
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19日ＡＭ

〇　地域振興について

市町村発言概要 県発言概要

【いすみ市】
　市においても地方創生等に努めていると
ころだが、若者が故郷になかなか帰ってこ
ないという厳しい状況であることから、旧
工業団地への企業誘致の支援をお願いした
い。

【君津市】
　ＪＲ久留里線を通じた地域活性化につい
て、県においても、これまで利用促進に向
けた情報発信やラッピング車両の運行な
ど、ＪＲ久留里線の利用促進に関する取組
を実施しているが、今後についても、小湊
鐵道やいすみ鉄道と併せてローカル線にス
ポットを当てた取組を行うなど、多方面か
ら引き続き利用促進等に係る事業の推進を
期待する。

【御宿町】
　地方でのキャッシュレス決済端末の導入
促進に向け、講習会の開催等、ソフト面で
のサポートの充実を検討すること。

【知事】
　御提案・御要望いただいた内容については、いずれも地域の活性化のために大変意義のあることと認識してい
るところである。
　久留里線については、風光明媚な沿線の風景を多くの方に楽しんでいただけるよう、今後も沿線地域の魅力を
情報発信するなど、関係者と連携しながら、利用促進につながる取組に協力してまいる。
　また、県では、企業立地の受け皿となる産業用地の確保を進めるため、県・市町村・民間の役割分担による新
たな産業用地の確保策を取りまとめたところである。県としても、新たなスキームの活用を含め、いすみ市の企
業誘致の取組を支援してまいる。
　キャッシュレス化については、本年度から、国の事業により、決済端末の導入費用の全額補助が開始されたと
ころであり、県としても、今後もキャッシュレス化の促進に向け、国や関係機関と連携してまいる。

【総合企画部長】
　久留里線は、通勤通学等、地域住民の生活の足として欠くことのできない生活路線であるとともに、久留里や
上総亀山といった観光地への移動手段としても重要である。利用者数が減少し、列車の運行本数を増やすことが
難しい状況において、今後も鉄道の利便性を維持していくためには、様々な需要を掘り起こし、利用促進を図っ
ていくことが必要である。県としては、例年実施している沿線市及びＪＲとの協議の場を活用し、久留里線沿線
の地域資源を活かした利用促進につながる取組について意見交換など、連携を図りながら久留里線の活性化に取
り組んでまいる。

【商工労働部長】
　いすみ市須賀谷の旧工業団地用地を産業用地として整備することについては、現況が山林であることから、多
額の造成コストを要するなど、いくつかの課題がある。市におかれては、事業採算性の確認など活用に向けた検
討が行われており、県としても、検討作業が円滑に進むよう支援していく。また、併せて空き公共施設を活用し
た誘致など、いすみ市の企業誘致活動についても、県も一緒に協力して行っていく。

　次に、キャッシュレス化については、現金処理コスト削減による事業者の生産性向上や、インバウンド需要の
取込み等に有効と言われている。こうしたことから、まずは多くの事業者に端末を導入することが重要と考えて
いる。国では、今年度より、端末導入費用の全額補助を開始するとともに、各地で商店街や事業者向けの説明会
を開催しており、県も、この周知等の協力をしているところである。一方、事業者からはキャッシュレス化に当
たり、色々と心配する声も聞こえており、それらを踏まえ、県内で行われている先進事例について、機会を捉え
て紹介するとともに、国や関係機関と連携しながら、事業者からの相談対応や事業の周知などを行ってまいりた
い。

【地域産業推進・観光担当部長】
　久留里線の沿線は、豊富な観光資源に恵まれており、様々な魅力に溢れている。県では、昨年度に引き続き、
久留里線を含めた県内のＪＲ線やローカル線などが２日間乗り放題となる県内周遊フリー切符の販売を行うこと
としており、今年は、房総さとやまＧＯについても更に連携を進めていく。また、フリー切符の販売に合わせた
パンフレットなどで沿線の魅力を強く情報発信してまいる。
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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19日ＡＭ

〇　医療・福祉について

市町村発言概要 県発言概要

【鴨川市】
　医療ケア児が利用可能な施設について、
第七次千葉県障害者計画に当該施設設置を
位置付けていただき、当該計画期間中の整
備を実施することを要望する。
　また、医療的ケア児の育成環境の向上に
向けた取り組みを推進することを要望す
る。

【知事】
　医療的ケア児等の実態調査結果などを踏まえ、重症心身障害のある子どもが地域で安心して生活できるよう、
市町村との連携の下、支援体制の充実に努めてまいりたい。
　幼児教育・保育の無償化に係る地方負担については、国の責任において財源確保すべきであると認識してお
り、今後も確実に確保されるよう要望してまいりたい。なお、公立保育所の整備については、地方交付税措置に
より一般財源化されていることから、国へ地方の実情を踏まえた措置、拡充の要望をしてまいりたい。
　また、介護報酬に係る地域区分の見直しについては、地域の実情を反映したものとなるよう、国に要望を行っ
てきたところであり、引き続き、国への働きかけを行ってまいりたい。

【健康福祉部長】
　県では、現行の障害者計画に基づき、障害のある子どもへの医療・福祉サービスの充実等の取組みを進めてい
る。昨年度、県が行った重症心身障害児者及び医療的ケア児者の実態調査では、安房地域で９名の医療的ケアが
必要な重症心身障害のある子どもを把握している。調査の中では、在宅で療養されている重症心身障害等のある
方が、利用したいけれども利用できないサービスの上位として、施設での短期入所等があげられている。安房地
域では既に、医療的ケア児等の支援に係る協議の場が設けられ、９月から具体的な協議が始まると私どもも聞い
ている。第七次千葉県障害者計画の策定に向け、安房地域の市町と連携しながら、利用希望者や事業者等の状況
を踏まえ、医療的ケア児の短期入所も含めた地域の支援体制の整備について検討を進めてまいりたい。

　次に、幼児教育・保育の無償化実施に係る地方負担については、御案内のとおり、消費税増収分及び地方交付
税により措置されることになっている。地方財源の確保については、県としても全国知事会要望などの機会を通
じ国に強く要望しているが、国の動向を注視しつつ、今後も確実に確保されるよう引き続き国に要望する。ま
た、公立保育所の施設整備費については、御案内のとおり、三位一体の改革により、平成１８年度から国庫負担
金が廃止され、一般財源化がなされている。県としては、市町村の状況を伺いながら、国の担当部局に対し無償
化の影響も含め地域の実情を十分考慮した交付税措置の拡充等を図るよう働きかけてまいりたい。

　次に、介護保険における地域区分の見直しについては、県内の他市町村からも同様の要望がある。令和元年６
月に全国主要都道府県民生主管部(局)長連絡協議会から、地域の実情を踏まえた設定を可能とする仕組みを設け
るよう国に要望書を提出した。また、県としても新たな地域区分の設定方法について、隣接市町村間で著しい地
域区分の差が生じる場合には、是正できるようなルールとするよう、国に意見を伝えている。地域区分について
は、今後も、地域の実情を踏まえた設定が可能となるよう、引き続き要望を続けてまいりたい。
　次に、介護保険における住所地特例制度の見直しについては、県として、平成３０年度に県内市町村にアン
ケート調査を実施し、また、制度の見直しは全国に影響が及ぶこともあるので、全国の同規模の都道府県と意見
交換を行った。この中で、多くの皆さまからは同様の主張があったが、一部の自治体から、障害者グループホー
ムを介護保険制度の住所地特例の対象とすることについて、介護保険のグループホームが住所地特例の対象施設
と位置付けられていないこととの整合を図る必要があるのではないかという制度的な課題について意見が出され
ているところである。県としては、こうした市町村の意見も参考に国の施策の動向等も注視しながら、引き続き
国への働きかけについて検討を行ってまいりたい。

【君津市】
　幼児教育・保育の無償化については、普
通交付税の不交付団体では無償化による地
方負担分が実質的な負担の増加につながる
ため、次年度以降も引き続き全額を国費負
担となるよう国への働きかけをお願いした
い。
　また、公立保育園の施設整備に係る補助
制度の創設を要望する。

【袖ケ浦市】
　介護報酬等の地域加算について、各自治
体単位ではなく、日常生活圏域の実情を踏
まえた地域区分の設定に見直すよう国へ働
きかけをお願いする。
　併せて、介護保険制度における被保険者
の住所地特例制度について、障害者グルー
プホームも住所地特例制度の対象施設とす
るよう更なる制度の見直しを国へ働きかけ
をお願いする。
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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19日ＡＭ

〇　環境問題について

市町村発言概要 県発言概要

【南房総市】
　本市域を県の海岸漂着物対策地域計画に
おける重点区域に選定するよう要望する。
　また、漂着物の早期対応に関し、充分な
予算の確保、早期回収に向けた取り組みの
強化をお願いしたい。

【館山市】
　那古海岸での水上オートバイ利用者によ
る騒音や海岸でのバーベキュー、そのゴミ
の放置などに対しては、車両乗り入れ禁止
区域の設定を行うなど、海岸管理者の責務
において、海岸の適正な利用を図るようお
願いしたい。
　併せて、海岸に不法に放置された物件
（ボートや構造物など）についても、速や
かに撤去するようお願いしたい。

【鋸南町】
　汚染土壌処理業の許認可については、地
域住民との環境保全協定等は締結をされて
いないこと、町も処理業の許認可はおろか
設置についての事前協議も途中であると考
えていることから、処理業の許認可を地域
の理解が得られるまではしないことを要望
する。
　仮に許認可した場合は、事故等が発生し
た際の責任を負うことを強く要望する。
　また、新たな指導要綱に基づき、事業者
に対して、適正な指導をお願いしたい。

【知事】
　県では、「千葉県海岸漂着物対策地域計画」において、海岸漂着物の集積状況や海岸の景観などから、重点区
域を選定し、国の補助金を活用して、海岸漂着物の処理を行っている。本県は、三方を海に囲まれており、観光
資源として貴重な海岸の環境を守ることは非常に重要であるので、重点区域以外の漂着物についても早期の撤
去・回収に努めるとともに、海岸漂着物を取り巻く状況の変化等へ柔軟に対応してまいる。
　また、海岸は、本当に誰もが自由に利用できる県民共通の財産である。一人ひとりがマナーを守りながら、安
全に利用しなければならないと考えている。
　続いて、汚染土壌処理業については、地元の皆さまが懸念されていることは承知している。県としては、法令
に基づき、厳正かつ慎重に審査してまいる。

【環境生活部長】
　現在、千葉県海岸漂着物対策地域計画において、１０市町を重点区域として、海岸・漁港等の漂着物等の回
収・処理を行っているところである。重点区域の選定手続きだが、まず沿岸部の関係市町村に対して毎年行って
いる海岸漂着物処理に関する状況調査の結果等を基に、市町村の意向を確認したうえで、現地調査を実施してい
る。現地調査では漂着物等の集積状況のほか、海岸の景観等の自然条件や海水浴や漁業の利用状況等を総合的に
勘案して選定している。例年だと、まもなく国から状況調査の実施通知が届き、関係市町村に通知する時期とな
るので、まずは、調査に御協力いただき、その結果を踏まえ重点区域の選定について、検討してまいる。

　次に、汚染土壌処理業については、住民の方々が汚染土壌の飛散や汚水の流出による健康被害などを懸念され
ていると承知している。県としては、土壌汚染対策法に定める許可基準に基づき、慎重に審査しているが、当初
の申請から時間が経過しているので、この間の状況変化が事業計画に与える影響などもしっかりと確認する必要
があると考えている。引き続き、そうした点も含め、厳正かつ慎重に審査を行ってまいる。また、事業者に対し
ては、住民の方々が懸念されている内容について、地元に対して丁寧に説明を行うよう引き続きしっかりと指導
してまいる。町長には、これまでにも県が住民の方々に対話する場を設けていただくなど感謝する。引き続き、
県としてこの件については、これまでの経緯も踏まえしっかりと対応してまいる。

【県土整備部長】
　重点区域以外の海岸における漂着物については、ごみゼロ運動や海岸愛護月間などを契機として、地元市町村
や地域住民等の協力を得ながら対応しているところであるが、大型の海洋生物が漂着するなど、緊急性を要する
場合には、海岸管理者である県が対処している。引き続き、海岸の安全な利用と景観の保全に努めながら、適正
にしっかりと管理してまいる。

　次に、海岸を管理する県としては、利用者がマナーを守りながら適正に利用していただけるよう館山市と連携
しながら取り組んできたところであるが、依然として苦情が絶えない状況であると我々も認識している。また、
那古海岸に放置されたボートについては、使用されている形跡もあることから、現在、実態調査を行っていると
ころであり、所有者が判明したものについては自主撤去を要請しているところである。更なる海岸利用の規制や
マナー向上については、今後、館山市などの関係機関と協議して対応してまいりたい。
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〇　基盤整備について

【館山市】
　館山港多目的観光桟橋について、館山港
港湾振興ビジョンに基づいた規模への整備
拡充を要望するとともに、腐食が激しいド
ルフィン部分の早急な対応をお願いした
い。
　併せて、先端岸壁の陸側への消波用スク
リーン等の整備の早期実現に向けた検討を
お願いする。

【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。ただ今、皆さまから御要望頂いた道路や河川は、まちづくりを進めるうえで大変重要なもの
と認識しているので、引き続き、皆様と連携を図りながら取り組んでまいりたい。
　館山港の多目的桟橋の整備拡充は、市と調整を図りながら検討を進めてまいる。
　木更津港南部地区における運用面の緩和、岸壁の延長整備については、要望の実現に向けて取り組んでまい
る。
　また、県では、オール千葉で繰り返し選ばれる国際観光県ＣＨＩＢＡの実現を目指しており、県立富津公園の
魅力向上の観点からも、富津市のヘリテージングに協力してまいる。
　さらに、広域営農団地農道整備事業は地域の活性化にも寄与することが期待されていることから、早期完成を
目指し、今後も南房総市ほか関係市町との連携を密にして、事業の推進に尽力してまいる。

【県土整備部長】
　館山港多目的観光桟橋については、平成２２年４月に供用し、平成３０年３月には、２基目の小型船係留施設
が供用開始したことにより、多様な船舶の利用が可能となっている。－７．５ｍ桟橋の拡幅拡張については、現
在、着岸可能な船舶及び需要等の調査を進めており、引き続き、必要となる桟橋の機能強化策について検討を進
めてまいる。桟橋歩道部及びドルフィン部分の腐食等については、順次、修繕工事を進めてまいる。また、高速
ジェット船係留時の波浪対策については、これまでの調査では同桟橋の改良の参考となる事例が残念ながら確認
されていない状況にあるが、今後も、継続して技術革新などの情報の収集に努めてまいる。

　次に、木更津市金田地区の渋滞緩和を図るため、国、県、地元市や商工団体などからなるアクアライン周辺道
路交通円滑化プロジェクトチームにおいて、幹線道路の整備や渋滞時間帯を避けた分散利用を図る取組の強化な
ど、ハード・ソフトを組み合わせた対策を検討している。今月開催した会議では、交差点改良の実施、また、分
散利用の促進を図るための広報媒体の拡大など、対応可能なものから取り組むことを確認させていただいた。今
後とも金田地区の交通渋滞策について、関係機関の協力を得ながら、取り組んでまいる。また、東京湾岸道路の
未整備区間や国道４０９号の４車線化を含むアクアライン着岸地周辺道路網の計画の早期具体化がなされるよ
う、引き続き、国に働きかけてまいる。
　
　次に、木更津港南部地区における自動車専用船の大型化対応と入港許可条件の緩和の実現には、東京湾水先人
会及び木更津海上保安署に、安全確保について理解を得る必要がある。そのため、県では、５月１０日に、本件
についての要望書を東京湾水先人会へ提出し、大型化対応と入港条件の緩和の検討を依頼して、その検討を始め
ていただいた。今後も、要望の早期実現に向け、東京湾水先人会、木更津海上保安署、両方の理解が得られるよ
う取り組んでまいる。また、岸壁の延長整備については、港湾計画の変更が必要となることから、今後進める次
期港湾計画の策定に合わせ、貨物の動向やクルーズ船誘致などの状況を見極めながら、検討してまいる。

【木更津市】
　東京湾アクアライン及び金田地区につい
て、週末には深刻な交通渋滞が発生してお
り、高速バスの定時性が確保できなく、バ
スの運行が限定されるなどの支障が発生し
ていることから、引き続き、課題解決に向
けた関係機関への働きかけをお願いする。

【木更津市】
　木更津南部地区の公共ふ頭Ｇ・Ｈ岸壁に
ついて、水面整理場の計画通りの整備進捗
を図っていただき、貨物船の大型化への対
応や大型運搬船が同時に２隻接岸できる岸
壁の延長整備についての検討をお願いす
る。

市町村発言概要 県発言概要
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【勝浦市】
　国道２９７号松野バイパスの早期完成に
向けた事業の推進を強くお願いする。
　併せて、国県道の除草作業といった維持
管理についても、回数増加を図っていただ
きたい。

【鴨川市】
　外房地域における幹線道路網である地域
高規格道路「館山・鴨川道路」、「鴨川・
大原道路」の調査推進、早期計画の具体化
及び整備について要望する。
　また、地域高規格道路「茂原・一宮・大
原道路」の整備推進についても要望する。

【富津市】
　国道４６５号千種新田バイパス道路整備
事業については、屈曲狭隘な区間が多いこ
とから、早期の整備をお願いしたい。

【富津市】
　県立富津公園における戦争遺構を活用し
たヘリテージングの実施に向け、案内看
板、園路など公園の整備をお願いしたい。
　また、富津市側からの第二海堡上陸ツ
アーの実施に当たっては、その発着場所と
して、県木更津港湾事務所が管理する埠頭
の利用について配慮いただきたい。

【県土整備部長】
　国道２９７号松野バイパスは、勝浦市白井久保から大多喜町三又までの６．７㎞のうち、勝浦市松野から杉戸
までの１．９ ㎞ 区間について、今年３月に供用したところである。これに続く、白井久保から松野までの２㎞
区間を優先整備することとしており、まずは、用地の取得を進めているところである。引き続き、国道２９７号
の通行の安全確保に努めてまいる。国県道の除草作業については、平成２９年度までは年１回であったが、昨年
度からは、必要性の高い区間では、年２回の除草を行うとともに、歩行者の通行に影響のある箇所については適
宜対応させていただいている。今後ともしっかり対応していく。

　次に、外房地域における幹線道路網である茂原・一宮道路については、圏央道と接続する長南町から茂原市ま
での７．２ｋｍについて整備を進めている。これまでに０．７ｋｍ供用しており、残る６．５ｋｍについて現在
整備進めており、引き続き、早期供用に向け事業を実施してまいる。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。また、一宮町から鴨川市までの区間については、引き続き、優先整備箇所の選定に向けて必要な調査を進め
てまいる。鴨川市から館山市までの区間については、館山・鴨川間道路交通対策検討会において、優先整備箇所
の選定に向け、地元市町の意見を聞きながら道路交通課題の抽出や整理を進めているところである。引き続き、
地域が目指すまちづくりの将来像などを踏まえ、検討を深めてまいりたいと考えている。今後とも、外房地域の
骨格となる道路網を着実に整備できるよう努めてまいる。

　次に、国道４６５号の現道については、幅員が狭く、線形も不良な区間があることから、これを迂回するため
千種新田バイパスの整備を行っている。現在、整備に時間を要する鉄道交差部の高架橋について、鉄道事業者や
富津市と協議しながら設計を進めているところである。事業に必要な用地は確保されていることから、引き続
き、関係機関との協議を進め、着実に整備を進められるよう努めてまいる。

　続いて、県が管理する岸壁が、第二海堡上陸ツアーの旅客船の発着箇所として活用されることは、港湾振興の
観点からも望ましいことである。県としても、ツアーの実施に協力していきたいと考えている。

【都市整備局長】
　県立富津公園内は、東京湾に突き出た富津岬にあり、複数の戦争遺構がある。公園の魅力発掘それから向上の
観点から、県としても富津市の行うヘリテージングに協力していきたい。案内看板の設置や園路の整備などにつ
いては、実施方法を含め富津市はじめ関係機関と検討してまいる。

市町村発言概要 県発言概要
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【袖ケ浦市】
　木更津金田ＩＣから国道１６号袖ケ浦市
今井交差点間の早期事業化を国に働きかけ
るとともに、都市計画道路中野畑沢線・西
内河根場線の計画期間での完成を要望す
る。
　併せて、（仮称）かずさインターチェン
ジの早期着工についても国への働きかけを
お願いしたい。

【農林水産部長】
　安房２期地区は、安房地域で計画されている農道７．３ｋｍのうち３．２ｋｍを整備する事業であるが、平成
２９年度からは地方創生道整備推進交付金の予算で整備を進めているところである。
　現在は、難航していた用地買収が解決して着手が可能となったＪＲ内房線の横断工事に着手しており、令和３
年度に完了を予定している。
　これが完成すると全線７．３ｋｍのうちの５．８ｋｍの通行が可能な状況となる。残り１．５ｋｍについて
は、一部の用地買収が難航しているが、引き続き地権者との交渉を継続するとともに、今後も予算を確保し事業
を推進してまいる。

【県土整備部長】
　東京湾アクアライン着岸地周辺地域では、人口増加や大規模商業施設の相次ぐ開業で地域経済の活性化が進展
している一方、地域の発展に伴う新たな交通課題が発生していることから、交通の円滑化に向けて、東京湾岸道
路の袖ケ浦市から木更津市間などの計画の早期具体化が必要であると認識している。県としては、東京湾岸道路
の未整備区間について、早期に計画の具体化が図られるよう、国の施策に対する重点提案・要望、また、期成同
盟などにより、引き続き、国に働きかけていく。都市計画道路中野畑沢線・西内河根場線については、平成２９
年度に事業化し、現在、用地取得を進めており、現時点で用地取得率は約５割となっている。引き続き、残る用
地の取得に努めるとともに、まとまった用地が確保できたところから、盛土など工事に着手していく。今後も、
袖ケ浦市と木更津市の協力を得ながら、早期に供用が図れるよう事業を推進してまいる。また、(仮称)かずさイ
ンターチェンジは、かずさアカデミアパークへのアクセス強化に寄与するものと考えている。現在、国が、かず
さアカデミアパーク周辺の交通動向の把握を行っているところであると伺っているが、県としては、引き続き、
（仮称）かずさインターチェンジの計画の早期具体化に向け、国へ働きかけてまいる。

　続いて、茂原一宮道路については、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、事業を推進してまいる。また、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。また、一宮町からいすみ市を経て鴨川市までの区間については、引き続き、優先整備箇
所の選定に向け必要な調査を進めてまいる。国道４６５号苅谷新田野バイパスは、いすみ市佐室から増田までの
９．１ｋｍのバイパスである。このうち、広域農道から東側５．１ｋｍについて、優先することとし、現在、い
すみ市と協議をしながら、土地改良に合わせて確保している用地を活かし、道路の設計を進めているところであ
る。引き続き、着実に整備を進められるよう努める。

　続いて、近年の異常気象への対応について、国では、頻繁・激甚化する水害を考慮し、気候変動を踏まえた治
水のあり方について検討が進められている。県としては、その動向を注視しているところである。夷隅川につい
ては、これまで、浸水被害が発生した箇所について河川整備を実施した。今後は、いすみ市域の河川・海岸にお
いて、津波対策の検討が予定されているので、その検討結果を踏まえて、河川整備計画を策定していくことと考
えている。

【いすみ市】
　地域高規格道路茂原・一宮・大原道路の
長南茂原間の早期完成はもとより茂原・一
宮間の整備区間への格上げ及び一宮・大原
間の調査区間への格上げを強く要望する。
　また、国道４６５号苅谷新田野バイパス
の早期整備についても強く要望する。

【大多喜町】
　二級河川夷隅川の河川整備について、早
期に事業化を図ることを要望する。

【南房総市】
　広域営農団地農道整備事業については、
用地買収の面で色々と苦慮されていると承
知しているが、早期整備に向けて改めて県
の尽力をよろしくお願いしたい。
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