向けた枠組みの実現とともに、確実に再

利用できる再資源化技術の開発と普及が必要な状況となっている。 

 

（２）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の施行以降、法の対象

となっている廃家電四品目についてはリサイクルが進んでいるが、それ以

外の廃家電については市町村により廃棄物として処理されており、リサイ

クルが進んでいない状況にある。また、一部は不法投棄されている。 

 

（３）千葉県では、平成１５年５月に「バイオマス立県ちば推進方針」を策定

し、産学官連携によりバイオマス利活用の促進に努めている。再生可能で

地球環境への負荷の少ないバイオマスの有効活用が有望視されているが、

経済活動としての事業普及については、採算性が低いため利活用が進んで

いない状況である。 

 

（４）千葉県では、県及び市町村の公共工事において再生資材として溶融スラ
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グ及びエコセメントの積極的な利用促進を図っているが、一般的に十分浸

透しているとは言えず、一層の活用が望まれる。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）建設廃棄物の適正処理の枠組みの構築 

  ア 建設廃棄物の適正処理の枠組みの構築 

建築物や工作物の解体による廃棄物の発生から、再生利用を含む処分

までの流れを総合的に管理する仕組みを構築するため、以下の事項を実

施されたい。 

（ア）建設リサイクル法と廃棄物処理法の連携を図り、廃棄物の処理

費用を事前に徴収し、処理の際に確実に資金が供給される供託制

度等の導入を図ること。 
（イ）建設リサイクル法における再資源化については、資材等への再

資源化だけを義務付けるのではなく、その後の利用までを含むも

のと位置付け、利用が確実に担保されない限りは、廃棄物として

厳しく規制し、不適正処理を未然に防止できるよう、法の整備を

図ること。 
（ウ）総合的に管理する仕組みが構築されるまで、建設部局の解体情

報が再資源化を指導する環境部局において共有できるよう、建設

リサイクル法の改正を含めた必要な対応を早急に図られたい。 
（エ）再生品の利用先の拡大、再資源化技術の開発などの施策を充実

強化することにより、建設廃棄物のリサイクルの推進に向けた基

本的な枠組みを早急に構築されたい。特に、建設発生木材につい

ては、建設リサイクル法において再資源化等に係る処理方法・処

理基準を確立すること。 
イ アスベストを含む廃棄物の処理 

無害化処理技術の確立に努めるとともに、民間事業者の掘り起こ

しを積極的に行うか、ＰＣＢ廃棄物処理施設と同様、無害化処理施

設について国において計画的に設置されたい。   
ウ 建設汚泥の再利用 
再資源化技術の開発と普及を進め、民間工事に対しても「建設汚泥

リサイクルガイドライン」等に準じた運用を行うなど、適正に再利用

される仕組みを実現されたい。 
 

（２）特定家庭用機器再商品化法の見直し 

特定家庭用機器再商品化法に基づく製造者責任による再商品化義務を

一層推し進めるため、同法の指定品目の対象を大幅に拡大し、さらなる

廃家電製品の再資源化を進められたい。 

 

（３）バイオマスの利活用促進 

バイオマスの利活用を総合的に推進するため、施設設置並びに収集運

搬及び変換利用に係る運営経費の回収が可能となるよう、バイオマス電

力の売電価格の設定やバイオマス製品の差額調整など、利活用促進のた

めの環境を整備されたい。 
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（４）再生資材の利用促進 
溶融スラグ及びエコセメントの利用拡大を図るため、国及び関係機

関・団体が発注する工事において積極的に利用を図るなど、再生資材の

活用等に向けた所要の措置を講じられたい。 
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１６  環境保全対策の推進 

提案・要望先 国土交通省、環境省  

県担当部局  県土整備部、環境生活部、総合企画部  

【提案・要望の要旨】 

（１）緑地保全に係る相続税納税猶予制度の創設や税負担の軽減措置 

（２）生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進について 

（３）環境に配慮した市川市塩浜護岸改修の整備の推進 

 

【現状・課題】 

（１）都市化に伴う緑の減少は、ヒートアイランド現象や多様な生物の生息環

境の悪化などをもたらし、自然と人間が共生する環境づくりに向けた緑の

確保が重要な課題となっている。 

このため、千葉県では、首都圏中央連絡自動車道周辺部や東京湾岸部に

環状緑地を確保する「東京湾みどりの回廊構想」を策定し、広域的な緑地

対策の重要性、必要性を提唱しているところであり、今後、この回廊構想

の実現に向けて、地権者が緑地を持ち続けられるよう税制上の軽減措置を

講ずる必要がある。 

 

（２）私たちの暮らしは、生物を含む生態系から、食料、衣服はもちろん医薬

品や、気候調節、災害抑制、心の安定機能など様々な恵みを受けて成り立っ

ており、まさに生物多様性に支えられている。 

国においては、平成１９年１１月に「第３次生物多様性国家戦略」が策

定され、また、昨年６月には「生物多様性基本法」が施行されたところで

ある。「生物多様性基本法」では、生物多様性地域戦略の策定が努力義務と

して規定されるなど、都道府県及び市町村は、国に準じた施策あるいは地

域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に実施することとされている。 

本県においては、昨年３月に「生物多様性ちば県戦略」を策定し、地球

温暖化防止と生物多様性保全を一体的に捉え、その取組を推進していると

ころである。 

しかしながら、生物多様性に関する人々の理解や、都道府県や市町村に

おける地域戦略策定が進んでいるとは、必ずしも言えない状況にある。 

また、来年度は、国連が定めた「国際生物多様性年」であることともに、

１０月には愛知県で「生物多様性第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）」が開

催される。 

 

（３）千葉県では、徹底した住民参加と情報公開により運営された三番瀬再生

計画検討会議（三番瀬円卓会議）から提言のあった三番瀬再生計画案をも

とに、県としての三番瀬再生計画（基本計画・事業計画）を平成１８年度

に策定したところであり、同計画に基づき、再生事業を着実に進めていく

こととしている。 

これらの再生事業の推進に当っては、関係省との連携が必要であり、ま

た、長期的に安定した財政的支援の充実が図られることが必要である。 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）緑地保全に係る相続税納税猶予制度の創設や税負担の軽減措置 

近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区及び緑地保全地域等について、相

続税の納税猶予制度の創設や評価減の拡充など、地権者が緑地を持ち続け

られるよう税負担の軽減策を講じられたい。 

 

（２）生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進について 

生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進には、地域での取組みが不

可欠であることから、地方公共団体の生物多様性地域戦略の策定や地域に

おける保全の取組みを積極的に支援すること。 

 

（３）環境に配慮した市川市塩浜護岸改修の整備の推進 

   三番瀬再生事業を円滑に進めるため、老朽化が著しく早期に整備する必

要のある市川市塩浜護岸について、環境への影響を配慮した手法による改

修に係る予算を確保すること。
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１７ 印旛沼の総合的な整備及び印旛沼・手賀沼流域の湖沼水質保

全計画の推進 
提案・要望先 国土交通省、環境省   

県担当部局  環境生活部、県土整備部 

【提案・要望の要旨】 

（１）印旛沼の総合的な整備の推進 

（２）印旛沼・手賀沼流域の湖沼水質保全計画の推進 

 

【現状・課題】 

印旛沼は、流域での急激な宅地開発等による沼への流入量の増大に加え、

沼堤防の沈下などから治水安全度が著しく低下している。 

また、印旛沼・手賀沼の水質は、両沼が昭和６０年１２月に「湖沼水質

保全特別措置法」に基づく指定湖沼となって以降、数次にわたり湖沼水質

保全計画を策定し、各種対策を推進してきたにもかかわらず、未だ環境基

準を大幅に上回っている状況にある。 

 

（１）千葉県では、平成１６年２月に「印旛沼流域水循環健全化・緊急行動計

画（中期構想）」を策定し、印旛沼の治水及び環境対策として各種事業を

進めるとともに、排水機場の増設やこれに伴う河川整備を国に要望してき

た。また、平成１８年２月に国が策定した「利根川水系河川整備基本方針」

において、利根川から印旛沼を経由して東京湾を結ぶ放水路の整備が位置

付けられた。印旛沼の治水・水質対策として放水路の早期建設が期待され

るが、当該放水路の整備の概要については、今後国が策定する「利根川水

系河川整備計画」に盛り込まれることとなる。 

 

（２）印旛沼・手賀沼流域の汚濁原因は、生活系排水の流入、市街地・農地か

らの流出水の流入に加え、湖沼内の富栄養化に伴う二次汚濁によるもので

あることから、抜本的な対策が求められている。 

平成１８年度に策定した第５期「湖沼水質保全計画」では、流出水対策

地区を指定し、市街地・農地からの汚濁水対策を強化したところである。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）印旛沼の総合的な整備の推進 

利根川と東京湾を結ぶ放水路整備が具体化される「利根川水系河川整

備計画」の策定に際しては、関係機関との協議において県及び流域市町

村長等の意見が反映された整備計画となるよう十分に調整を図り、早期

に策定されたい。 

 

（２）印旛沼・手賀沼流域の湖沼水質保全計画の推進 

ア 印旛沼及び手賀沼流域下水道事業並びに関連する公共下水道事業の

促進を図られたい。 
イ 印旛沼流域及び手賀沼流域に係る河川環境整備事業の促進を図られ

たい。 
ウ 流出水対策に関する調査研究の推進、効果的な対策の促進を図られたい。 


