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平成２３年度国の施策に対する重点提案・要望 

１ くらしの安心・安全 

 

提案・要望先 内閣府、厚生労働省、文部科学省  

総務省、警察庁、財務省  
県担当部局  総務部、健康福祉部、教育庁  

県警本部  

【提案・要望の要旨】 

（１）地震防災施設等の整備に係る国の支援措置の延長 

（２）医療施設・学校施設の耐震化の推進 

（３）警察官の増員 

 
【現状・課題】 

（１）地震防災施設等の整備に係る国の支援措置の延長 

地震により生ずる被害の発生を軽減・防止し、災害から県民の安全・

安心な暮らしを守るうえで重要な役割を担う地震防災施設等について

は、地震防災対策特別措置法第２条の規定に基づく「地震防災緊急事業

五箇年計画」に具体的な施設を記載し、地震防災緊急事業として整備を

推進している。 

現在、本県では、第３次地震防災緊急事業五箇年計画として、平成  

１８年度～平成２２年度までの計画を実施しているが、厳しい財政状況

のため、平成２０年度末時点での進捗状況は、事業費ベースで４０％ 

にとどまっている。 

 

（２）医療施設・学校施設の耐震化の推進 

① 医療施設の耐震化の推進 

災害医療については、昨年度国の医療施設耐震化に関する調査結果

が発表され、医療施設耐震化が進んでいないことが判明し、大地震が

発生した際の備えが問題となっている。 

② 学校施設の耐震化の推進 

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ているが、本県の平成２１年

４月現在における耐震化率は、公立小・中学校は６１．４％、公立高

等学校は６２．４％、私立学校は６７．５％となっており、公立小・

中・高等学校施設の耐震化率は全国平均を５ポイントから６ポイント

下回っている状況となっている。 

学校施設は児童生徒が１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ことから、学校施設の

耐震性を早急に確保することが必要である。 
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（３）警察官の増員 

千葉県における平成２１年中の刑法犯認知件数は、９６，４００件 

（全国第６位）と７年連続で減少し、平成８年以来１３年振りに１０万

件を切るまで回復したものの、治安が良いとされていた昭和４０年代と

比較して約２．８倍であり、依然として高水準で推移している。 

とりわけ、県民の身近で発生し、体感治安に大きな影響を与える犯罪

のうち、暴行や自動車盗などの犯罪については、いまだに１０年前の 

発生件数を上回り高止まりにあるほか、刑法犯認知件数が減少傾向に 

ある中で、強盗については侵入強盗が前年比１０パーセント以上増加、

路上強盗、コンビニ強盗はともに６０パーセント以上の急増となってい

る。また、振り込め詐欺については、その総合的な取組により認知件数、

被害金額ともに前年比６０パーセント以上と大きく減少したものの、 

全国的にみると本県は認知件数が第６位、被害金額は第４位と高水準で

あり、県民の振り込め詐欺に対する警戒心・抵抗力の低下により、再び

増加に転じることも懸念されるなど、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は至っていない。 

また、本県警察官一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、いずれも全国第５位以内と極めて重い 

状況にあることに加え、成田国際空港や千葉港といった国際海空港を 

擁する本県は、他の都道府県と異なる特殊事情を有しており、国の治安

を維持する上で国際テロ対策、薬物・銃器密輸事犯等の水際対策、成田

国際空港問題に対する警戒警備等の諸対策を強力に推進することは、 

特に重要な課題であり、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全うし、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２１年中）  

区    分 千 葉 県 全国順位 全国平均 

人   口 629 人 第９位 511 人 

刑法犯認知件数 9.90 件 第３位 6.85 件 

重要犯罪認知件数 0.086 件 第３位 0.061 件 

重要窃盗犯認知件数 1.662 件 第２位 0.807 件 

警
察
官
一
人
当
た
り
負
担 １１０番受理件数 44.17 件 第５位 36.38 件 

注：各負担は平成２２年度の政令定員（成田空港警備隊を除く。）及び平成２１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】 

（１）地震防災施設等の整備に係る国の支援措置の延長 

引き続き地震防災施設等の整備を着実に推進していくため、地震防災

対策特別措置法第４条の規定に係る期限(平成２３年３月３１日限り)

を延長し、支援措置を継続すること。 

 

（２）医療施設・学校施設の耐震化の推進 

① 医療施設の耐震化の推進 

医療施設耐震化を進めるため、「医療施設耐震整備事業」制度につ

いて、「医療施設耐震化臨時特例交付金」に準じた見直しを行うこと。 

② 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十分確保すること。 

イ 公立小・中学校等の耐震化に係る補助事業については、地震防災

対策特別措置法を延長する等、耐震化がより推進されるような制度

の拡充を検討すること。 

また、高等学校等、学校教育法第１条に規定するすべての学校の

耐震化が促進されるように、「安全・安心な学校づくり交付金」  

制度の見直しを行うこと。 

ウ 公立小・中学校等及び公立高等学校の耐震化の推進のため、地方

債及び地方交付税措置の拡充など、地方の財源を確保すること。 

エ 私立学校施設の耐震化を促進するため、私立学校の施設整備に 

係る支援制度を充実し、予算を十分に確保すること。 

 

（３）警察官の増員 

ア 継続して警察官を増員すること。 

イ 警察官一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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２ 医療・福祉の充実 

 

提案・要望先 厚生労働省、文部科学省、総務省  

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）医療体制の充実 

（３）地域医療連携の推進 

（４）児童虐待防止対策の充実 

（５）長期的な福祉・介護人材確保対策の推進 

（６）特別養護老人ホーム等介護サービス基盤整備の促進 

（７）子ども・障害者・高齢者等の対象者横断的な福祉サービス提供のため

の制度の見直し 

 
【現状・課題】 

（１）医師の養成・確保対策 

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、医学部定員の増加を進めているが、医師不足や医師の

診療科偏在・地域偏在を解消するために、さらなる対策が必要である。 

 

（２）医療体制の充実 

今までの相次ぐ診療報酬のマイナス改訂や平成１６年度の新医師 

臨床研修制度の導入などの影響により、全国的に医療提供体制の維持が

困難になっており、本県でも厳しい状況が続いている。 

特に、公立病院については、国の三位一体改革により、救急・災害・

周産期・小児などの医療に関する補助金が、補助対象外となった。 

補助対象外となった部分については、税源移譲や地方交付税により 

措置されていることにはなっているが、その配分額が十分とは言えず、

公立病院の経営に影響が出ている。 

ドクターヘリ導入促進事業については、平成２２年度に一定の改善が

見られるが、昼間運航及び夜間運航のモデル事業ともに実際に必要な 

経費等に見合うだけの補助制度となっていない。さらに、ドクターヘリ

の格納庫整備は補助対象外となっている。 
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（３）地域医療連携の推進 

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、このシステムの円滑な運用の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

て複数の医療機関での治療の継続が可能となる地域医療連携パスを、 

全国に先駆け、４疾病ごとに全県共用型として、県医師会・関係病院な

どの医療関係者・県が協働して作成し、平成２１年４月に県内の全医療

機関等へ配布した。 

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、

地域医療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。 

 
 
＜ 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 ＞ 
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（４）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待は、全国的に年々増加しており、千葉県においても平成２０

年度の児童虐待相談対応件数は、平成１８年度と比べ１．８倍と急増し

ている。 

増加する児童虐待の防止については、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。 

 

 

＜ 千葉県児童相談所における相談対応件数の推移 ＞ 

（単位：件） 

 １6 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

全国 33,408 34,472 37,323 40,639 42,664

千葉県・市 1,330 1,495 1,559 1,980 2,745

千葉県のみ 
1,117 

（全国 5位） 

1,238

（全国 5位）

1,287

（全国 6位）

1,616 

（全国 6位） 

2,339

（全国 4位）

（注）１ 「千葉県・市」は、県及び千葉市の７児童相談所、「千葉県」は、県の６児童相談

所における件数。 

２ 厚生労働省福祉行政報告例による。 

 

 

（５）長期的な福祉・介護人材確保対策の推進 

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、平成２１年度当初予算・第１次補正予算において、介護報酬の  

プラス改定及び介護職員処遇改善交付金事業を行うとともに、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。 
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（６）特別養護老人ホーム等介護サービス基盤整備の促進 

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。 

国は、平成２１年４月に経済危機対策を示し、そ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。 

 

（７）子ども・障害者・高齢者等の対象者横断的な福祉サービス提供のための

制度の見直し 

千葉県では、誰もが安心して地域生活が送れるよう、児童、障害者、

高齢者といった対象者種別にとらわれず、福祉全般にわたる相談に２４

時間・３６５日体制で応じるとともに、福祉資源の把握や掘り起こし等

を行い、速やかに適切な関係機関へつなげていく、中核地域生活支援 

センター事業を実施している。同センターは、広域福祉圏ごとに設置し

ているが、平成１６年１０月の本格稼動以来、対象者横断的・２４時間

対応に対する県民ニーズはきわめて高く、今後身近な市町村レベルで 

更に整備拡充していく分野であると考えている。 

しかし、福祉に係る関係法令はその対象者が限定されているため、 

緊急・複合的な問題への対応が円滑に行えないなどの弊害が生じている。 

近年、福祉の相談機能は市町村が担う方向で法改正等が行われたが、

住民に必要な相談機能を整備し、効率的に実施していくためには、関係

法令の見直しを含めた制度運用の弾力化が望まれる。 
 
【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、制度的対応を図ること。 

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、引き続き検討すること。 

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

の中でも人口当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、十分に配慮すること。 
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さらに、各病院の募集定員については、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評価できる仕組みにすること。 

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ること。 

オ 医師不足が深刻な産科・小児科の医師を確保するため診療報酬を

改定したが、病院勤務医の処遇改善となるような評価を検討すると

ともに、院内保育所の整備や利用の促進、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ること。 

 

（２）医療体制の充実 

ア 救急や災害、周産期、小児など地域医療を支えている公立病院に

ついて、事業を実施している市町村に国の三位一体改革で廃止され

た補助金に見合った地方交付税が措置されるような仕組みに改め

るなど、必要な財源を適切に措置すること。 

イ 「ドクターヘリ運航経費」の算定にあたっては、ドクターヘリの

活用がされるようドクターヘリの出動回数や運航時間等、実動に 

要した費用（実費）に見合った加算措置を行うこと。 

ウ ドクターヘリの格納庫が補助対象とされておらず、「救命救急 

センター施設整備事業」の対象施設、設備を拡大する等、実情に 

あった制度とするよう見直すこと。 

 

（３）地域医療連携の推進 

地域医療連携パスを運用することは、地域の医療機関の役割分担や 

連携を円滑に推進し、病院勤務医の疲弊が解消されることが期待される。

その結果、医療崩壊に歯止めがかかり、患者の安心感の醸成にもつなが

ると思われる。 

そこで、地域医療連携パスの運用をより推進するため、次に掲げる 

事項を診療報酬上措置すること。 

（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「急性心筋梗塞」及び「糖尿病」を追加すること。 

（イ）がんについては、平成２２年度より新たにがん治療連携計画策

定料及びがん治療連携指導料が措置されているが、がんについて

も前項の算定基準に組み入れるか、診療報酬を同額とすること。 

（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かんがみ、増額する

こと。 
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（４）児童虐待防止対策の充実 

ア 児童相談所の支援体制強化のため、児童心理司、看護師等専門 

職員の配置を適切にできるような支援策を講じること。 

イ 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、新設や大規模修繕等に対する次世代育成

支援対策施設整備交付金制度の充実を図るとともに、生活環境の改善

等に対する「安心こども基金」を継続するなど、さらなる地方の財源

確保を行うこと。 

 

（５）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の報酬の設定については、職務の内容に

見合う給与水準の確保や、安定的な運営が図られる報酬単価の設定

など、より効果的な方法等を検討すること。 

また、報酬の見直しに当たっては、保険料・利用者負担の軽減に

対する支援を図ること。 

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

を図ること。 

 

（６）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

実施すること。 

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すること。 

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すること。 

 

（７）子ども・障害者・高齢者等の対象者横断的な福祉サービス提供のための

制度の見直し 

県民の福祉を充実させるため、市町村の相談窓口において対象者横断

的に総合的な福祉サービスが効率的に提供できるよう、制度の見直し等

を図ること。 
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３ 環境対策の推進 

 

提案・要望先 国土交通省、環境省、経済産業省  

       農林水産省  

県担当部局  環境生活部、県土整備部  

【提案・要望の要旨】 

（１）微小粒子状物質対策の推進 

（２）印旛沼の総合的な整備及び印旛沼・手賀沼流域の水質浄化対策の推進 

（３）産業廃棄物処理施設の許可制度の改善 

（４）資源循環型社会づくりの推進 

（５）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 

 
【現状・課題】 

（１）微小粒子状物質対策の推進 

平成２１年９月に微小粒子状物質の環境基準が設定されたが、環境 

基準を達成するための施策が示されておらず、環境基準達成のための

「微小粒子状物質やその原因物質の排出状況の把握」、「排出インベント

リの作成」、「大気中の挙動や二次生成機構の解明等の科学的知見の  

集積」について、一自治体では対応することができない。 

 

（２）印旛沼の総合的な整備及び印旛沼・手賀沼流域の水質浄化対策の推進 

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、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、５期にわたり湖沼水質 

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、いまだ 

環境基準値を大幅に上回っている。 

① 印旛沼の総合的な整備の推進 

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。 

平成２２年１月には「印旛沼流域水循環健全化計画」が策定された。

この計画は、平成４２年度を目標年次とし、「沼の恵みを再び」を  

基本理念、「水循環」をキーワードとし、印旛沼の水質改善、自然   

環境の保全・再生とともに地域の活性化を目指す、印旛沼及び流域の

水に関するマスタープランである。 
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。 
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② 印旛沼・手賀沼流域の水質浄化対策の推進 

印旛沼・手賀沼の汚濁は、生活系排水の流入のほか、市街地・農地

等の自然系からの窒素・りんの流入による湖沼内の富栄養化も大きな

原因となっており、今後、特に自然系負荷への対策が必要となってき

ている。 

平成１８年度に県が策定した第５期「湖沼水質保全計画」では、  

流出水対策地区を指定し、自然系からの汚濁水対策を強化したところ

であるが、計画目標の達成、さらには環境基準の達成に向け、継続し

た浄化対策の推進及び自然系負荷対策に関する制度の整備が求めら

れる。 

 

（３）産業廃棄物処理施設の許可制度の改善 

産業廃棄物処理施設の設置許可を行うに当たって、廃棄物処理法  

第１５条の２第１項第２号「立地に関する基準」では、「周辺地域の  

生活環境の保全及び省令で定める周辺の施設についての適正な配慮」を

求めている。 

しかしながら、適正な配慮をなすべき対象地域や対象施設が法令で 

具体的に明記されておらず、都道府県に裁量権もないため、地域の実情

に応じた取組ができず、各地でトラブルが起こっている。 

このため、「適正な配慮」の内容を具体的に規定し、基準を明確化す

る必要がある。 

さらに、環境保全上配慮する必要がある場所は、地域の実情によって

異なるため、都道府県及び政令市が地域の実情に応じて判断する仕組み

が必要である。 

また、廃棄物処理法第１５条の２第１項第３号「経理的基礎」につい

ては、法において｢施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して

行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものである

こと。｣と記載され、また環境省令では「施設の設置及び維持管理を  

的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。」とさ

れているのみであり、具体的な基準がなく審査に苦慮している。 

環境省の廃棄物処理制度専門委員会報告書（平成２２年１月１５日）

では、経理的基礎についての判断基準やその手続をより明確にするべき

とされているが、国においては、都道府県及び政令市の審査に支障が 

生じないよう、具体的かつ客観的な審査基準や手続を定めることが必要

である。 
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（４）資源循環型社会づくりの推進 

① 建設廃棄物の適正処理の推進 

平成２０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。 

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

当たり、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の見直し 

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  

投棄されており、地上デジタル放送への移行に伴う廃テレビの不法 

投棄の増加も懸念される。 

③ バイオマスの利活用促進 

千葉県では、平成１５年５月にバイオマスの利活用に係る推進の 

方針を定め、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 再生資材の利用促進 

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いえず、一層の活用が望まれる。 
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（５）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 

急速に減少する緑地を保全・創出・再生するため、これまで相続税等

の軽減など優遇措置が図られてきた。しかしながら、高額な相続税は 

相続発生時に緑地を開発用地として転用・売却する主な要因の一つと

なっており、依然として相続税対策に伴う緑地の減少が大きな課題と

なっている。 

また、千葉県においても、厳しい財政状況から緑地の保全に向けた 

用地取得や整備等も困難になっている。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）微小粒子状物質対策の推進 

微小粒子状物質やその原因物質の排出状況の把握及び排出インベン

トリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明等の科学的知見の集積

を早期に実施し、微小粒子状物質対策を推進すること。 
 

（２）印旛沼の総合的な整備及び印旛沼・手賀沼流域の水質浄化対策の推進 

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、早期に策定すること。 

② 印旛沼・手賀沼流域の水質浄化対策の推進 

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 

事業の促進を図ること。 

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 

図ること。 

ウ 自然系からの発生源別負荷対策に関する調査研究の推進及び 

効果的な対策の促進を図ること。 

エ 自然系負荷対策に係る法制度の整備を図ること。 

 

（３）産業廃棄物処理施設の許可制度の改善 

ア 廃棄物処理法第１５条の２第１項第２号「立地に関する基準」に

ついて、産業廃棄物処理施設の設置許可の基準における「周辺地域

の生活環境の保全及び省令で定める周辺の施設についての適正な

配慮」の内容を具体的に規定し、基準を明確化すること。 

さらに、この基準については、地域の実情に応じて都道府県及び

政令市の裁量を認める規定も盛り込むこと。 

イ 廃棄物処理法第１５条の２第１項第３号「経理的基礎」について、

産業廃棄物処理施設の設置許可の審査における、経理的基礎に係る

具体的かつ客観的な審査基準や手続を明確にすること。 
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（４）資源循環型社会づくりの推進 

① 建設廃棄物の適正処理の推進 
ア 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
事項を実施すること。 

（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。 

イ 総合的に管理する仕組みが構築されるまで、以下の事項を実施す

ること。 

（ア） 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

を早急に図ること。 

（イ） 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すること。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。 

ウ 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すること。 

エ 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すること。 

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ること。 

また、廃家電製品が適正にリサイクルされるよう、国民に対して 

不法投棄の防止を呼びかける普及啓発を展開すること。 

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すること。 

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ること。 
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（５）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ること。 
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４ 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）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）子どもの医療費助成制度の創設 

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、全国統一した制度の下に国、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、子どもの医療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 ５ 

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）

３２ 
（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）仕事と子育てが両立できる環境の実現 

男女がともに仕事と子育てを両立できる働き方を実現するためには、

企業の主体的な取組が不可欠であるが、中小企業にとっては両立支援の

取組に対しての負担感が大きい。 

国は、「育児・介護雇用安定等助成金」として事業主への助成金制度

を設けているが、認知度が低く、特に中小企業の利用は進んでいない。 

 

＜ 育児・介護雇用安定等助成金制度の認知度について ＞ 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）子どもの医療費助成制度の創設 

ア 国、県、市町村が一体となって次世代育成支援ができるように 

現物給付方式による子どもの医療費助成制度を創設すること。 
イ 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すること。 
 
（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、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 

手続の簡素化など、制度が有効に活用されるような見直しを行うこと。 

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

れるように一層の周知を図ること。 

 

出産・子育て期における男女労働実態フォロー調査（平成 22 年 3 月）より 

                     （回答企業 806 社） 

0.2

0.0

0.5
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3.0
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23.4

26.3

25.3

28.2

28.2

39.5

69.1

69.6

66.9
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64.9

62.0

53.7

6.8

6.7

6.8

6.8

6.8

6.8

6.5

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

休業中能力アップコース

職場風土改革コース

子育て期の短時間勤務支援コース

代替要員確保コース

育児・介護費用等補助コース

事業所内託児施設設置・運営コース

中小企業子育て支援助成金

利用したことがある 利用したことはないが知っている 知らない 無回答
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５ 教育現場の支援の充実 

 

提案・要望先 文部科学省、総務省  

県担当部局  総務部、教育庁  

【提案・要望の要旨】 

（１）私立学校の運営等に対する支援策の充実 

（２）特別支援教育推進のための制度整備及び充実 

 
【現状・課題】 

（１）私立学校の運営等に対する支援策の充実 

ア 私立学校への経常費助成 

学校教育のなかで私立学校は、千葉県では生徒数割合(平成 

２１年５月１日現在)で高等学校３１．４％、中学校約６．８％、

小学校１．０％、幼稚園８７．９％、専修学校９３．３％、各種

学校１００％の学生・生徒等が占めるなど、大きな役割を果たし

ている。 

国は、私立学校の振興を図り、私立学校の健全な経営と生徒の

保護者負担の軽減に資するため、都道府県が高等学校・中等教育

学校・中学校・小学校及び幼稚園を設置する学校法人の学校教育

に係る経常的経費に対し補助する場合に、都道府県に対しその 

経費の一部を補助している。 

しかし、国庫補助の生徒１人あたり予算単価は、地方交付税の

同単価の約１／５であり、県の経常費補助に対する国庫補助率は

約１５％の低い水準である。（平成２１年度高等学校） 
    イ 生徒の保護者の負担軽減 

平成２０年９月に発生した金融危機を契機に、経済の状況が 

悪化し、雇用不安等が発生するなかで、私立学校に在学している

生徒の保護者の負担軽減が求められており、県では保護者に対す

る入学金軽減事業や授業料減免事業を実施している。 
国においても、臨時特例交付金や就学支援金制度の創設がなさ

れているところであるが、より一層の保護者の負担軽減が求めら

れている。 

 

（２）特別支援教育推進のための制度整備及び充実 

① 特別支援教育推進のためのコーディネーターの定数配置 

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。 
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② 特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒等のため

の支援制度の整備 

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。 

③ 特別支援学校児童生徒の増加に伴う公立学校施設整備 

知的障害特別支援学校の児童生徒が増加しており、施設の狭隘化が

進み、これまで校舎の増築や特別教室を普通教室に改修するなど、 

各学校の状況に応じた対応をしてきたところであるが、特別支援学校

の過密化は依然厳しい状況である。 

このため、千葉県では高等学校の施設を活用して特別支援学校の 

分校・分教室を整備し、過密化の解消を図っているところである。 

しかしながら、近年の増加状況は著しく、施設の整備が急務と 

なっている。 

 

＜ 千葉県における公立特別支援学校全体の児童生徒数推移 ＞ 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）私立学校の運営等に対する支援策の充実 

公教育の一翼を担う私立学校の教育水準の維持向上と保護者負担の

軽減及び私立学校経営の健全化を促進するため、国の私学振興策を一層

充実すること。 
地方自治体が取り組んでいる保護者に対する入学金や学費の軽減の

ための財政支援制度に対しても国の支援の充実を図ること。 
 

（２）特別支援教育推進のための制度整備及び充実 

① 特別支援教育推進のためのコーディネーターの定数配置 

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、定数措置すること。 

② 特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒等のため

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、配置に係る制度の新設

を図ること。 

③ 特別支援学校児童生徒の増加に伴う公立学校施設整備 

特別支援学校の過密化に対応するため、施設整備に係る補助事業の

補助率の嵩上げや地方交付税措置の拡充により地方の支援を強化す

ること。 
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６ 成田国際空港の機能拡充及び観光立県の推進 

 

提案・要望先 法務省、国土交通省  

県担当部局  総合企画部、商工労働部、県土整備部  

【提案・要望の要旨】 

（１）成田国際空港の機能拡充及び羽田空港との連携強化 

（２）国際観光及び広域連携による滞在型観光の推進 

 
【現状・課題】 

（１）成田国際空港の機能拡充及び羽田空港との連携強化 

① 成田国際空港の機能拡充 

首都圏の国際線基幹空港である成田空港は、本年３月に年間発着枠

が２２万回に増加したほか、７月には、都心との間を３６分で結ぶ 

成田スカイアクセスが開業するなど、機能拡充が着実に進んでいる。 

一方で、東アジアでは、国際ハブ空港間の競争が激しさを増してお

り、成田空港の更なる機能拡充は喫緊の課題である。 

こうした中、成田空港では、年間発着枠３０万回の地元合意を目指

して、騒音区域の見直しや環境対策・地域共生策の充実などに積極的

に取り組んでいる。 

また、官民が一体となって、「成田空港緊急戦略プロジェクト会議」

を設置し、成田空港の競争力強化や旅客利便性向上のための方策等に

ついて検討しており、本年３月には緊急提言を取りまとめたところで 

ある。 

国においては、成田・羽田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ることとしているが、そのためには、

交通アクセスの一層の強化が必要であり、鉄道については成田スカイ

アクセス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、首都圏空港としてふさわしいアクセス改善のための  

調査・検討が行われているほか、道路については首都圏中央連絡自動

車道などの整備が進められている。 

② 成田・羽田両空港間を結ぶリニアモーターカーの実現 

日本の経済・産業を牽引する首都圏においては、成田空港とそれを

補完する羽田空港が、首都圏空港として、世界各都市、全国各都市を

結ぶ航空ネットワークを形成し、日本の表玄関としての役割を担うと

ともに、人や物の流れを支え、経済発展に欠くことのできない   

インフラとして機能している。 

しかし、東アジアでは、近年、香港国際空港、上海浦東国際空港、

仁川国際空港といった大規模なハブ空港が整備され、これまで   

東アジアの人や物の流れの中心的役割を果たしてきた成田空港の 

国際的地位の相対的な低下が懸念されている。 

今後、アジアの主要ハブ空港としての地位の維持、日本経済の成長

のために、両空港が首都圏空港として、一体となって利便性を高め、

共存共栄し、発展していくことが国益にかなうものである。 
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そのためにも、成田空港と羽田空港をリニアモーターカーにより 

約１０分で結び、同一空港並みの利便性を実現させることが必要であ

る。 

両空港を結ぶリニアモーターカーは、首都圏空港の国際競争力の 

向上につながる施設であり、空港施設と同等と位置づけるべきもので

あり、空港整備と同様に検討することが重要である。 

③ 北千葉道路の早期実現 

成田空港の年間発着枠２２万回により、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、印西市（旧印旛村）～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。 

また、市川市～鎌ヶ谷市間については、平成２０年度から、国によ

る調査の促進を図るため、県が基礎的な調査に着手し、平成２１年度

には国と調整を図りながら、調査の熟度を上げているところである。 

④ 新空港自動車道の料金無料化 

成田空港周辺の道路では、主に朝の通勤時間帯に空港方面への交通

渋滞が発生しており、特に成田市街地や国道５１号、国道４０８号な

どの空港西側からの交通が国道２９５号に集中している状況である。 

そのため、空港周辺道路の渋滞緩和や空港の利便性向上を図るため、

平成２０年度に成田スマートＩＣを整備し、平成２１年４月１日から

運用を開始したところである。平成２１年５月１３日からは、さらな

る利用促進を図るため、平成２３年３月３１日までの料金割引社会 

実験を実施しているところである。 

 
（２）国際観光及び広域連携による滞在型観光の推進 

① 国際観光の推進 

国では、訪日外国人３０００万人プログラムを掲げ、各種事業を 

展開している。 

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 

ビジット・ジャパン・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、公共交通機関を

気軽に利用できるような交通案内、空港周辺や首都圏の観光地紹介、

宿泊施設の斡旋などの総合的な観光案内機能の充実が望まれるほか、

“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

よる、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。 
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② 広域連携による滞在型観光の推進 

平成２０年５月に、国内外からの観光客が２泊３日以上の滞在型 

観光ができるような観光エリアの整備を促進するため、「観光圏の 

整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（観光圏整備

法）」が制定され、現在、全国で４５地域が観光圏として認定を受け

ている。 

本県では、平成２０年度に南房総地域（館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町）が認定を受け、広域的な連携により滞在型観光の推進を 

図っている。 

観光圏の認定を受けると、旅行業法の特例や運送事業の手続緩和の

特例のほか、観光圏整備事業費補助金や社会資本整備についての配慮

など国の総合的な支援を受けられることとなっている。 

本県は、地域経済の活性化を図るため、県内観光の主流である日帰

り型観光から、経済波及効果の高い宿泊・滞在型観光への転換が  

不可欠と考え、観光地の広域的な連携を推進しており、その一環とし

て観光圏制度の活用も進めてきた。 

一方、国では、観光圏整備事業の強化を図るため、平成２２年度  

予算概算要求において補助期間を２年から３年に延長、補助率も４割

から６割に引き上げるなどの見直しを図ることとしたが、事業仕分け

によりその見直しは行われず、要求額より大幅な削減となった。 

さらに、観光圏の新規認定は平成２２年度分限りとし、平成２３年

度以降の新規認定は見合わせる方針とされており、観光圏整備事業の

着実な推進に懸念が生じている。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）成田国際空港の機能拡充及び羽田空港との連携強化 

① 成田国際空港の機能拡充 

ア 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、年間発着枠３０万回の実現に向けて、より一層の協力を

すること。 

また、成田国際空港株式会社の完全民営化に伴う株式上場にあ

たっては、上場益の一部を、成田空港周辺地域の環境対策・地域  

共生策等の充実のための財源として留保すること。 

イ 成田空港緊急戦略プロジェクト会議がとりまとめた「緊急提言」

の具体化のため、以下の事項について協力すること。 

（ア） 成田空港の利便性向上などについて、積極的にＰＲすること。 

（イ） 成田空港の国際線ネットワークの効果を全国に波及させるた

め、成田空港で国際線に乗り継ぐための国内フィーダー路線の

充実を図ること。 

（ウ） 成田空港の旅客利便性向上のため、施設面の改善や人員の 

増員などにより、出入国審査手続の更なる迅速化を図ること。 

ウ 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

積極的に推進すること。 
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② 成田・羽田両空港間を結ぶリニアモーターカーの実現 

成田空港とそれを補完する羽田空港の一体的活用のために、国策と

して、プロジェクトチームを立ち上げ、調査費を計上するなど、国に

おいて検討を開始すること。 

③ 北千葉道路の早期実現 

ア 印西市（旧印旛村）～成田市間について、平成２０年代半ばの  

供用に向けた整備を推進するため、確実に予算を確保すること。 

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ること。 

④ 新空港自動車道の料金無料化 

人や物の空港への定時制確保や、国道２９５号の渋滞に起因する 

第２ゲートの混雑緩和を図り、成田空港の利便性向上のため、新空港

自動車道の料金を無料化すること。 

 

（２）国際観光及び広域連携による滞在型観光の推進 

① 国際観光の推進 

ア 地方連携事業に関する対象事業の拡大と条件の緩和、継続的な 

予算の拡充を検討し、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ること。 

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、同空港等における総合的な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すること。 

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

る施設の整備を図ること。 
② 広域連携による滞在型観光の推進 

観光圏制度は、地域における創意工夫を活かした主体的な取組を国

が支援するものであり、地域が魅力ある観光地づくりを行い、地域経

済の活性化を図る制度のひとつとして、重要かつ効果的である。 

そこで観光圏制度の継続及びその充実を図ること。 



成 22 年 5 月 11 日時点 

25 

７ 雇用・就業支援の充実及び戦略的企業誘致の推進 
 

提案・要望先 厚生労働省、経済産業省  

県担当部局  商工労働部  

【提案・要望の要旨】 

（１）若年層の就業支援の充実 

（２）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 

（３）外資系企業誘致政策の充実強化 

 
【現状・課題】 

（１）若年層の就業支援の充実 

若年者を取り巻く雇用情勢は、平成２０年秋以降の金融不安を契機と

した、世界的な景気後退に伴う影響を受け非常に厳しい状況となったが、

平成２１年度においても、有効求人倍率の低水準での推移、新規学卒 

予定者の就職内定率が２０００年以降最低となるなど、より一層、厳し

い状況が続いている。 

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職に就けるよう、

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を促進するとともに、

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。 
 

＜ 全国のフリーター数及び若年無業者の推移（労働力調査）＞ 
                       （万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーター 若年無業者  
 
 

15～ 
24 歳 

25～ 
34 歳 

計 
35～ 
44 歳
(参考)

15～ 
24 歳

25～ 
34 歳

計 
35～ 
39 歳 
(参考) 

2002 117 91 208 25 29 35 64 15 
03 119 98 217 29 28 36 64 15 
04 115 99 214 28 27 37 64 17 
05 104 97 201 30 25 39 64 17 
06 95 92 187 32 26 36 62 18 
07 89 92 181 38 25 37 62 19 
08 83 87 170 35 26 38 64 20 

09 87 91 178 42 26 37 63 21 
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（２）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 

国の雇用関係の交付金を活用した「緊急雇用創出事業」における  

「重点分野雇用創出事業」及び「地域人材育成事業」については、それ

ぞれの予算配分も定められており、両事業間での財源の融通が認められ

ていない。 

また、「ふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業」

の実施に当たっては、県及び市町村が新たな事業を企画して民間企業等

へ委託することや、建設・土木事業でないことが要件となっている。 

 

 

（３）外資系企業誘致政策の充実強化 

ア 千葉県では地域経済・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「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いるが、本県ではこの事業を活用し、 

平成２０年度まで大きな成果を上げてきた。 

しかし、平成２１年度の「外国企業誘致地域支援事業」では、  

本県がこれまで有効に活用してきた立上支援事業が廃止となり、 

招へい及び専門家によるスポット支援の二本立てとなった。本県が

主な誘致対象とする経営基盤の比較的安定した企業においては、 

招へい事業を活用する必要性が薄いため、本事業を活用しづらく

なっている。 

イ 首都圏に位置する本県は、外資系企業の二次進出も重要なター

ゲットとなることから、既進出外資系企業の再投資・二次投資促進

のための国の積極的な事業展開が必要であると認識している。 

ウ 日本への直接投資は欧米主要国のそれと比べると、極めて低い 

水準にある。国は、「２０１０年までに対日直接投資残高を    

ＧＤＰ比で５％程度にする」という目標を掲げ、本県ではこれを 

参考にして、外資系企業誘致の推進を図ってきた。しかし、現時点

では２０１１年以降の目標は設定されていない。さらに、対内直接

投資が自国経済に与える効果の分かる客観的データが限られてい

ることから、外資系企業がもたらす効果が県民に見えにくいものと

なっている。 

 

【具体的提案・要望内容】 

（１）若年層の就業支援の充実 

ジョブカフェ事業については、支援対象から除かれることとなった 

職業意識形成支援関係事業及び事務所設置に係る費用を支援対象とす

ること。 

また、地域若者サポートステーション事業については、事業運営上 

必要性の高い臨床心理士及び自立支援プログラム実施担当者に係る 

人件費等が支援対象となっていないが、きめ細かな支援活動を展開する

ため、対象とすること。 

さらに、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、

各自治体の意見を取り入れる体制を整えること。 
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（２）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 

「重点分野雇用創出事業」及び「地域人材育成事業」の両事業間での

財源の融通を認め、地方の裁量により、効率的・効果的な事業ができる

ようにすること。 

また、「ふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業」

の実施に当たっては、委託事業だけでなく民間への補助事業にも対象を

拡大するとともに、失業者の就業機会の創出に資する既存事業や住民の

生活に結びつく施設の維持補修等の整備に係る事業も対象とするよう

要件を緩和すること。 

 

（３）外資系企業誘致政策の充実強化 

ア 外資系企業誘致政策「外国企業誘致地域支援事業」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することや、

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、本県の外国企業誘致にとって、非常

に効果的である。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ること。 

イ 既進出外資系企業の再投資・二次投資を促進する事業の充実強化 

本県にとって、外資系企業の対日ビジネス拡大により地域経済

への波及効果が期待できることから、国にあっては、再投資・  

二次投資を促す事業の充実・強化を図ること。 

ウ 対日直接投資促進に向けた国の２０１１年以降の目標設定 

本県の外資系企業誘致策の方向性を検討するにあたり、国の 

定める目標を参考としていることから、２０１１年以降の目標を 

２０１０年中に設定すること。 

また、「対日直接投資加速プログラム」中にある対日直接投資

が自国経済に与える効果の客観的データ整備のための調査を 

推進すること。 
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８ 農林水産業の振興 

 

提案・要望先 農林水産省、環境省  

県担当部局  農林水産部、環境生活部  

【提案・要望の要旨】 

（１）飼料用米等に対する支援制度の恒久化と米の生産数量目標配分ルール

の見直し 

（２）農業農村整備事業予算の確保及び国営造成施設の保全対策制度の見直し

（３）野生鳥獣による被害防止対策の継続・拡充 

（４）大型クラゲによる漁業被害対策の強化・充実 

 
【現状・課題】 

（１）飼料用米等に対する支援制度の恒久化と米の生産数量目標配分ルールの

見直し 

国の米政策については、平成２２年度から、食料自給率の向上と水田

農業の経営安定を目的とした「戸別所得補償制度」が創設され、減反に

よる価格支持政策から所得補償政策へ転換されたところである。 

平成２２年度は「モデル対策」として、生産数量目標に即して米を  

生産する農家を対象とした「米戸別所得補償モデル事業」と、飼料用米

等を生産する農家を対象とした「水田利活用自給力向上事業」の２つの

支援策が打ち出されている。 

しかし、これらは単年度対策であり、国ではその結果を検証し、平成

２３年度からの本格実施の内容を決定するとしていることから、飼料用

米など新規需要米の作付の意向が強い本県の農家にとって、生産拡大へ

の懸念材料になっている。 

また、国から都道府県への米の生産数量目標の配分方式は、過去６年

の需要実績のうち中庸４年の平均値のシェアで算出するが、前年の配分

数量をもとに過剰作付分を控除するものとなっており、依然として、 

需要量実績を正しく反映しておらず、米の品質や県民消費量も算定の 

対象になっていない。 

 

（２）農業農村整備事業予算の確保及び国営造成施設の保全対策制度の見直し 

国では、農家に対する戸別所得補償制度の財源として土地改良事業等

の公共事業費を削減し、平成２２年度の農業農村整備事業費は、対前年

度比３６．９％であり、新たに交付金化されたもの（農業農村整備・  

林野・水産基盤・海岸含む）を含めても、対前年度比は最大で６２．９％

に過ぎない。 

現在、本県では、耐用年数を超える農業用水機場等の基幹水利施設が

急増する時期にさしかかっており、現に、平成２１年に国営造成施設の

突発的かつ重大な故障が２件発生した。このため、県では、平成２２年

度から５ヶ年で２６施設の保全対策を行う計画であったが、予算削減に

より、既に９施設は１年、３施設は２年、２施設は３年、実施を延期す

る予定である。 

 



成 22 年 5 月 11 日時点 

29 

来年度もこの予算規模が続くと、修繕等の保全対策工事が計画どおり

執行できず、場合によっては農業用水の取水が不可能となり、農業生産

に多大な影響を及ぼすおそれがある。 

また、国営造成施設は、国が保全計画を、県が工事を担当することと

なっているが、故障が発生すると規模が大きいため工事費もかさみ、 

県営造成施設の計画的な対策工事及び予算措置に支障をきたしている

ことから、国・県の役割を見直し、保全対策を計画的かつ早急に実施し

ていく必要がある。 

 

（３）野生鳥獣による被害防止対策の継続・拡充 

野生鳥獣による農作物被害は甚大であり、農業生産の大きな阻害要因

になっている。 

特にイノシシの被害は急増しており、その被害は農作物等への直接的

な被害だけにとどまらず、営農意欲を奪い、被害を起因とした耕作放棄

地を増加させ、また更なる被害を招くといった悪循環になっている。 

野生鳥獣の増加の原因は、耕作放棄地の増加や狩猟人口の減少など、

様々な要因が考えられるが、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ると

ともに、人と野生鳥獣とが適切に共存する環境づくりを推進するため、

今後も個体数調整、防護、生息環境整備などの対策を一体的に行って 

いく必要がある。 

千葉県野生鳥獣対策本部では、群れを一括して捕獲する効果的な方法

や、イノシシの餌場や繁殖場所となる林縁（バッファゾーン）の管理に

ついての研究に取り組んでおり、研究成果をもとに有効な対策を講じる

必要がある。 

 

（４）大型クラゲによる漁業被害対策の強化・充実 

近年、我が国周辺海域に大量に出現する大型クラゲにより、漁労作業

の遅延、漁獲物の鮮度低下、漁獲量の減少、漁具の破損等、甚大な漁業

被害が発生している。 

その対策として、国は「有害生物漁業被害防止総合対策事業」を実施

しており、平成２１年の秋から冬にかけて、千葉県周辺海域に    

大型クラゲが来遊し、大きな被害が発生した際にも、当該事業により、

大型クラゲの駆除に要する経費等に対して助成が行われたところであ

る。 

しかし、漁労活動と駆除活動を併用した場合は助成対象とならない 

ことから、駆除作業に当たった漁業者からは、助成の基準が現場の実態

に合わず、効率的な駆除に支障があるとの声が上がっている。 

また、大型クラゲについては、大量発生する要因が究明されておらず、

発生海域とされる長江河口域～黄海沿岸から東シナ海を通って日本海

へ来遊することから、日本周辺海域に来遊する前に駆除することが重要

であるが、その技術も開発途上にある。 
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【具体的提案・要望内容】 

（１）飼料用米等に対する支援制度の恒久化と米の生産数量目標配分ルールの

見直し 

水田を水田のまま活用できる飼料用米等について、農家が安心して 

生産に取り組めるよう、平成２３年度以降も１０アール当たり８万円の

助成額を恒久的に維持すること。 

また、売れる米づくりの観点から、国から都道府県への米の生産数量

目標の配分に当たっては、合理的な算出方法を導入すること。 

（ア）需要実績を正しく反映した、ペナルティーのない算出方法に 

改めること。 

（イ）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、 

生産数量目標を増やし、良質な麦・大豆が生産可能な地域へは、

麦・大豆の作付に大幅な支援を行うなど、地域特性を十分に反映

させること。 

（ウ）都道府県別消費量を生産数量目標の配分に反映させること。 

（千葉県は生産量より消費量が上回る） 

 

（２）農業農村整備事業予算の確保及び国営造成施設の保全対策制度の見直し 

ア 農業農村整備事業の継続地区の進捗に支障をきたさない予算の

確保、及び今後の農政転換に資する新規地区の着工を確実にするた

めの必要な予算額を確保すること。特に、排水対策等、農業生産の

みならず人命に危害が及ぶと予測されるものについては、各事業 

制度の予算枠を柔軟に運用し、優先的に予算を確保すること。 

イ 基幹水利施設ストックマジメント事業における国・県の役割を 

見直し、国営事業で造成されたすべての施設に対し、機能診断から

対策工事まで、国が一貫して実施するよう事業制度を改正すること。 
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＜ 農業水利施設の保全対策に関する制度要望内容 ＞ 
 

〔現行制度〕 
 国営造成施設 県営造成施設 団体営等 

造成施設 
機能診断 
機能保全計画 
（ソフト） 

 
 
対策工事 
（ハード） 

 
 
 

 

 
 

〔要 望〕 
 国営造成施設 県営造成施設 団体営等 

造成施設 
機能診断 
機能保全計画 
（ソフト） 

 
 
対策工事 
（ハード） 

 

 

 

（３）野生鳥獣による被害防止対策の継続・拡充 

ア 鳥獣被害防止総合対策交付金について、平成２３年度以降も予算

を継続するとともに、大型囲いワナの整備や人と野生鳥獣の  

バッファゾーンとして機能させる緩衝帯の整備・管理等に対する 

支援など制度を拡充すること。 

イ 野生鳥獣の個体数管理のための捕獲を含む、生息状況等に関して、

県が実施している調査・研究が促進される制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

国営造成水利施設 

保全対策指導事業 

 

 

 

地域農業

水利施設

ストック

マネジメ

ント事業 

 

 

 

 

 

国営造成水利施設 

保全対策指導事業 

 

 

 

地域農業

水利施設

ストック

マネジメ

ント事業 

 

 

 

 

県営基幹 

水利施設 

ストック 

マネジメ 

ント事業 

基幹水利ストック 

マネジメント事業 
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（４）大型クラゲによる漁業被害対策の強化・充実 

大型クラゲの駆除に対する助成については、漁労活動と駆除活動の 

併用が可能となる基準とするなど、現場の実態に合ったものとすること。 

また、効果的な対策を進めるため、大型クラゲの大量発生要因の究明

と、日本周辺海域に来遊する前の段階での駆除関連試験研究を強力に 

推進すること。 
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９ 基盤整備とまちづくり 

 

提案・要望先 文部科学省、経済産業省、国土交通省  

       総務省  

県担当部局  総務部、総合企画部、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）高規格幹線道路等のネットワーク機能の充実 

（３）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 

（４）柏・流山地域をモデルとした大学と地域が連携したまちづくりの推進 

（５）つくばエクスプレス沿線地域の整備推進 

（６）八ッ場ダム建設事業の早期完成 

（７）社会資本整備に係る地方財源の充実 

（８）地上デジタル放送への移行により発生する新たな難視対策 

 
【現状・課題】 

（１）東京湾アクアラインの料金引下げ 

東京湾アクアラインは、東京湾岸部の高速道路を環状につなげるとと

もに、都心部に集中する交通を迂回させる首都圏中央連絡自動車道等と

一体となって、首都圏の骨格を形成する重要な高速道路である。 

このため、首都圏における交流・連携の強化、地域経済の活性化や  

都心部の迂回機能の強化などを目的に、昨年８月１日から東京湾アクア

ラインの料金引下げ社会実験が開始された。 

本年４月に国土交通大臣が発表した「高速道路の再検証結果と新たな

料金割引」においては、高速道路の新たな料金割引を今年度試行的に  

導入することとしており、その中で、東京湾アクアラインの社会実験に

ついては、平成２３年３月末まで継続することとされた。 

この社会実験により、実験開始から３月までのアクアラインの交通量

は前年に対して約５０％増加しており、特に、３月には平日の大型車は

前年に対して約１００％増加するなど、首都圏の「人」「もの」の動き

が活発化され、経済活性化などの効果が出ているところである。 

 

（２）高規格幹線道路等のネットワーク機能の充実 

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。 
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（３）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 

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。 

 

（４）柏・流山地域をモデルとした大学と地域が連携したまちづくりの推進 

つくばエクスプレスの開業後、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

研究等の集積を活かして、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。 

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てお

り、国の産業クラスター第Ⅱ期中期計画での「東葛・川口・つくば   

（ＴＸ沿線）ネットワーク支援活動」を継承した「広域的地域産業活性

化支援事業（経済産業省）」を推進しているとともに、国の「都市エリ

ア産学官連携促進事業（文部科学省）」に採択され、最先端の研究が行

われている。 

また、東京大学においては、高齢社会の様々な課題に対して研究及び

社会実験を行うことにより課題解決を図るプロジェクトが進んでいる

とともに、千葉大学においては、環境や健康分野での先進的な研究成果

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。 

さらに、柏市が、国（内閣府）から全国４番目のＩＴＳ（Intelligent 

Transport Systems 高度道路交通システム）実証実験モデル都市に選定

されている。 

本地域は、大学と地域が連携協働し、社会実験を通じて環境・健康  

分野の課題解決を図る新産業創出拠点都市の実現が望まれている地域

である。 

 

（５）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の開業（平成１７年８月２４日）を契機に、スピー

ド感を持って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おり、国の財政支援を含めた 

安定的、継続的な事業費の確保が必要である。 
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（６）八ッ場ダム建設事業の早期完成 

平成２１年９月に、国は、一方的に八ッ場ダム建設事業中止の方針を

表明した。 

同年１０月には八ッ場ダム本体工事を中止し、その後、「できるだけ

ダムに頼らない治水・利水」という考えに基づき、八ッ場ダムについて

予断なく検証するとの方針が示された。 

これに対し、関係都県知事は、早急に検証を行い、速やかに八ッ場  

ダムの本体工事に着手し、工期内に完成させるよう申し入れている。 

八ッ場ダムは、利根川水系の上流ダム群とともに、下流部の洪水被害

を軽減し、利根川沿川地域の人々の生命・財産を洪水から守るとともに、

千葉県を含む首都圏における水資源の安定確保に資する重要な施設で

あることから、事業が中止された場合の本県への影響は極めて大きい。 

 

（７）社会資本整備に係る地方財源の充実 

千葉県の社会資本はこれまでの整備で一定の成果を上げているもの

の、自然災害への対応や既存の社会資本のストックの適切な維持・更新、

あるいは未来の世代のためにも必要な社会資本への投資が引き続き 

必要である。 

しかし、国土交通省所管の地方向け補助金等の総額は、平成２１年度

に３．０兆円であったものが、平成２２年度には２．５兆円（社会資本

整備総合交付金２．２兆円＋補助金０．３兆円）へと１７％減額されて

いる。 

 

（８）地上デジタル放送への移行により発生する新たな難視対策 

地上デジタル放送への移行により、テレビが視聴できなくなる「新た

な難視」への対策は、「地上デジタル放送難視地区対策計画」において、

共聴施設等による対策は住民が主体となって実施し、国と放送事業者が

住民を支援することとされているが、現在においても、住民の合意を 

得て対策手法が決められた地区はほとんどない状態である。 

これは、送信者側が行うべき責務を住民の責務にすりかえ、ノウハウ

のない住民が、実施主体として、共聴施設組合の設立や長期にわたる 

施設の維持管理など過剰な負担を強いられることとなるため、住民の 

理解を得ることができない対策として進められていることによると 

考えられる。 

アナログ放送停止まで残り１年余りとなった今、住民の十分な理解を

得、２０１１年７月までに移行するために、実現可能な対策に改めてい

くことが求められる。 
 

＜ 難視地区対策計画状況 ＞ 

        （Ｈ22 年 1 月末現在） 

  対策地区数 対策計画策定 検討中 

千葉県 
76 地区

（6,643 世帯）
0地区 76 地区 

難視対策計画 

 
全国 4,906 地区 538 地区 4,368 地区 

※ 対策地区は今後も増加の見込みであり、対策手法は現在、未決定である。 
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【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、地域経済の活性化や都心部の迂回

機能を強化させるため、東京湾アクアラインについては、現在行われて

いる全日普通車８００円などの社会実験の検証結果を十分踏まえ、平成

２３年度から国策として通行料金の引下げを実施すること。 

 

（２）高規格幹線道路等のネットワーク機能の充実 

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、

国が定めた平成２４年度の開通目標に基づいた事業推進を図るこ

と。 

イ 平成２１年度から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、開通目標を設定し、早期完成を図ること。 

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、平成２７年度の全線 

開通に向けた整備推進を図ること。 

イ 本道路と密接に関連し、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、地方の財源の確保を図るこ

と。 

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ること。 

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、地方の財源を確保すること。 

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・検討を進めること。 

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車線化を図る

こと。 

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ること。 
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（３）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、観光地へのアクセス道路の整備、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、

高規格幹線道路等のネットワーク機能の充実

③ 国道１６号千葉柏道路
の早期具体化

② 東京外かく環状
道路の建設促進

⑤ 第二東京湾岸道路
の早期具体化

④ 銚子連絡道路
の整備推進

④ 茂原・一宮・大原道路
の整備推進

東京湾アクアラインの
料金引下げ

① 首都圏中央連絡自動車道
の建設促進

⑥ 東関東自動車道館山線
の機能強化

① 首都圏中央連絡自動車道
（大栄～横芝間）の早期完成

⑥ 一般国道１２７号
の機能強化
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道路の整備や維持管理に要する予算の確保を図ること。 

（４）柏・流山地域をモデルとした大学と地域が連携したまちづくりの推進 

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 

すること。 

 

（５）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ること。 

 

（６）八ッ場ダム建設事業の早期完成 

八ッ場ダムは、利根川沿川流域の生命・財産を洪水から守るとともに、

首都圏の水資源の安定確保に資する重要な施設であることから、平成 

２７年度の完成に向けた整備推進を図ること。 

 

（７）社会資本整備に係る地方財源の充実 

社会資本整備予算の使途に関する地方の自由度向上や手続の簡素化

など、制度の充実を図り、その上で地方が平成２３年度以降の社会資本

整備を計画的に進められるよう、予算の総額確保を図ること。 

 
（８）地上デジタル放送への移行により発生する新たな難視対策 

地上デジタル放送への円滑な移行を進めるために、中継局整備と同様

に共聴施設による難視対策についても、国及び放送事業者が主体となり

行うこと。 

また、対策に際しては、住民に過剰な負担は求めないこと。 
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１０ 地方分権の推進 

 

提案・要望先 内閣府、総務省、財務省  

県担当部局  総務部、総合企画部  

【提案・要望の要旨】 

地方分権の推進 

 
【現状・課題】 

国は、「国と地方の協議の場」を通じて、地方の意見を政策に反映し、ま

た、義務付け・枠付けの見直し、権限移譲、国の出先機関改革、地方税財源

の充実確保などについて検討・実施するとしている。 

これを現政権は「地域主権改革」として、「一丁目一番地」の重要課題と

位置づけているが、義務付け・枠付けの見直しは地方要望分の一部にすぎな

いなど、その取組はいまだ不十分と言わざるを得ない。 

個性豊かで活力に満ちた真の分権型社会の構築につながるよう、特に次の

事項の実現を求める。 

 

【具体的提案・要望内容】 

ア 義務付け・枠付けの見直し等による条例制定権の拡大 

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ことによ

り、地方の条例制定権を拡大すること。 

これらの見直しにあわせて、関係する国庫補助負担金についても 

当面の措置として交付基準の弾力化などの見直しを行うこと。 

なお、義務付け・枠付けの見直しにあたっては、地方の意見を十分

踏まえ、自治体の裁量の余地の乏しい「従うべき基準」の設定は原則

行わないこと。また、条例の制定が円滑に進むように、必要な情報を

迅速に提供すること。 

イ 裁定的関与の廃止 

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。 

ウ 事務・権限の移譲 

国と地方の役割分担を踏まえ、住民に身近な行政はできる限り地方

にゆだねることとし、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。 

特に、国の出先機関については、その事務・権限の必要性を十分  

精査した上で地方に移譲し、廃止・縮小する方向で抜本的に見直すこと。 

なお、人員の移管については、地方と十分協議を行うこととし、  

国家公務員人件費の削減の受け皿とならないよう確実に財源措置を

行うこと。 
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エ 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 

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、地方の行財政需要を的確に把握し、地方の安定的 

財政運営に必要な地方交付税の総額を復元・充実すること。 

また、地方の財源不足の解消は、臨時財政対策債の発行等によ

る負担の先送りを行うのではなく、地方交付税の法定率の引上げ

等によって対応すること。 

（ウ） 国庫補助負担金改革と直轄事業負担金の見直し 

国庫補助負担金改革については、地方財政の自由度・裁量度を 

高める制度改革となるよう、事業実施に必要な財源の移譲や使途

制限のない財源の充実・確保を行うこと。 

国庫補助負担金の一括交付金化については、税源移譲までの 

経過措置と位置付けた上で、自由度・裁量度の高いものとすべき

であり、さらに、地方が担うべき事業の必要額を確保すること。 

また、国直轄事業負担金制度については、国と地方の役割分担

の見直しを行った上で、国が行うべき事業は国が全額負担し、 

地方が行うべき事業は権限と必要な財源を移譲すべきであり、 

廃止に向けた抜本的な見直しを進めること。 

なお、国直轄事業の実施や変更に当たって地方の意見が反映で

きるような仕組みを法制化すること。 
 

 


