
令和元年度知事と市町村長との意見交換会　意見交換概要 令和元年8月16日ＡＭ

〇　地域振興について

市町村発言概要

【知事】
　県では、「くらし満足度日本一」の実現に向け、市町村の皆様が取り組む地域づくりを広域的な立場から支援
するため、各地域に対する方向性を総合計画において示しているところである。
　東金市を含む圏央道ゾーンは、令和６年度に圏央道が全線開通を迎える中、県としても「新たな産業用地の確
保策」を取りまとめたところであり、市町村とともに産業用地の整備に取り組んでいく。
　長生グリーンラインの整備については、引き続き、皆様と連携を図りながら取り組んでいくとともに、東京オ
リンピックのサーフィン競技が開催され、ますます注目される長生地域の魅力を幅広く発信し、国内外からの観
光客誘致に結び付けてまいる。
　長生地域を皆さんとともにより一層輝く地域にしていくことが産業並びに環境発展に繋がると思っている。
　また、本県の人口が中長期的には減少が見込まれる中、地域の魅力に共感する人々に移り住んでもらうこと
は、地域の活性化にとって重要だと考えている。県としても、移住者の住環境の整備に向けて、様々な方策を講
じてまいる。

【商工労働部長】
　圏央道ゾーンに含まれる東金市以北の地域については、圏央道の整備進展や、成田空港の更なる機能強化によ
り、立地優位性が飛躍的に高まることが期待されている。今後、圏央道が令和６年度に全線開通を迎えることを
踏まえ、企業誘致については、県としても東金市と連携し、事業採算性や企業ニーズを確認した上で、新たな産
業用地の確保のスキームを活用し、企業立地の促進を図ってまいる。

【地域産業推進・観光担当部長】
　県では、県内各地の観光情報について、ホームページやパンフレットによる情報発信のほか、県内外で実施す
るイベントでＰＲを行うなど、様々なプロモーションに取り組んでいるところである。こうした中、道の駅や、
テニス、サーフィン、サイクリングなどを楽しむことができる長生地域の魅力については、さらに注目されるこ
とが期待される。今後、様々なメディアを活用しながら積極的なＰＲを取り組んでいく。

【県土整備部長】
　長生グリーンラインは、現在、茂原長南ＩＣから広域農道までの６．５ｋｍの整備を進めている。このうち、
茂原長南ＩＣから長南町道利根里線までの１．５ｋｍ区間は、今年度の供用を目指し、道路改良工事を進めてい
る。続く県道茂原大多喜線までの２．５ｋｍ区間は、令和５年度までの供用を目指し、残る用地の取得を進める
とともに、地盤改良工事を実施している。また、残る広域農道までの２．５ｋｍ区間は、用地取得を行っている
ところであり、引き続き、事業を推進する。この事業中区間に続く、茂原市から一宮町までの区間については、
昨年度から環境調査を行っているところであり、今年度も引き続き、事業化に向けて調査等を進めてまいる。

県発言概要

【東金市】
　本市は次期総合計画において、圏央道や
沿線への企業集積をひとつの柱として位置
づけ、将来にわたって発展し続けるまちを
目指すことを考えている。
　ついては、県においても圏央道ゾーンの
東金市以北地域の発展可能性の模索や事業
連携の検討、県の次期総合計画においても
さらなる圏央道ゾーンの発展のための道し
るべについて具体的な位置づけをお願いし
たい。

【睦沢町】
　地方創生の核となる重点「道の駅」に認
定された「むつざわスマートウェルネスタ
ウン・道の駅・つどいの郷」が、町の発
展、千葉房総の観光の拠点として成長する
よう、長生グリーンラインの早期完成と千
葉県、特に長生地域全体のＰＲを県を挙げ
てお願いしたい。

　また、テーマが違うため回答は不要だが
ジャンボタニシの広域的な防除をお願いし
たい。
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市町村発言概要 県発言概要

【長南町】
　若年層に係る移住・定住支援策として、
若年層・子育て世帯にとって適度な面積や
家賃の賃貸物件の整備に投資を呼び込むた
め、新しい視点に立脚した補助制度の創設
をお願いしたい。
　併せて、農地転用や開発審査の簡素化な
ど、人口減少に効果のある施策を検討いた
だきたい。

【都市整備局長】
　子育て世帯などの住宅確保に特に配慮を要する方に対する賃貸住宅の供給を促進するため、国では「地域優良
賃貸住宅制度」を実施している。この制度により、地方公共団体においては民間賃貸住宅等の整備費用や家賃低
廉化の助成を受けることができる。これにより民間事業者等による良質な住宅の供給を促進が可能となってお
り、県としては、制度の活用に当たり、整備計画の作成など市町村に対して支援をしているところである。
　開発許可制度については、良好な宅地水準を確保することを目的としており、法令に則した適正な審査に努め
ているところである。具体的な計画や内容が示された場合には、適切に対応してまいる。

【農林水産部長】
　様々な地域活性策を打ち出す場合、農振法に定める農振地域からの除外や、農地法に定める農地転用の検討を
要することは多々あるが、県としては法令の定めに則り、適正に事務の執行を行わなければならないため、規制
を緩和するということはできない。法令の趣旨を踏まえて、その範囲内で認められるものは認めることとなるの
で御理解いただきたい。
　なお、個々の土地についての具体的な土地利用計画が示されないと法の要件に適うかどうかを判断できないた
め、事前に御相談いただきたい。
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〇　医療・福祉について

市町村発言概要 県発言概要

【東金市】【九十九里町】
　地域において、救急等の政策的医療の提
供を行っている公的病院の経営の安定化、
地域医療体制の充実強化に向けて、以下の
点について対応をお願いしたい。
・二次保健医療圏における地域医療の充
実・強化を図るといった観点から、関係自
治体・医療機関間の連携（財政的支援も含
む。）に係る取決め等の構築について、県
が主体的に取り組むこと。
・県内公立病院の設立・設置団体の財政状
況等も踏まえ、公立病院における救急等の
政策的医療の提供に対する新たな支援制度
（補助金）を創設すること。
・東千葉メディカルセンターについて、累
積赤字の取扱いや解消に向けた手立てなど
について共に考えるとともに、センターに
おける人材の確保などに係る支援を継続す
ること。

【知事】
　公的病院は、地域の救急医療を担うなど、地域住民の命や健康を守るために重要な役割を果たしているものと
考えているところである。今後も、市町村の皆さまと連携しながら、県民が安心して質の高い医療を受けられる
よう、必要な医療提供体制の確保を図ってまいりたい。
　重度心身障害者児医療給付改善事業については、精神障害者の方への助成を実施する方針で具体的な検討を進
めているところである。実施主体である市町村におかれては、制度の意義を御理解いただき、実施について御協
力をいただくようお願いしたい。
　また、子ども医療費助成制度は、統一した制度の下に、国、県、市町村が一体となって取り組んでいく必要が
あることから、あらゆる機会を通じて、全国統一の制度の創設について、引き続き要望してまいりたい。

【保健医療担当部長】
　県民が地域で安心して暮らすためには、救急医療等の地域医療体制の確保が不可欠である。関係自治体・医療
機関間の連携について、県としては、地域医療構想調整会議等を通じ、周辺地域の医療機関との役割分担や連携
を促進していきたい。
　公立病院の運営に要する経費については、政策医療に係る経費も含め、地方交付税措置がされているが、関係
自治体からは、実態に見合っていないという意見も聞くところである。県では、国に対し、救命救急センター等
の運営の実態に見合った財政支援措置を図るように要望している。
　東千葉メディカルセンターの経営改善については、平成３０年度末に行った県の追加財政支援を有効に活用
し、設立団体として最大限の努力をお願いしたい。県としても、センターが地域の中核的な医療機能を維持でき
るよう協力してまいる。また、県からの人材派遣については、今後、具体的な要望を聞きながら検討してまいり
たい。
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市町村発言概要 県発言概要

【大網白里市】
　重度心身障害者（児）医療給付改善事業
において精神障害者への対象拡大の意向が
示されたが、こうした市町村負担を前提と
する新規事業の実施や制度改正に当たって
は、各市町村の置かれている状況を十分考
慮しながら、事前に市町村等の意見を踏ま
え、必要な財政措置を図られるなど、適切
な対応をお願いしたい。

【一宮町】
　子ども医療費の助成について、通院・調
剤についても、県が助成する対象年齢を中
学校３年生まで引き上げること。
　また、中学校卒業までの医療費全額助成
制度創設を国に働きかけること。

【茂原市】
　千葉県循環器病センターの体制につい
て、平成２９年度以前の診療体制に早急に
戻し、更なる充実を図るよう強く要望す
る。

【健康福祉部長】
　重度心身障害者（児）医療給付改善事業について、これまで身体と知的の障害者のみを対象としていたが、関
係団体や市町村議会からの要望や、市町村の意向等も踏まえ、県として、三障害平等の観点から、精神障害の方
への助成を実施する方針としたところである。
　補助率については、これまで市町村と協力し合いながらこの制度を実施・運営してきた経緯や、各都道府県及
び他の県単独公費負担医療費助成制度の現状、さらに、この制度を将来にわたって安定的に維持していく必要が
あることを考慮し、現行の２分の１で理解を賜りたいと考えている。
　重度医療費の対象拡大については、平成２８年度以降、これまで２回にわたり市町村にアンケートを行うとと
もに、会議を開催するなど、この間、厳に意見を伺ってまいった。制度改正については、引き続き、市町村と協
議を進めてまいるので、御理解・御協力を賜りたい。

　子ども医療費助成については、県では、御案内のとおり、入院は中学校３年生まで、通院は小学校３年生まで
助成を行っているところである。県としては、現行制度の内容は、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的
負担の軽減を図る観点から、支援の必要性の高い年齢をカバーしており、今後も持続可能な制度として、安定的
に維持運営していくことが重要であると考えているところである。
　また、子どもの医療費助成制度は、知事から申し上げたとおり、統一した制度の下、国、県、市町村が一体と
なって取り組んでいく必要があると考えており、あらゆる機会を通じて、全国統一の制度の創設について国に要
望しているところである。
　県としては、今後も国の動向を注視するとともに、積極的に国に対して制度の創設を働きかけてまいりたい。

【病院局長】
　循環器病センターでは、非常勤医師の採用等により脳卒中の診療体制の確保に努めている。引き続き、必要な
医師の確保を行い、診療体制の充実に努めてまいりたい。
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〇　環境問題について

市町村発言概要 県発言概要

【知事】
　再生土は、一般に埋立資材として有効利用されており、リサイクルを促進する観点からも一律に使用を禁止す
ることは適当でないと考え、届出制としたものである。
　再生土条例では、構造基準や、環境影響防止に係る基準などを規定しているので、この条例を厳格に適用する
ことにより、再生土の埋立ての適正化に取り組んでまいる。

【環境生活部長】
　県条例は届出制ではあるが、届出書を受け付ける際には、再生土の崩落等を防止するための基準や、流出する
水に含まれる塩化物の濃度などに関する基準等が遵守されているか、厳正に審査し、基準に従うよう指導を行う
ことによって、環境影響の事前防止を図っている状況である。
　また、事業者に対する立入検査や報告徴収のほか、命令などの行政処分や、違反者に対する罰則等を規定する
ことによって、条例の実効性を確保している。
　埋め立てられた物が残土や廃棄物に該当する場合には、残土条例や廃棄物処理法を厳格に適用して対応してい
くこととしており、茂原市の事案を含め、市町村と連携して引き続き適正な再生土埋め立てに取組んでまいる。

【茂原市】
　再生土条例には、措置命令や罰則規定が
あるものの、届出制が故に、県民生活の安
全確保等の観点からは、事後対応の感が否
めないことから、未然防止の観点から、許
可制への改正を強く要望する。

【芝山町】
　再生土条例について、県全域の土壌を守
る、県民の生活環境を守るためにも、届出
制ではなく、許可制にし、規制強化するよ
う要望する。
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〇　有害鳥獣対策について

【知事】
　鳥獣等による農業被害や生活被害については、大変深刻な問題であると受け止めている。ジャンボタニシは、
田植から間もないイネを食害し、農業者の減収に繋がっているため、昨年度から「ジャンボタニシ防除対策モデ
ル事業」を実施し、その効果について検証を進めているところである。
　また、有害鳥獣対策として、県では、市町村が行う捕獲事業や、防護柵の設置などに対する支援を行うととも
に、国に対し、財政的な支援の拡充などを要望しており、今後もこれらの取組の一層の強化を図ってまいる。
　鳥獣等による被害対策は、県、市町村、関係団体などが一体となり、地域ぐるみで総合的に実施することが大
切であると考えている。市町村の皆さまにも県と協力しながら対策強化をお願いする。

【生活安全・有害鳥獣担当部長】
　県では、イノシシの生息域の拡大を防止するため、生息密度が比較的低い、分布外縁部にあたる地域におい
て、県が直接捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を実施している。実施地域については、生息状況調査の結果や
地元市町村及び有識者からの意見等を踏まえて、設定しているところである。今年度については、県北部の成
田・香取区域、県中部の千葉・市原・大網白里・茂原区域で捕獲事業を行っているところである。今後も、指定
管理鳥獣捕獲等事業において効果的な実施地域を設定し、イノシシの生息域の拡大防止に努めてまいる。

　続いて、県では、有害鳥獣対策に取り組む市町村を支援するため、有害鳥獣捕獲個体の処理に係る検討会を設
置しているところである。検討会では、捕獲個体の処理作業の省力化に向けた方策や先進的な処理施設などにつ
いて、市町村へ情報提供するとともに、意見交換などを実施している。本年７月には、先進的な有害鳥獣専用処
理施設を、市町村の職員の皆さまとともに福島県で視察したところである。今後も、このような取組などを通
じ、有害鳥獣対策に取り組む市町村を支援してまいる。なお、市町村が捕獲個体を処理するための施設を整備す
る場合には、国の交付金による財政支援があることから、活用について御検討いただきたい。

【農林水産部長】
　睦沢町長からもジャンボタニシの被害について御発言があったが、全市町村お悩みの問題である。ジャンボタ
ニシ被害は九十九里地域を中心に、県内では令和元年度発生ベースで３１団体発生し、平成２９年度と比較し５
団体増えている。根絶を図るには、個々の農業者による水田での浅水管理・薬剤散布だけではなく、水路にある
卵、貝の駆除を地域ぐるみで行うことが非常に重要である。睦沢町長の御発言にもあったとおり、重機に卵がつ
いて、他に移転している問題もあり、個人だけではとても対応できない。県では、リーフレットを作成し、各農
業事務者に防除対策を周知しており、地域ぐるみで対応したところは良い報告がある。
　また、知事から申し上げたとおり、昨年度からジャンボタニシ防除対策モデル事業を実施しており、山武市、
匝瑳市の２団体で地域一体となって、水路での駆除あるいは、泥上げに取り組んでいただいている。その結果、
今年は貝密度が低下し、稲の被害も軽減している。加えて防除に対する地域の意識の向上も上がってきたところ
あり、今年度もこの事業を実施しており、今後その効果を検証していきたい。
　また、県では個々の農家の方に現状、対応策などについて話を伺っており、農家の方の意見を踏まえ、地域ぐ
るみの防除対策をどう進めていくべきか、引き続き検討していきたいので御理解いただきたい。

市町村発言概要 県発言概要

【長柄町】
　有害獣の生息環境や生息頭数を把握した
うえで、県が主体となって捕獲個体の円滑
な処分を図るためのルールを定め、市町村
とともに解体処分施設の設置及び運営を行
う仕組みづくりを要望する。

【山武市】
　有害鳥獣対策として、県で行っている広
域捕獲（イノシシ）について、山武市も実
施エリアに加えるよう要望する。
　併せて、ジャンボタニシの効果的な防除
対策への補助制度の整備、防除対策の研究
をお願いする。
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〇　基盤整備について

市町村発言概要 県発言概要

【九十九里町】
　主要地方道飯岡一宮線バイパスの完成に
より、成田方面への交通アクセスの向上、
九十九里沿岸の地域活性化に寄与すること
から、（仮称）新九十九里大橋の早期着工
について本格的な事業化を行い早期の着工
を要望する。

【知事】
　県内経済の活性化や、災害に強い県土の構築のためには、道路ネットワークの一層の強化など、社会基盤づく
りが不可欠である。圏央道の大栄・横芝間については、令和６年度の開通に向け、着実に事業が進められてい
る。本当に首長の皆さま、関係者の皆さま、心から感謝している。
　これに繋がる長生グリーンラインなど、皆さまから御要望頂いた道路は、地域が発展するうえで大変重要な道
路であると認識しているので、引き続き、皆さまと連携を図りながら取り組んでまいる。
　また、九十九里浜は、本県にとって貴重な観光資源のひとつであり、東京オリンピックのサーフィン競技会場
に選ばれるなど、注目度が高まっている。一方で、砂浜が侵食されている状況もあり、地元の御理解と御協力の
もと、砂浜の保全に努めてまいる。
　さらに、県営住宅の建て替えに係る御意見だが、本県の人口が中長期的に減少が見込まれる中、地域の魅力に
共感する人々に移り住んでもらうことは、地域の活性化にとって重要だと考えている。

【県土整備部長】
　（仮称）新九十九里大橋の早期着工について、作田川を跨ぐ橋梁については、漁船の航行や周辺環境への配慮
を求めるなどの地元からの意見を踏まえ、これまで、橋の構造など、橋梁計画の検討を進めてきた。今年度に入
り、地元からルートや道路の線形の変更について、新たな提案をいただいた。
　県としては、作田川を跨ぐ橋梁を含むバイパスは、地域にとって重要であると認識しており、九十九里町の協
力をいただきながら、まず、橋梁計画について地元との調整が図れるよう努めてまいる。

　次に、長生グリーンラインとその接続道路の早期整備については、先ほど睦沢町さんへの回答と同様である
が、目標としている所はしっかりと達成できるよう整備に努める。そして事業中区間に続く、茂原市から一宮町
までの区間については、環境調査を実施しているところであり、しっかりと事業化に向けて調査等を進めてまい
る。また、県道南総一宮線では、一宮町一宮において、１．０ｋｍ のバイパス整備を実施しており、これまでに
睦沢町側の０．４ｋｍを供用したところである。残る国道１２８号までの０．６ｋｍ区間の整備については、引
き続き、一宮町の御協力をいただきながら、まずは用地の取得を進めてまいる。

【一宮町】
　長生グリーンラインの茂原から一宮まで
の路線について、一日でも早い着工をお願
いしたい。
　併せて南総一宮線バイパスについて、町
も用地買収など一緒になって、協力をする
ので早期整備をお願いしたい。
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【長生村】
　九十九里浜一帯は、海岸侵食が進行して
おり、一刻も早い養浜対策が必要であるこ
とから、海岸侵食対策事業の更なる促進を
要望する。

【県土整備部長】
　県道日吉誉田停車場線の道路整備については、長柄町山根から国府里までの１．９ｋｍについて、現道拡幅工
事を実施しており、これまでに、１．５ｋｍを供用している。
　残る０．４ｋｍ区間については、引き続き、用地の取得に努め、早期完成に向け事業を推進してまいる。
　他の未改良区間については、事業中箇所の進捗状況等を勘案しながら検討してまいる。

　続いて、県道南総一宮線長南町水沼地先に係る道路改良事業については、１．９ｋｍの現道拡幅事業を実施し
ており、これまでに、一宮町側の０．３ｋｍを供用している。
　残る区間について、引き続き、用地取得を進め、早期供用に向け事業を推進してまいる。
　南郷トンネルについては、過年度に実施した定期点検結果をもとに漏水処理や壁面の補修工事を平成３０年度
に実施したところである。また、南郷トンネル区間の整備については、事業中箇所の進捗状況や交通の変化等を
勘案しながら検討してまいる。

　続いて、九十九里浜について、これまで県では、九十九里浜全域を対象とした侵食対策計画の策定に向け、九
十九里浜侵食対策検討会議において、地元の皆様の御理解と御協力をいただきながら検討を進めてきた。
　本年３月に開催した検討会議で、侵食対策の目標として幅４０ｍの砂浜を確保することや、九十九里浜沿岸の
漁港や河口部に堆積した砂を用いた養浜、これと、ヘッドランドなどの施設整備を組み合わせた対策手法を提示
し、有識者や地元代表者からなる委員から合意をいただいた。
　今後は、関係者と十分に話し合いながら、早期に侵食対策計画を策定し、計画的に事業を推進してまいる。

市町村発言概要 県発言概要

【長柄町】
　県道日吉誉田停車場線について、すれ違
いに苦慮する一車線の狭隘区間があり、特
に地域の学童は極めて危険な状態での通学
を強いられている状況にある。加えて、開
通した圏央道の茂原長南インターチェンジ
と茂原北インターチェンジ、さらには、現
在推進中の茂原長柄スマートインターチェ
ンジを南北に連絡する側道的機能を有する
重要な路線であることから、本路線の全線
改築事業化を要望する。

【長南町】
　県道南総一宮線長南町水沼地先に係る道
路改良事業については、現在、圏央道・茂
原長南インターチェンジ側から事業を実施
しているが、南郷トンネルの老朽化と狭さ
が懸案となっていることから、道路改良事
業の加速化を図る点からも、市原市側から
の事業促進を要望する。
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【白子町】
　町内の県営住宅の取り壊しについて、建
て替えを考えていないということだが、再
検討していただきたい。

【県土整備部長】
　海岸侵食緊急対策として設置した鋼矢板の白子海岸全域への延伸について、これまで県では、九十九里浜全域
を対象とした侵食対策計画の策定に向け、九十九里浜侵食対策検討会議において、地元の皆様の御理解と御協力
をいただきながら検討を進めてきた。
　本年３月に開催した検討会議で、侵食対策の目標として幅４０ｍの砂浜を確保することや、九十九里浜沿岸の
漁港や河口部に堆積した砂を用いた養浜、これと、ヘッドランドなどの施設整備を組み合わせた対策手法を提示
し、有識者や地元代表者からなる委員から合意をいただいた。
　今後は、関係者と十分に話し合いながら、早期に侵食対策計画を策定し、計画的に事業を推進してまいる。
　なお、異常気象により大規模な浜崖が発生するなど、その対策が必要な箇所については、鋼矢板に代わる新た
な技術も視野に入れ、対策手法を検討してまいる。

【都市整備局長】
　県営住宅の建て替えについては、人口の減少、少子高齢化が進む中、千葉県が居住地として選ばれるよう、世
代を超えて住み続けられる住まい・まちづくり、特に若い世代が住みやすく、子育てし易い環境の整備が重要と
なっている。
　そこで県では、子育て世帯などの居住の安定確保を目的とした、民間賃貸住宅の活用や、住み替えに適した空
き家情報の提供等の支援を行っているところである。
　一方、公営住宅に関しては、住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で供給するためのものであり、県
では、対象世帯数の増減や需要動向を踏まえ、県営住宅の戸数を管理することとしている。

市町村発言概要 県発言概要

【白子町】
　海岸侵食緊急対策については、ヘッドラ
ンドが主要な施策であるが、鋼矢板の効果
も高いことから、再度、その評価を再検討
していただきたい。
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〇　旅券事務について

市町村発言概要 県発言概要

【山武市】
　旅券事務の権限移譲について、現在、県
内の全ての自治体で権限移譲をしていない
中、本市が実施することで、事務負担が増
加し、事務に当たる人員の確保が厳しい状
況が懸念される。ついては、事務に係る財
源について、人件費に見合う交付金の交付
をお願いしたい。

【知事】
　県では、県民の利便性の向上を目指し、平成２８年から旅券事務の全市町村への移譲を進めている。
　移譲に当たっては、交付金などの財政的な支援や事務サポートについて丁寧に説明し、合意した市町村から順
次、移譲しているところであり、権限移譲する市町村は、今年度末までには、山武市を含めて、３０市町とな
る。
　身近な市町村で手続きを出来ることは、県民の利便性の向上につながることから、引き続き、市町村に十分な
情報提供を行い、御理解を得ながら、旅券事務の権限移譲に取り組んでまいる。

【総合企画部長】
　移譲した旅券事務が市町村において円滑に実施されるよう、窓口の整備など事務を開始するにあたって必要な
経費に対する補助や事務処理に要する経費に対する交付金の交付を行っているところである。
　交付金の額は、移譲事務１件当たりに要する標準的な処理時間や人件費等から積算した標準単価に、処理件数
を乗じて算定しているところである。
　交付金については、移譲事務の実態を踏まえて算定を行うこととしており、今年度は、算定に用いる標準的な
処理時間の見直しを行う予定である。
　引き続き、移譲済みの市町村の状況もお伺いし把握しながら、適切な支援に努めてまいりたい。
  旅券事務の移行について御理解、御協力をいただくようお願いする。
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〇　成田空港の機能強化及び周辺の地域振興について

市町村発言概要 県発言概要

【横芝光町】
　成田空港周辺の地域づくりに関する「実
施プラン」の策定に当たっては、早い段階
から関係市町との調整を十分に図って進め
ていただくよう要望する。

【知事】
　（仮称）実施プランの策定に当たっては、現在、国や空港会社で検討が進められている成田空港の将来像や、
これを支え、その効果を享受する地域の将来像を、四者で目指すべき姿として、しっかり描いていくことが重要
であると認識している。
　目指すべき姿に向け、基本プランの枠組みを踏まえ、横芝光町での土地利用ビジョンの策定などのほか、四者
がそれぞれ主体となって検討を進めている地域活性化策を、短期的に実行できる取組と中長期的に検討を進める
べき事項として整理している。
　引き続き、四者で連携しながら、地域の発展と空港の発展が好循環する持続的な地域づくりの早期実現に向
け、取り組んでまいる。

【総合企画部長】
　ただ今、知事が申しあげた（仮称）実施プランの策定に当たり、整理し取りまとめる中で、今後予定されてい
る圏央道や第３滑走路の整備などの大きな状況の変化に応じ、適時プランの見直しを行う進行管理の仕組みも取
り入れる必要があると考えている。
　こうした考え方は、関係市町との調整を十分に図りながら進めてまいりたいと考えている。そこで、市町ごと
の担当課長レベルの実務者会議を今年度に入り４回開催しており、今後も随時開催してまいる。
　本年度の（仮称）実施プランの策定についてであるが、空港周辺のインフラ整備の検討を進めて行くため、空
港の施設整備計画や地元市町におけるまちづくり計画との調整、空港周辺における将来の交通動向調査など、必
要な調査も並行して実施しているところである。引き続き御理解、御協力をよろしくお願いしたい。
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