
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ＰＭ

〇　地域振興について

市町村発言概要 県発言概要

【知事】
　先月３０日、洋上風力発電設備を導入する「促進区域」の指定に向けた「有望な区域として」、「銚子市沖」
が国から選定された。今後は、国、県、市町村、漁業関係者が一体となって、地域振興にも考慮しながら、「促
進区域」の指定に向けた協議をすることになるので、銚子市においても御協力をお願いする。
　道の駅「発酵の里こうざき」を中心とした神崎インターチェンジ周辺は、地域観光の拠点としても、重要な役
割を果たしており、今後とも、圏央道を利用した観光客の誘致に向けて、各市町村の皆様と連携しながら、積極
的にプロモーション活動を実施してまいる。
　農地については、農業の健全な発展、食料の安定供給という観点から、農業生産の基盤であり、限られた資源
である農地の維持確保が求められていることから、農振地域からの除外や農地転用については、法律が定めると
ころによることになっている。県としては、法の定めるところに則り、適正に対応してまいる。

【商工労働部長】
　銚子市沖における洋上風力発電については、今、知事が申しあげたとおり、今後は国が設置した協議会で促進
区域指定等に向けて具体的な協議を進めていくことになる。協議会では、地域振興、自然環境や景観等に配慮し
ながら、国等と調整をしていくことになると考えている。洋上風力発電設備は稼働が長期間に及び、地域への影
響も大きいことから、地域との調整は非常に重要だと考えている。県としても、これまで同様しっかり取り組ん
でまいるが、特に地域の実情を熟知している市町村におかれては、地域の意見のとりまとめ等の点で、中心的な
役割が期待されている。そうしたことから、銚子市におかれても県とともに主体的な取り組みをお願いしたい。

【地域産業推進・観光担当部長】
　圏央道は、北関東・東北とつながる重要な道路であり、神崎インターチェンジ周辺は、観光面でもポテンシャ
ルが高く、道の駅「発酵の里こうざき」は、地域観光の拠点施設として、重要な役割を担っている。県として
も、町が実施する、観光案内板や駐車場整備などに支援してきたが、今後とも、国内外からの観光客の受入促進
や、施設活用の推進などに、県や関係機関等と連携して積極的に取り組んでいく。

【県土整備部長】
　洋上風力発電の導入に際し、名洗港が利用されることになれば、地域経済の活性化にも寄与するものと考えて
いる。このため、名洗港の整備について発電事業者から要請があった場合には、その事業者や国、銚子市とも連
携し、検討していきたいと考えている。

　次に、神崎インターチェンジ周辺へ設置するパーキングエリアについては、現在、国において検討中であると
聞いている。県としては、引き続き、パーキングエリアの設置の実現に向け、国に働きかけてまいる。

【神崎町】
　圏央道神崎インターチェンジ周辺を、県
として、観光立県千葉の北の玄関口として
位置付けをしていただき、周辺開発と施設
活用の推進について支援をいただきたい。
　また、圏央道パーキングエリアの設置に
ついても、国に働きかけをお願いします。

【銚子市】
　銚子市沖における洋上風力発電事業につ
いて、年度内の促進区域の指定に向けて、
より一層の支援をお願いする。
　また、洋上風力のメンテナンスのための
港湾として、名洗港の整備について国へ働
きかけをお願いするとともに、港湾整備に
ついての特別の財政的な措置を検討いただ
きたい。
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【富里市】
　富里市等の周辺市町が持続的に発展して
いけるよう、酒々井インターチェンジ周辺
の土地利用に係る規制緩和等について、全
庁的な対応をいただくとともに、産業用地
整備の支援や企業誘致の支援など最大限の
御協力をいただくようお願いする。

【農林水産部長】
　酒々井ＩＣ周辺の土地利用と旭市生涯活躍のまち構想における事業展開に係る農地法あるいは農振法の規制緩
和についてであるが、様々な地域活性化策を進める場合に、農振法に定める農振地域からの除外、農地法に定め
る農地転用の検討を要する場合が多くあり、多くの市町村から御相談を受けている。
　いずれにしても県としては、農地法あるいは農振法によって、適切に事務の執行をしなければならず、県とし
て規制を緩和するということはできず、法令の趣旨を踏まえ、その範囲の中で認められるものは認めることとな
る。
　実際には個々の土地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判断しかねるため、計画を検討
するときに、まずは御相談いただきたい。

【都市整備課長】
　酒々井インターチェンジ周辺の土地利用については、平成２６年に県が策定した都市計画見直しの基本方針に
おいてインターチェンジ周辺等に新たな産業の集積を図り、地域の活性化を目指すこととしている。具体的な開
発にあたっては、関係部局と調整しながら、インターチェンジ周辺の活性化に向けた取組を進め、市町村のまち
づくりに協力してまいる。

【旭市】
　本市は人口減少対策を最重要課題とし
て、旭中央病院を活用し、その隣接地に医
療と介護、さらには農業とを結びつけた旭
市生涯活躍のまち構想の実現に向けて取り
組んでおり、旭中央病院周辺の農用地につ
いて、農振除外、農地転用等の格段の御支
援をお願いしたい。
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【成田市】
　成田空港の更なる機能強化における交通
アクセスの強化のため、都心直結線につい
て、千葉県と国、都心直結線の整備区間で
ある東京都との３者協議の場を設けていた
だくよう要望する。
　また、成田空港周辺の地域づくりに関す
る具体的な地域振興策を（仮称）実施プラ
ンとして策定するなかで、空港周辺地域の
交通利便性向上に向けて、圏央道や北千葉
道路の早期完成、県道成田小見川鹿島港線
等の各種インフラ整備及び成田市場を含め
た空港周辺観光施設等の新たな交通ネット
ワークの検討を速やかに進め、その具体策
について早期に提示いただくよう要望す
る。

【知事】
　鉄道アクセスの強化については、成田空港の更なる機能強化による旅客数増加が見込まれるため、引き続き、
その必要性を国に訴えかけてまいる。
　（仮称）実施プランの策定にあたっては、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。
　また、市街化区域への編入については、成田空港の更なる機能強化を踏まえつつ、国や空港周辺市町及び成田
空港と連携し、生活環境整備や公共施設整備が進むことにより、周辺地域が活性化するよう努めてまいる。
　併せて、県では、「新たな産業用地の確保策」を取りまとめたところであり、新たなスキームを活用して、成
田市の企業誘致の取組を支援してまいる。

【総合企画部長】
　知事が申し上げたように、成田空港の更なる機能強化による旅客数増加が見込まれるため、鉄道アクセスの強
化を要望してまいる。特に都心直結線については、都心とのアクセス向上により、今後見込まれる空港旅客の増
加に伴う混雑の分散や、空港被災時の代替機能強化、東京東部地域の交通利便性向上といった意義もあることか
ら、東京都とこれらの認識の共有を図りつつ、国に対して、関係者協議の場の設置を働きかけてまいる。
　（仮称）実施プランの策定にあたっては、四者がそれぞれ主体となって進める地域活性化策を、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する方向で、現在、関係者間で検討・調整していると
ころである。このうち、空港周辺のインフラ整備については、県でも、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おり、これ
らの進捗に応じて、空港周辺地域の交通利便性の向上も含め、成田市をはじめ地元市町とともに検討を進めてま
いりたいと考えている。

【商工労働部長】
　大学病院の開設を契機として、産業用地を確保し、医療関連産業の誘致を図るということは、空港周辺地域の
発展につながるものと考えている。ただ、産業用地の整備にあたっては、多額の事業費が想定されることから、
あらかじめ事業採算性や企業ニーズを確認しながら進めていくことが重要である。このため、市町村が行う産業
用地の可能性調査について３００万円を限度とする補助事業を今年度より設けたところである。成田市の検討状
況に合わせて、県の補助事業の活用も含め、企業誘致の支援を行ってまいりたい。

【都市整備局長】
　成田空港の機能強化による流入人口の受皿づくりや、騒音区域内の集落の移転先の確保については、新たな市
街地の形成に向け、市街化区域の編入手続きが円滑に進むよう、市の関係部局と協力してまいる。

【成田市】
　成田空港のさらなる機能強化に伴う、空
港内就業者の増加や国際福祉大学医学部附
属病院における医療従事者の雇用により、
将来に渡って定住人口の増加が見込まれて
おり、これらに適切に対応していくための
都市機能や住環境の整備が図られるよう、
県の都市計画の見直し手続きについて、空
港の機能強化に伴う新たな市街化開発を目
的とした市街化区域への編入等の手続きを
円滑に進められるよう協議、調整をお願い
する。
　また、医療関連産業の集積のためのイン
フラ整備や企業誘致等についても、財政面
を含めた多様な支援を要望する。
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【八街市】
　子ども医療費助成制度について、自治体
間に格差がないようにするとともに、国制
度創設に向けた働きかけをお願いしたい。

【白井市】
　市町村の財政力によって保育に地域格差
が生じることのないよう、保育士の人材確
保及び定着化の統一的かつ総合的な取組の
強化・充実を国へ働きかけるよう強く要望
するとともに、公定価格について、地域の
実態等を勘案した適切な設定を要望する。

【酒々井町】
　国民健康保険制度について、国庫負担割
合の引き上げ、子どもに係る均等割保険料
（税）を軽減するための支援制度の創設、
子ども医療費助成（地方単独事業）を行う
ことに対する国庫負担金及び普通調整交付
金の減額調整措置の廃止を国に対し働きか
けを行っていただきたい。

【匝瑳市】
　国民健康保険における子どもに係る均等
割額について、少子化対策及び子育て支援
策の観点から、国の負担による免除、又は
軽減制度の創設を国に対して要望していた
だきたい。

【知事】
　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。
　続いて、保育士の確保については、今後とも市町村の皆さまと課題等を共有し、連携を図りながら取り組んで
いくとともに、国に対しても必要な要望を行ってまいりたい。
　また、国民健康保険制度は、法に基づく全国統一の制度であり、制度上の課題については、制度設計者である
国が責任を持って対応するべきものと認識しており、御指摘の御意見については、あらゆる機会を通じて、国に
要望してまいりたい。
　さらに、地域に必要な医療を安定的に提供するために、医師や看護師など医療従事者の確保が大変重要である
ことから、今後とも市町村の皆さまと課題等を共有し、連携を図りながら、医療従事者の確保に向けて取り組ん
でまいりたい。

【健康福祉部長】
　子ども医療費助成制度については、御案内のとおり、県では、子ども医療費については、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、また、
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。知事から申し上げた
とおり、子どもの医療費助成制度は、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。

　続いて、保育士の確保は喫緊の課題と認識しており、保育士確保・定着のため、市町村の皆様と連携し、千葉
県保育士処遇改善事業を実施するなど、取り組みの強化を図っているところである。また、国に対して、保育士
の処遇や１歳児及び４、５歳児の職員配置基準を改善するとともに、現場の実情を反映した公定価格を設定する
よう要望している。県としては、引き続き全国知事会等を通じ、国に対し、保育の人材確保及び定着を推進する
各種施策の強化・充実を図るよう働きかけてまいりたい。

　次に、国民健康保険制度については、今後の医療費の増すうを見据え、将来にわたり持続可能な国民健康保険
制度を維持するため、国の責任においてしっかりとした財政基盤を確立する必要がある。御指摘のとおり、所得
のない子どもに対しての国民健康保険料の均等割による負担は、子育て世帯の経済的負担となっており、医療保
険制度間の公平と子育て支援の観点からも見直しが必要であると私どもも認識している。さらに、子どもの医療
費助成に係る国庫負担金等の減額調整措置は、地方の主体的な取組を阻害するものであり、全面的に廃止される
べきものと考えている。
　このため県では、これらの事項について、令和２年度の国の施策に対する重点要望として、国に対して要望書
を提出しているが、今後も全国知事会等と連携しながら、あらゆる機会を通じて国に対して、本制度の見直しを
働きかけてまいりたい。
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【匝瑳市】
　地域において、必要な医療を安定的かつ
継続的に提供していくため、県が実施して
いる医師不足病院医師派遣促進事業の拡充
と、千葉県医師修学資金貸付制度における
地方の中小公立病院への優先的勤務に取り
組まれるよう要望する。

【東庄町】
　今後急増していく医療需要に対応するた
め、また、適切な医療を将来にわたって持
続的に受けられるようにするため、地域包
括ケアシステムを早急に構築していく必要
があることから、医師を含めた医療従事者
確保について、より一層の施策を講じるよ
うお願いする。

【保健医療担当部長】
　県では、医師不足地域の公立病院の医師確保を図るために、医師不足病院医師派遣促進事業において、昨年度
は常勤換算で約１２人分の医師の派遣に対して補助を実施したところである。今年度も１３名分の補助額を計上
しており、引き続き必要な医師の確保を図ってまいりたい。
　続いて、千葉県医師修学資金制度については、昨年度までに３３０人への貸付を行い、既に９２名の医師が県
内で就業しているところである。この制度は、特に医師不足地域の公立病院として県が定める１７病院に、２年
間以上勤務することを修学資金の返還免除要件の一つとしている。今年度は４月から３名、１０月からはさらに
１名の医師が該当の公立病院での勤務を開始することとしている。さらに、修学資金を受給した医師が、今後、
順次計画的に県の定める公立病院に就業することを目的として、大学や中核的な病院と連携したキャリア形成支
援事業を今年度から新たに始めているところである。
　また、看護職員については、看護師等の不足が特に深刻な香取海匝・山武長生夷隅地域での就業を支援すると
いう観点から、本年度から保健師等修学資金貸付制度の拡充を行ったところである。引き続き保健師等修学資金
の貸付けによる県内への就業促進を図ってまいりたい。
　その他として、県内保育所への運営費助成などの定着促進に係る対策も実施している。今後も、各地域におい
て必要な医療従事者が確保できるよう積極的に取り組んでまいりたい。
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〇　基盤整備について

【銚子市】
　銚子連絡道路と国道３５６号バイパスに
ついて、早期完成、事業化を要望する。
　また、首都圏直下型地震などに対応した
避難道路等になりうる東関東自動車道の延
伸の可能性についても、調査・研究を要望
する。

【佐倉市】
　印旛沼の総合的な対策について、水質改
善や治水対策として、浚渫や排水機能の強
化の実施を要望する。

【佐倉市】
　佐倉市と八千代市の渋滞を解消し、両市
の地域活性化を図るため、国道２９６号線
バイパス（八千代工区）の早急な整備を要
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。また、本年３月
には、北千葉道路の成田市内の一部区間が開通した。
　銚子連絡道路など、皆さまから御要望頂いた道路は、地域の発展に寄与するうえで、大変重要な道路であると
認識しており、引き続き、皆様と連携を図りながら取り組んでまいる。
　交通安全施設の整備については、「交通安全県ちばの確立」に向けた各種取組を推進しているところであり、
関係機関が一丸となって交通安全対策を推進してまいる。
　印旛沼については、県内の生活や産業を支える重要な水がめであり、今後も皆様と一緒に、水質改善や治水対
策に取り組んでまいりたいと考えている。

【県土整備部長】
　まず、銚子連絡道路については、現在、横芝光町から匝瑳市までの約５ｋｍで整備を行っており、令和５年度
の供用を目指し、残る用地の取得を進めるとともに、橋梁工事や道路改良工事を実施している。銚子連絡道路の
一部をなす国道１２６号の八木拡幅は、現在、旭市八木から銚子市親田町までの約３ｋｍ区間で優先的に整備を
行っており、令和５年度の供用を目指し、残る用地の取得や道路改良工事を実施している。銚子連絡道路の匝瑳
市から旭市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、早期
事業化に向け、調査等を進めてまいる。
　国道３５６号銚子バイパスは、銚子市大橋町から小船木町までの既に整備された臨港道路１．９ｋｍ を含む、
８．２ｋｍのバイパスである。このうち、西側の銚子市芦崎町から小船木町までの３．３ｋｍは既に供用してお
り、現在、銚子市長塚町から芦崎町までの約３ｋｍ区間について、令和５年度の供用を目指し、残る用地の取得
を進めるとともに橋梁工事や道路改良工事を実施している。東関東自動車道の利根川下流域への延伸について
は、現在、東関東自動車道から銚子方面へのアクセス向上を図るため、国道３５６号の整備を進めているところ
であるので、まずは、引き続き、この整備をしっかりと推進していきたい。

　次に、印旛沼の水質改善対策については、印旛沼流域水循環健全化計画などに基づき、関係市町に雨水浸透マ
スの設置などの流域対策に取り組んでいただいているところである。現在、過年度に実施した底泥浚渫の効果検
証や、水質汚濁メカニズムの解明などの検討を行っており、この結果を、令和３年度からの次期行動計画に反映
していきたいと考えている。なお、印旛沼の治水対策については、河川整備計画に基づき、順次、築堤を実施し
ているところである。また、印旛沼の洪水を流下させる印旛放水路の流下能力を向上させるため、河川改修を進
めているところである。

　次に国道２９６号八千代バイパスについては、佐倉市上座から国道１６号に接続する八千代市米本までの５．
２ｋｍのバイパスである。平成２７年度までに、佐倉市区間の３．０ｋｍと八千代市区間の０．７ｋｍを供用し
ている。残る八千代市内の１．５ｋｍ区間は、用地取得率が約９割となっており、これまでにまとまった用地が
取得できた箇所において、道路改良工事などを実施している。引き続き、残る用地の取得を進め、事業の推進に
努めてまいる。

市町村発言概要 県発言概要
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【印西市】
　国道４６４号北千葉道路の景観向上に配
慮した道路管理等を要望する。

【県土整備部長】
　圏央道の整備効果を東総地域へ広く波及させるため、県では、銚子連絡道路の整備を強力に推進しているとこ
ろである。銚子連絡道路については、現在、横芝光町から匝瑳市までの約５ｋｍで整備を行っており、令和５年
度の供用を目指し、残る用地の取得を進めるとともに、橋梁工事や道路改良工事を実施している。銚子連絡道路
の一部をなす国道１２６号の八木拡幅は、現在、旭市八木から銚子市親田町までの約３ｋｍ区間で優先的に整備
を行っており、令和５年度の供用を目指し、残る用地の取得や道路改良工事を実施している。銚子連絡道路の匝
瑳市から旭市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、早
期事業化に向け、調査等を進めてまいる。

　次に、一般県道神門八街線バイパスについては、佐倉第３工業団地から八街市街地方面までの約１．２ｋｍが
未整備となっており、事業化に向けて調査・設計を進めてまいる。

　次に、主要地方道千葉竜ケ崎線バイパスについては、印西市草深から大森までの３．４㎞のバイパス整備を進
めている。これまでに、国道４６４号側の１．２ｋｍを供用しており、残る２．２ｋｍ区間については、用地取
得率が、約９割となっている。今年度は、国道３５６号から印西市道までの０．７ｋｍ区間の供用を目指し、道
路改良工事を実施してまいる。引き続き、残る用地の取得を進め、早期に全線供用できるよう、事業を推進して
まいる。
　県道船橋印西線と千葉ニュータウン北環状線との交差点から県道市川印西線までの延伸については、当該路線
と並行する県道千葉竜ケ崎線が現在事業中であり、供用後の周辺道路の交通状況等を勘案しながら、検討してま
いりたい。
　
　次に、国道４６４号北千葉道路については、良好な沿道環境を維持するため、道路除草や雑木の枝払いを適宜
実施している。国道４６４号北千葉道路の印西市域では、昨年度、概ね１回の除草を行ったが、今年度は、道路
パトロールや地域の要望を踏まえ、車道に影響のある路肩などを優先的に、できる限り２回の除草を行うことと
している。また、雑木等の枝払いについては、大型車両の通行に支障がある箇所について、枝払い作業を行うと
ともに、今年度は、繁茂状況を踏まえ、計画的に支障木の伐採作業も実施する予定である。

市町村発言概要 県発言概要

【旭市】
　銚子連絡道路について、匝瑳市から旭市
間１日も早いルートの決定、都市計画決定
をしていただき、事業促進のため可能な限
りの整備方策を積極的かつ迅速に講じるよ
う要望する。

【八街市】
一般県道神門八街線バイパスについて、事
業化に向けて検討をするよう要望する。

【印西市】
　千葉竜ケ崎線バイパスの早期完成と、船
橋印西線の北側延伸整備を要望する。
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市町村発言概要 県発言概要

【白井市】
　県道千葉ニュータウン北環状線におい
て、早期整備の実施を強く要望する。

【県土整備部長】
　県道千葉ニュータウン北環状線については、白井市清戸地区の２．２ｋｍが整備中となっている。これまで
に、印西市側の約１．４ｋｍについて、暫定２車線で供用しており、昨年度、桜台小学校付近の交差点部の市道
用地が確保できたことから、現在、白井市と連携し、市道を含む、県道の交差点改良工事などを進めているとこ
ろである。都市再生機構が整備を進めている残る船橋市側の約０．８ｋｍについては、工事の施工箇所に隣接す
る施設所有者と補償交渉が整わないことから、一部区間で工事が中断している状況である。県としては引き続き
都市再生機構に工事の早期完成を求めてまいる。

　次に、圏央道及び成田国際空港周辺道路網の整備促進についてであるが、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、国や東日本高速道路株式会社において、着実に事業が進められている。県としては、沿
線市町と一体となって、事業が円滑に進むよう最大限協力してまいる。また、成田空港が機能強化される効果を
周辺地域へ波及させるため、空港から各地域を結ぶ道路の整備を強力に進める必要があると認識しており、国道
２９６号の４車線化や主要地方道成田松尾線の延伸など、空港周辺市町の道路に関する要望やまちづくりの計
画、将来の交通動向などを踏まえ、必要となる道路ネットワークの検討を進めているところである。主要地方道
成田小見川鹿島港線では、十余三地区において、県の歩道整備と併せ、多古町の地域排水整備を実施することと
している。今年度は、地域排水整備に影響が無い東側の２７０ｍのうち８０ｍ を完成させる予定である。残る西
側の約１．１ｋｍ区間については、今年度は、多古町に協力し、地域排水整備の基本計画を策定することとして
おり、その後、歩道整備と地域排水整備を一体的に進めていく予定である。なお、この区間の排水対策の短期対
策として、昨年度は側溝の清掃と浸透施設を１基設置し、今年度も浸透施設を１基設置したところである。
　
　次に、国道３５６号の東庄町新宿から香取市小見川までの８．７ｋｍにおいて、バイパス整備を進めており、
平成２２年度までに香取市側の４．７ｋｍを供用している。東庄町側の４．０ｋｍ区間については、用地取得率
が９９％となっており、今年度は、残る用地取得を進めるとともに、地盤改良工事を実施し、令和５年度の供用
に向けて、事業を推進してまいる。また、銚子市小船木町から東庄町新宿間は、昨年度、空中写真測量を基に平
面図の作成を行ったところであり、今年度は、この図面を基にルートの検討を実施してまいる。県道下総橘停車
場東城線では、東庄町新宿から宮本までの２．６ｋｍについて、ＪＲ成田線を跨ぐ、バイパスを整備している。
これまでに、１．６ｋｍを供用し、残る１．０ｋｍ区間の整備を進めているところである。現在、残る用地の取
得を進めているとともに、法面工事や橋梁下部工事を行っており、令和５年度までの供用を目指し、事業を推進
してまいる。

【多古町】
圏央道及び成田国際空港周辺道路網の整備
について、以下のとおり要望する。
・（主）成田松尾線の本町側への延伸整
備、（国）２９６号の四車線化、（主）横
芝下総線のバイパス整備や県道の新設整備
など、本町内における道路網の充実と各県
道路線の機能強化。
・圏央道の開通目標に沿った整備促進と空
港直結の新たなインターチェンジの整備促
進。
・圏央道の通過区間における側道整備の推
進と整備後の管理。
・（主）成田小見川鹿島港線の歩道整備と
排水対策。

【東庄町】
　一般国道３５６号小見川東庄区間の早期
完成、東庄銚子バイパスの早期事業化、一
般県道下総橘停車場東城線バイパス（北
ルート）早期完成について切望する。
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〇　教育について

市町村発言概要 県発言概要

【四街道市】
　国に対して教職員定数基準の見直しや改
善の要望をお願いしたい。
　また、学校の実態に応じて県費負担によ
る加配教員を配置し、きめ細やかな指導と
支援を行うことができる体制整備を要望す
る。

【知事】
　教育環境をより良くするために、教員の手厚い配置は重要であると認識しており、国に対して、財政措置等の
拡充を要望しているところである。
　房総のむら及び多古高校について、両施設とも地域にとって大事な施設と考えており、今後とも栄町及び多古
町の協力を得ながら、この地域を盛り上げていきたいと思う。

【教育長】
　教員の定数改善については、県教育員会では学級数などの基礎的な定数に加え、例えば日本語指導を必要とす
る児童生徒、また、特別の配慮を必要とする生徒など、特別の教育課題に対して、各学校からの要望を踏まえ、
国から措置された定数を活用し教員の配置を行っているところである。ただ、現状においては、各学校の要望に
１００％応えきれておらず、更なる定数の改善というのは現場の強い希望だと私どもも重く受けとめている。ま
た、教員の定数については国が措置するのが基本であり、これまでも全国都道府県教育長協議会を通じて、国へ
働きかけを行ってきたところである。先月、千葉県の重点要望として私自身も文部科学省へ参り、事務次官はじ
め幹部に現状を伝えたところである。今後ともしっかり取り組んでまいる。

　次に、房総のむらテニスコートを含む多目的広場であるが、昭和６１年の県立房総のむらの開館に併せ、周辺
の地域の振興に資するということで町の要望に基づき県が整備し、当初から無償で貸付を行っているところであ
る。今回御要望いただいたテニスコートの改修については、当初からの県有財産貸付契約書に明記されているも
のであり、町において管理維持修繕を行っていただきたい。

　次に、県教育委員会では多古高校に対して、コミュニティスクールや、キャリア教育の指定をしている。ま
た、武道場並びに特別教室等の大規模改修、施設整備でも支援を行っているところである。こういった取組や学
校の努力もあり、平成２９年度には、魅力ある県立学校づくり大賞で優秀賞をおさめるなど、一定の成果が図ら
れていると思っている。しかしながらここ数年、定員が充足していない状況であり、これから県内どの地域でも
少子化の影響で、生徒の確保が段々厳しくなる中、これからの県立高校のあり方については、地元の中学生が学
校に進学して学んでみたいと思っていただけるような、魅力ある学校づくりを進めることが重要である。県教育
委員会でもこれからも引き続き多古高校の魅力活性化に支援していくので、町においても多古町ならではの学校
づくりに御支援、御助力いただきたい。

【栄町】
　房総のむら多目的広場テニスコートにつ
いて、県で改修をお願いしたい。

【多古町】
　県立学校の適正規模・適正配置におい
て、志願者数、生徒数及び学級数のみを判
断基準とすることなく、決定していただき
県立多古高校を存続するよう要望する。

9 / 14 ページ



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ＰＭ

〇　地域手当について

市町村発言概要 県発言概要

【富里市】
　地域手当については、社会経済環境にお
ける結びつきの度合い、地域の一体性等を
考慮し、弾力的な取扱いが図れるよう、国
へ働きかけてくださるようお願いしたい。

【知事】
　昨年度、意見交換会で相川市長からいただいた地域手当に関する同様の御意見については、県から国にお伝え
したところである。
　ただいま市長からお話しいただいた御事情について、引き続き国に要望してまいる。

【総務部長】
　知事からも申し上げたとおり、これまでも総務省に伝えてきたところである。総務省としても全国の市町村か
ら同様の要望が上がっているということで、国の地域手当の制度設計をしている人事院へ伝えていると聞いてい
る。地域手当の支給地域・支給割合の見直しについては、人事院において１０年ごとに行われることとされてお
り、市町村においては、地方公務員法の均衡の原則を踏まえ、現在の国の基準に則って支給地域・支給割合を定
めることを原則としているところである。
　県としても、法の趣旨等を踏まえ市町村に対し技術的助言を行ってまいったが、地域手当については、県内市
町村の実態を適切に反映した制度となることは重要と考えている。引き続き、機会をとらえて国にしっかりと地
域の実情を説明するとともに、地域手当を圏域で定める等の見直しについて国に要望してまいりたい。
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〇　鉄道整備について

【四街道市】
　視覚障害者の利用が多いＪＲ四街道駅に
ついて、ホームドアを早期に整備するよう
ＪＲ東日本への働きかけを要望する。

【知事】
　県としても、ホームドアについては、利用者数の多い駅だけでなく、障害のある方の利用が多い駅などにおい
ても、設置の促進を図ることが必要と考えているところである。今後とも、鉄道利用者の安全確保のため、様々
な機会を通じてＪＲ東日本に働きかけてまいる。

【総合企画部長】
　ホームドアの設置については、国の基準では、視覚障害者の方が多く利用される駅などについては、優先的な
整備を検討することとされているところである。平成３０年３月にＪＲ東日本が示したホームドア整備計画に
は、残念ながらＪＲ四街道駅は含まれていないが、県としても、ＪＲ四街道駅の利用状況等を踏まえると、でき
る限り早期に整備されるべきと考えている。四街道市とも連携しながら、引き続きＪＲに対して強く働きかけを
行ってまいりたい。

市町村発言概要 県発言概要
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〇　水道事業について

市町村発言概要 県発言概要

【香取市】
　水道事業の広域化について、県が掲げる
統合・広域連携による運営基盤強化の方向
性では、「県内全域を一つの圏域と捉え、
広域的自治体である県が広域的な水源の確
保及び水道用水供給事業の役割を担い、基
礎自治体である市町村が末端給水事業を担
うという考えを基本に」とされていること
から、香取ブロックにおいても、県が用水
供給を行い、市町が末端給水事業を担う方
向で、広域統合を進めていただくよう要望
したい。

【知事】
　今後、本県においても人口減少が見込まれる中、県民生活に欠かすことのできない水を、安定的に供給してい
くためには、広域化などにより水道事業の基盤強化を図る必要があると認識している。県では、広域化に当た
り、県は、広域的自治体として、県営水道と水道用水供給事業体の統合に取り組むこととし、また、住民生活に
密着している末端給水事業体については、各地域において、検討を行うことを基本に考えている。なお、県で
は、各地域における広域化の実現に向け、人的、財政的支援を行ってまいる。

【総合企画部長】
　末端給水事業体の統合等については、社会的条件等が類似している点から、用水供給事業体とそれを構成する
市町村の枠組みを基本として、各地域において検討を進めていただくこととしている。そのような考え方に基づ
き、現在、九十九里、夷隅、安房、印旛、東総の各地域で、県の支援を活用して検討が行われている。このた
め、香取地域においても、統合・広域連携の検討を行う場合は、県としても支援を行ってまいりたいと考えてい
る。
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〇　消防広域化について

市町村発言概要 県発言概要

【栄町】
　消防広域化について、県が主体となって
自治体間の仲介・合意形成等、消防の広域
化の推進を積極的に推進し、早期に広域化
が実現できるよう要望する。

【知事】
　消防の広域化による消防力の充実・強化は、人口減少や高齢化が進展していく中、多様化・大規模化する災害
や事故に対応していく上で、有効だと考えている。特に、組織管理や財政運営面で厳しいとされる小規模な消防
本部の広域化については、県としても、最優先で取り組むべきものと認識している。平成３１年３月に再策定し
た「千葉県消防広域化推進計画」では、小規模消防本部に重点をおいた消防広域化を推進することとしている。

【防災危機管理部長】
　再策定した千葉県消防広域化推進計画では、ただ今、知事から申し上げたとおり、小規模消防本部に重点をお
いた消防広域化を推進することとしている。特に、栄町消防本部は、県内で唯一、消防吏員数が５０人を下回
り、国の指針における特定消防本部に該当しており、大規模災害への対応などを考えた時に、最優先で広域化に
取り組むべきものと認識している。県としては、栄町及び関係自治体の意見を丁寧に聞きながら、合意形成に向
けた調整を図るなど、消防広域化の実現に向け、積極的に関与してまいりたいと考えている。

13 / 14 ページ



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ＰＭ

〇　農業振興について

【香取市】
　米の超過作付の解消を推進するには、市
町村への助成金の増額が必要不可欠である
ので、飼料用米等の生産に取組む農業者へ
主食用米を生産・販売して得る収入と同程
度の収入を確保出来るよう、県単独の助成
措置について検討いただきたい。
　また、飼料用米等の収量が上がるよう栽
培指導の強化等にも尽力いただきたい。

【知事】
　県では、飼料用米への転換をさらに進めるため、平成３０年度から県単独助成を拡充するとともに、国に対し
ても助成水準の維持を要望している。
　また、今後、農業事務所による技術指導等を強化し、飼料用米の収量増加にも努めてまいる。

【農振水産部長】
　飼料用米等への県単独助成については、助成単価を１０アール当たり１，５００円から３，０００円、それか
ら、主食用米から新たに多収品種による飼料用米へ転換した場合には１０アール当たり１０，０００円に平成３
０年度から県単助成の引き上げを行ったことから御理解いただきたい。
　また、栽培指導の強化であるが、食用品種と同様の栽培方法では、多収品種の収量が大きく増加しないことか
ら、各農業事務所において、施肥あるいは水管理、栽植密度について飼料用米生産農家に対し技術指導を行うと
ともに、地域ごとに多収品種の実証展示ほを設けて、研修会を開催している。香取市内においてもこれまで毎年
数回行っており、水稲農家の方々に収益性や栽培方法について行っており、今後とも続けていきたいと考えてい
る。
　さらに、来年度に向けては、地域や品種ごとの本年産の収量、施肥などの栽培状況を秋以降に分析し、課題や
対策を共有して指導を行っていくほか、適切な時期に適正な管理ができるよう、農家向けのチェックシートを作
成するなどしながら、飼料用米の収量増加に取り組むこととしている。

市町村発言概要 県発言概要
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