
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ＰＭ

〇　地域振興について

市町村発言概要 県発言概要

【知事】
　３回目の開催となるいちはらアートミックスは、房総の里山と現代アートの魅力に触れることができる芸術祭
として、定着している。今回も国内外からの来訪者を迎え、更に多くの人々の交流の場となることを期待してい
る。県としても、効果的なＰＲに取り組んでまいる。
　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。

【総合企画部長】
　いちはらアートミックスのプロモーションについては、テレビ・ラジオなど県の広報番組や、ちば県民だより
などを活用し、市原市と十分に連携を図りながら、情報発信してまいる。なお、去る８月１１日放送のＴＢＳラ
ジオ「千葉ドリームもぎたて」ラジオにおいて、アートイベント情報として、市原湖畔美術館をＰＲし、当美術
館がアートミックスの会場であることを紹介したところである。

【地域産業推進・観光担当部長】
　いちはらアートミックスの観光分野のＰＲについては、県やちばプロモーション協議会が主催するイベントの
ほか、観光パンフレット、観光商談会などにおいて、いちはらアートミックスの魅力を幅広い方々に向けてＰＲ
していく。また、アートミックスの開催に合わせた旬なトピックスの情報についても、日本語及び英語による
フェイスブックなどを活用して、より多くの方々に周知を図ってまいる。

【農林水産部長】
　駅周辺の農用地区域の都市的利用については、様々な地域活性化施策を打ち出す場合に、農振法に定める農振
地域からの除外、あるいは農地法に定める農地転用の検討を要する場合が多くの団体であり、そのような御相談
が多々ある。いずれにしても、県としては法令に定めるところによって適正に事務の執行を行わなければなら
ず、法令の趣旨を踏まえて、その範囲の中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。
　また、具体的な土地利用計画が示されないとそれが法の定める要件に適うかどうか判断できないため、今後、
具体的な土地利用計画を示していただいた上で、協議をしていただきたい。

【都市整備局長】
　駅周辺の土地利用について、県では平成２６年に策定した都市計画見直しの基本方針において、生活に必要な
都市機能を駅周辺等に集積させ、コンパクトな集約型都市構造を目指すこととしている。具体的な駅周辺の都市
的土地利用に関しては、関係部局と調整しながら、都市計画の見直しなどの協議に対応していくこととしてい
る。

【市原市】
　房総里山芸術祭いちはらアート×ミック
ス２０２０について、県における様々なプ
ロモーション及び財政的な支援を強く要望
する。

【市原市】
　ＪＲ五井駅、八幡宿駅及び姉ヶ崎駅の徒
歩圏には農用地区域が広がり、直ちに都市
的土地利用を行うことが困難な状況にある
ことから、農用地区域の都市的土地利用に
ついて、土地利用の転換や現行都市計画の
見直し等、必要な協議をお願いしたい。
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〇　鉄道整備について

【流山市】
　つくばエクスプレスの車両編成８両化に
ついて、県においても、首都圏新都市鉄道
株式会社に対して、人口増加のピークに向
けた８両編成化ないしは、それに変わる混
雑緩和対策を積極的に実施するよう求める
ことをお願いする。
　併せて、沿線人口推計や利用者推計、混
雑率などのデータが現在非公開となってい
ることから、公開するよう県から意見する
ことをお願いする。

【知事】
　御提案・御要望いただいた内容は、いずれも地域住民の通勤・通学の足となる重要な路線であり、利便性や安
全性の向上の観点から重要なことと認識している。
　今後とも関係者と連携を図りながら、千葉県の交通利便性向上のため、様々な機会において国・鉄道事業者へ
働きかけを粘り強く行ってまいる。

【総合企画部長】
　常磐緩行線各駅へのホームドアについては、鉄道利用者の安全確保のため重要な設備と認識しており、県とし
ても、利用者数の多い駅やその他の事情から特に設置が必要と認められる駅については、市町村に対して補助を
行うことで、整備促進に努めているところである。ホームドアの整備が具体化した際には、しっかりと市と協議
を行い、対象駅の利用状況等を踏まえて、必要な予算確保に努めまいりたい。
　また、常磐快速線ホームへのホームドア早期整備については、引き続き、ＪＲ東日本に対して、働きかけを
行ってまいる。

　つくばエクスプレスの８両化については、混雑率緩和の効果が非常に高いものと考えている。一方で、つくば
エクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道株式会社によると、高架上や地下での工事であることや、営業時間外
の限られた時間で工事を行う必要がある等の制約があるため、８両化の供用が２０３０年代前半に及ぶと聞いて
いる。県としては、８両化に向けた事業の進捗や座席のロングシート化、ピーク時の利用の呼びかけ、あるいは
来春より実施される朝のラッシュ時間帯を中心とする２５本化事業による混雑緩和の状況を十分注視するととも
に、沿線市とも連携しながら実施可能な混雑緩和対策について働きかけを行ってまいる。

市町村発言概要 県発言概要

【松戸市】
　市内で整備が予定されている常磐緩行線
５駅のホームドアについて、すべての駅が
補助要件の対象となるよう要望する。

【柏市】
　松戸市の要望内容と同様で、柏市内にも
常磐線がある。ホームドア設置には、非常
に公益性があるので、県からの補助要件の
緩和をお願いしたい。
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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

【鎌ケ谷市】
　幼児教育無償化について、来年度以降は
市町村には消費税増収分及び地方交付税に
より必要な財源が措置されるが、来年度以
降も地方交付税に係る財源について、確保
されるよう知事から国へ働きかけていただ
きたい。
　また、新制度未移行の私立幼稚園につい
ても少子化により園児の確保が難しい状況
であるため、併せて十分な支援を国に知事
から働きかけていただきたい。

【知事】
　児童虐待に的確に対応するためには、児童家庭相談の窓口となる市町村と県が連携し、適切に役割を分担し、
児童の安全を確保し、切れ目のない支援を行っていくことが重要である。県は、緊急対策として、市町村の要保
護児童対策地域協議会の強化や、県と市町村の人事交流の拡大などに取り組むこととしており、今後、市町村と
相談しながら、対応を検討してまいりたい。
　中核市における児童相談所の設置は、身近な地域で子育て支援から虐待対応まで、子育て家庭に対する切れ目
のない取組の実現につながるものと考えている。今後、必要となる支援策について、船橋市や柏市と丁寧に議論
を重ねてまいりたい。
　また、幼児教育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。
　さらに、県では、子どもを安心して産み、育てられる環境を整備することが重要であると認識しており、今後
とも関係者等の様々な意見を伺いながら、産科医の確保等、必要な対策を進めてまいりたい。

【総務部長】
　幼児教育無償化に伴う地方負担については、御承知のとおり、地方消費税増収分及び地方交付税により措置さ
れる。この地方負担の財源については、県としても今後も国の動向を注視しつつ、引き続き国の責任において確
実に確保されるよう、全国知事会等を通じて要望してまいる。
　また、新制度未移行の私立幼稚園の支援について、県では、幼児教育の質の維持・向上などの観点から、私学
助成の充実等が必要と考えており、新制度に移行しない私立幼稚園に対して、県単独で国の経常費に上乗せして
補助を行うなど、様々な財政的な支援に取り組んでいる。また、国に対しては、これまで、経常費補助に関する
国の財源措置の更なる充実などを要望してきたところであり、今年度も教育長とともに文部科学事務次官のとこ
ろに行って要望した。今後も引き続き国へ要望してまいりたい。

【健康福祉部長】
　児童虐待対策については、この度の事件を受け、虐待事案に適切に対応していくために児童相談所と市町村が
密接に連携することがいかに重要か改めて痛感している。児童相談所と市町村との人事交流については、現状を
理解し、知識や技術を身に着けるだけではなくて、お互いに顔の見える関係を築くという観点からも大変意義の
あるものと認識している。
　また、その効果を一層高めるためには、県と市町村が相互に職員を交流していくことが重要と考えている。県
では昨年度から一部の市と総合協定を締結し、児相職員の人事交流をスタートしているところであるので、今
後、野田市とも協議を進めていければと考えている。

【教育長】
　本年５月に児童虐待防止の緊急対策を策定したところであり、その中で、スクールロイヤー活用事業を盛り込
んでいる。６月補正予算を経て、今年の７月から事業を開始している。具体的には、千葉県弁護士会と連携し、
県内各地域に複数の弁護士を配置し、電話または対面で直接、弁護士から助言が得られるような制度である。ま
だ立ち上げたばかりであるが、児童虐待防止対策においても非常に効果的と考えており、国に対してスクールロ
イヤー配置促進のための補助制度の拡充について、要望しているところである。

【野田市】
　児童虐待対策として以下を要望する。
・県児童相談所と市町村の連携強化のた
め、県の児童福祉士等の業務経験のある職
員を県負担により派遣すること。
・学校で発生したトラブルに対応するため
のスクールロイヤー配置に要する経費への
補助制度を整備すること。
・児童相談所と情報共有するための児童虐
待管理システムの構築及び運用に係る経費
への補助制度を整備すること。
・虐待対策啓発物資に要する経費等を対象
とした補助制度を整備すること。
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市町村発言概要 県発言概要

【船橋市】
　児童相談所設置に係る財政支援について
は、引き続き、更なる財政支援に向けて、
国に対して国庫補助金による確実な支援措
置を求めていただき、併せて県による財政
支援についても検討いただきたい。
　また、人材の確保については、児相開設
時にキャリアのある職員の配置に御協力を
いただきたい。

【健康福祉部長】
　中核市における児童相談所の設置に係る支援については、県では現在、船橋市や柏市の職員さんを児童相談所
の研修生として迎え入れているところである。児童相談所の設置に向けた職員の派遣研修は、県の職員採用計画
や任命にも関わるため、今後、中核市の意向を十分に伺い、準備段階、開設後までを見据えた計画的な人事交流
を行ってまいりたい。なお、国はこのたびの法改正を受けて、令和２年４月以降に中核市及び特別区が、児童相
談所を設置できるよう児童相談所及び一時保護所の整備あるいは職員の確保の支援の措置を講ずるとしていると
ころである。県としてはその機会と捉え、中核市と足並みを揃えて国に対し必要な財政支援について強く働きか
けていく。今後どのような機会・方法で要望を行っていくか十分意思疎通を図り進めていきたい。

【保健医療担当部長】
　妊婦に対する診療や妊婦からの相談対応については、産科医不足もある中で、医療現場での負担が大きいもの
と承知しているところである。そのため、検討中であるが、産科以外の医療機関を対象とした妊婦健診に係る研
修会の開催など、産科医の負担を軽減させる方策について、幅広く関係者の意見を伺いながら、関係機関と連携
して対応を考えていくこととしているところである。
　また、産科医の確保については、医師修学資金貸付制度があり、そこで産婦人科を目指す学生に対して、貸付
けの上乗せを行っているほか、産科医に対する手当の支給など、処遇改善に取り組む医療機関に対して財政支援
を行うなどの取組を進めている状況である。さらに、本年度中に、将来の目標医師数やその達成に向けた施策等
を盛り込んだ「医師確保計画」を策定する予定である。県内の産科医の配置について、実態調査を行うととも
に、医療審議会での意見等を伺いしながら、産科医確保に向けての取り組みを進めていきたい。【習志野市】

　妊婦の医療体制の充実に向けて、電話に
よる妊婦のための広域医療相談窓口の設置
や、内科・耳鼻科・外科等の医療機関に対
する妊婦診療に関する注意点等をテーマと
した研修会の実施などによる妊婦が受診で
きる医療機関の拡大など、広域的な対応を
検討するよう要望する。
　また、恩賜財団済生会習志野病院におい
ては、産科医不足から平成２８年度から閉
科となっていることを鑑み、県において
は、産科医不足の解消対策等により一層の
配慮するよう要望する。
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〇　基盤整備について

【千葉市】
　湾岸地域の更なる発展には、当該地域の
ポテンシャルを十分に発揮させる第二東京
湾岸道路を軸とした道路ネットワークが必
要不可欠と考えている。一方で、計画にあ
たってはそれぞれの地域の実情を考慮する
必要があるので、早期の具体化に向け、今
後、知事そして県におかれてはリーダー
シップを発揮していただき、関係市などと
調整を図っていただきたい。

【市川市】
　市川都市計画道路３・４・１３号二俣高
谷線の整備は、県北西部の広域的な道路
ネットワークの形成、交通の円滑化、災害
時の避難路・物資運搬路の確保、下水道の
整備、適正な街づくりの誘導など、広域的
な発展に大きく寄与することから、早期に
これを進める事を要望する。

【市川市】
　江戸川第一終末処理場における水処理第
２系列以降の整備を早急に進めるよう要望
する。

【知事】
　本年３月に北千葉道路の成田市内の一部区間が開通し、市川市から船橋市までの区間については、今年５月の
会議でインターチェンジの位置などについて、国や沿線市と合意に至った。また、交通の円滑化が課題となって
いる湾岸地域においては規格の高い新たな道路ネットワークの計画の具体化に向けた議論がスタートした。
　ただ今、皆さまから御要望頂いた道路については、地域が発展するうえで大変重要なものであると認識してい
るので、引き続き、皆様と連携を図りながら取組んでまいる。
　千葉港海岸船橋地区の海岸保全施設の改修については、国の直轄事業化を要望すると共に、県でも整備を進め
てまいる。
　江戸川第一終末処理場は、汚水を処理する重要な施設であることから、皆さまの御意見をしっかりと受けと
め、事業推進に努めてまいる。
　印旛沼流域における水辺の利活用を進め、八千代広域公園の一層の事業進捗を図ることは重要であるので、引
き続き、皆さまと連携して取り組んでまいる。
　手賀沼の湖岸堤防や堀江ドックについては、関係市と協議の上、整備を進めてまいる。

【県土整備部長】
　湾岸地域における規格の高い新たな道路ネットワークについては、今年３月に、国が主体となって、県、千葉
市などと構成する千葉県湾岸地区道路検討会が開催され、計画の具体化に向けた議論がスタートしたところであ
る。検討会においては、検討会の下部組織として幹事会を設置し、この幹事会において、周辺自治体から意見を
聴取し、丁寧に検討を進めて行くこととされた。県としては、引き続き、国に協力し、地元市や関係機関との調
整も含め、早期に計画の具体化が図られるよう、積極的に取り組んでまいる。
　
　次に、市川都市計画道路３・４・１３号二俣高谷線の未整備区間については、これまで、沿線地域における交
通課題などについて意見交換を行ってきた。今後は、本年３月に市川市から提示された「沿線の土地利用計画
等」との整合を図るとともに、昨年６月の外環道や本年３月の妙典橋の開通後の交通状況を踏まえ、市川市と連
携し、具体化に向けた検討を進めてまいる。

【都市整備局長】
　江戸川第一終末処理場については、現在、水処理第１系列の整備と並行して第２系列以降の整備のための用地
の取得を進めており、第２系列の整備に必要な用地については、昨年度末で約９割を取得したところである。ま
た整備については、令和２年度の第１系列の供用開始後、速やかに整備を進める。また、その後の整備について
も、関連市の下水道整備の進捗状況を踏まえ、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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【船橋市】
　海岸保全施設の整備については、事業費
と技術的にも非常に大きくなることから、
国の直轄化の事業で一部やっていただくよ
う知事から国の方へ口添えいただきたい。

【野田市】
　東武野田線の連続立体交差事業について
は、集中的、継続的な財源確保により、早
期事業完了を要望する。
　また、これらの事業に合わせた信号機の
設置と安全面の確保についても要望する。

【柏市】
　重点「道の駅」に指定されている道の駅
しょうなんの来場者サービスの更なる向上
を図るため、トイレの増設及び２４時間対
応可能なベビーコーナーの設置を含む、ト
イレ拡張整備について、協力を要望する。

【流山市】
　県道松戸野田線の流山市間について、将
来交通量を見込んだ適切な道路構造におけ
る４車線化への着手及び路面改修を早急に
かつ継続的に実施するよう要望する。

【県土整備部長】
　海岸保全施設の整備については、千葉港海岸船橋地区において、全体計画７．３ｋｍのうち、現在、西浦地先
等の１．９ｋｍ区間について、水門や排水機場、護岸等の老朽対策・耐震対策を進めている。今後も着実な整備
に取り組んでまいる。また、海老川河口部２．３ｋｍについては、船橋排水機場等の改修に際し、大規模且つ高
度な技術を必要とすることから、国に直轄事業としての整備を要望している。今年度も国への重点要望や、千葉
県港湾整備促進協議会からの要望など、機会を捉えて、早期整備に向け働きかけてまいる。
　また、県では、本年５月に国、県、市の関係機関からなる行政連絡協議会を立ち上げたところであり、この協
議会を通じて、事業化に向けた課題の整理や整備方針の検討を行い、 早期の直轄事業化が図られるよう取り組ん
でまいる。

　次に、東武野田線の連続立体交差事業については、平成２９年度末に全線仮線切替えが完了し、令和５年度ま
での高架化完了に向けて、全面的に高架橋工事を実施している。交差する主要地方道つくば野田線については、
野田市柳沢地先の０．７ｋｍで街路事業により現道拡幅を行っており、これまでに国道１６号との交差部を含む
０．５ｋｍが完成し、残る０．２ｋｍ区間についても、早期供用に向け事業を推進してまいる。このうち、連続
立体交差事業については、本年度、個別補助化されたことから、事業が着実に進められるものと期待していると
ころである。また、市が実施している箇所も含め、関連事業については、早期の事業完了に向けて、必要な予算
が確保されるよう、国に働きかけてまいる。

　次に、「道の駅しょうなん」は、重点道の駅に選定されており、県としても積極的に支援してまいりたいと考
えている。今年度は、既存の屋外トイレの洋式化を進めることとしている。要望のあったベビーコーナーについ
ても、整備することとしており、今年度は予備設計を行う予定である。また、トイレの増設については、利用状
況を勘案しながら検討してまいる。

　次に、主要地方道松戸野田線については、今後の交通動向等も踏まえ、４車線化も含め必要となる対策につい
て検討してまいる。なお、舗装については、その状況に応じた修繕を、平成２７年度より順次進めており、引き
続き、適切な舗装の維持管理に努めてまいる。
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【八千代市】
　印旛沼流域かわまちづくり計画は、印旛
沼流域の６市町で計画されているものだ
が、元々県が設立した印旛沼流域水循環健
全化会議の第２期行動計画において位置付
けられているものであるため、県が各市町
を主導する形でこの計画を積極的に進めて
いただきたい。

【県土整備部長】
　県では、印旛沼流域かわまちづくり計画に基づき、基盤整備や河川敷地の利活用などの支援を行っており、こ
れまでに一里塚１箇所、水辺拠点１箇所を完成している。八千代市内でも現在、一里塚の設計を進めており、今
年度中に整備に着手する予定である。引き続き、関係市町と連携し計画の推進に努めてまいる。

　次に、手賀沼湖岸堤防の整備について、手賀沼公園から北柏ふるさと公園の間には、県が整備し、現在、我孫
子市に管理している都市計画道路３・５・１５号根戸新田布佐下線がある。この道路は、湖岸堤防との兼用工作
物とすることを前提に、高さなどを考慮して整備したものであり、今もその状態を満たしており、今後、兼用工
作物としての管理協定の締結に向け、協議を進めたいと考えている。その際、堤内地側で発生している排水不良
の問題についても、我孫子市と連携し対応してまいりたい。

　続いて、栄橋の渋滞緩和について、若草大橋南側の新たな道路延伸については、今後、地域の交通動向や課題
などを調査し、地元市町の意見を聞きながら、計画の具体化に向けて、検討を進めてまいりたいと考えている。

【都市整備局長】
　八千代広域公園は、これまで村上側の整備を優先的に実施してきたところであり、昨年度に概成し供用開始し
た。今後は、萱田側約８．８ｈａのうち、既に６．６ｈａの用地は、取得済みですので、残る用地について、八
千代市さんの御協力をいただき進めてまいる。その上で早期の整備・完了を目指してまいるので、御協力よろし
くお願いする。

【八千代市】
　八千代広域公園の萱田側約８．８ｈａに
ついて、早期完成をお願いしたい。

【我孫子市】
　手賀沼湖岸堤の整備について、若松地区
の湖岸堤防に引き続き、未整備区間である
手賀沼公園から北柏ふるさと公園までの湖
岸堤防を優先に整備するよう要望する。ま
た、排水不良の改善についても、湖岸堤防
に併せて要望する。

【我孫子市】
　栄橋の渋滞を解消するには、集中する交
通量を栄橋、長豊橋、そして若草大橋で分
散することが効果的であるので、栄橋の周
辺の渋滞解消のためにも栄橋、長豊橋、そ
して若草大橋、その周辺を繋ぐ道路整備を
合わせながら検討していただきたい。
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【鎌ケ谷市】
　北千葉道路について、本年５月に概略計
画が示されているところだが、千葉県経済
同友会が出した提言の中で、北千葉道路開
通２０２０年代後半、と書いてあり、知
事、県としても２０２０年代後半を目指す
という方針を打ち出してほしい。

【浦安市】
　県道西浦安停車場線の自転車通行環境の
整備について、活用されていない第２湾岸
道路の予定候補地だった用地を自転車通行
帯として整備するよう要望する。

【浦安市】
　堀江ドックについては、県と市の管理区
分が不明確であり、管理協定等結ばれてい
ないことから、早期と締結となるようお願
いする。また、耐震対策の実施も要望す
る。

【県土整備部長】
　北千葉道路市川市から船橋市間については、早期事業化に向け、県において都市計画と環境アセスメントの手
続きを併行して進めている。本年５月に、国・県・沿線市・高速道路会社の間で、専用部・一般部の構造、横断
構成、連結位置・構造及び接続路線の概略計画について合意し、先月には、県において、沿線５市で都市計画の
原案について説明会を開催した。御発言のあった完成時期については、完成目標を示すことにより、これに向け
て企業立地が進むなどの効果が期待されることから、目標を早期に示すことは意味があるものと認識している。
　一方で、この事業は、現在、都市計画等の手続きを行っている段階であり、また、直轄事業と有料事業の合併
施行の計画であることから、今後、国や高速道路会社と相談してまいりたい。
　なお、同会の提言については、経済界としての御希望であると認識している。御期待に沿えるよう、県として
は先ずは早期事業化が図られるよう、沿線市と連携して取り組んでまいる。

　次に、県道西浦安停車場線の入船地区から日の出地区の区間は、浦安市の自転車ネットワーク計画に位置付け
られていることから、車道外側にある利用していない空間を活用して、自転車が安全に通行できる環境の整備を
市と調整を図りながら、進めてまいたい。

　次に、堀江ドックについては、昭和５０年代に県市それぞれが防波堤工事を行ったが、その財産の帰属が整理
されていない。その後も、防波堤や陸閘などの管理区分について浦安市と協議を進めてきたが、結論に至ってい
ない状況が続いている。一方で堀江ドックの上下流の高潮護岸の耐震対策は完了しており、堀江ドック区間につ
いても、早期に耐震対策を進めるため、実施に向けて市と協議してまいりたい。また、これに併せ、陸閘等の管
理区分についても、議論を進めてまいりたい。
　また、道路管理者として、交通管理者との協議など連携してまいる。
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【千葉市】
　県営水道が給水している地域１１市にお
ける水道事業のあり方について、定期的な
県市間の対話による関係各市の合意を図
り、速やかにこの方向を示すよう要望す
る。
　また、令和４年度末までに策定すること
とされている水道広域化推進プランの策定
に当たっては、県水道事業と本市水道事業
の統合については、確実に反映することは
もとより、プランの策定に先駆けて、でき
る限り早急に協議を開始していただきた
い。

【知事】
　県営水道が給水している地域において、今後、人口減少が見込まれる中、将来にわたり、暮らしに欠かすこと
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っていく必要があ
ると認識している。
　このため、県では、今後、水道広域化推進プランを策定するよう取り組むこととしており、このプランを策定
する中で、本地域における水道事業の在り方について、関係者間で検討を進めてまいる。

【総合企画部長】
　県営水道が給水している地域においては、各市の水道事業に対する関わり方などが異なっており、当該地域の
水道事業の在り方については、これまでの経緯などを踏まえ、関係市とともに検討することとしている。現在、
県では、県内水道の基盤強化に向けた各事業体の取組とともに、統合・広域化に係る基本的な考え方を示す水道
ビジョンを９月を目途に策定することとしており、引き続き、その後、統合等の具体的な枠組みなどを示す「水
道広域化推進プラン」の策定に取り組むこととしている。広域化推進プラン策定に当たり、統合・広域連携のシ
ミュレーションを行うため、県内の各水道事業体の施設の更新計画等を把握する必要があることから、説明会の
実施や調査を行うこととしており、併せて、当該地域における水道事業の在り方に対する県の考え方を整理して
いるところである。千葉市をはじめとした県営水道を給水している関係１１市との対話については、これらの進
捗状況を踏まえ、適切な時期に行ってまいりたい。
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市町村発言概要 県発言概要

【松戸市】
　東京オリンピック・パラリンピックつい
て、市あるいは地域全体を盛り上げるた
め、色々なイベントを東葛飾地域を含めた
色々な地域で実施していただくようお願い
する。

【知事】
　昨年度に実施した学校訪問によって、子どもたちの関心が高まっていることに、大変心強く思っている。
　観戦チケットの販売や聖火リレーの具体化などに伴って、地域の皆様の関心も更に高まっていくものと考えて
いる。
　今後も、市町村はもちろん、大学や経済団体など幅広い関係者との連携をさらに深め、県内各地でより一層機
運が高まるよう取り組んでまいる。

【オリンピック・パラリンピック推進局長】
　オリンピック・パラリンピックの開催効果を県内全域で受けとめていただきたいという趣旨から県において、
競技体験会や選手の学校訪問、オリンピック教室などをできるだけ幅広い地域でこれまで実施してきたところで
ある。目下の状況を見ると、今週の木曜日からパラリンピックのチケット販売が開始され、また聖火リレーにつ
いても、地元の皆さんと一緒に盛り上げていけるようにこれから企画を詰めていきたいと考えている。このよう
に、段々と実践的なステージに、１年を切っていく中で移行しており、子どもや高齢者、様々な方々が、具体的
な観戦や応援といった行動に移っていただくように促す視点から取り組みを強化していきたい。それらを効果的
に実施するためにも市町村の皆さん方と密接に連携してまいる。
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〇　教育について

【習志野市】
　各自治体によっては、県費負担職員のほ
かに、スクールロイヤーやスクールカウン
セラー、外国語指導助手等の専門スタッフ
については、教育環境の充実を図るため、
市費負担により配置している現状がある。
各自治体の財政状況等により、子どもたち
の教育環境に差が生じることがないよう、
県費による各種専門職員等の配置及び体制
整備について要望する。なお、ＩＣＴ教材
の充実や市町村の役割を再度決め直すこと
も非常に重要である。

【知事】
　教育環境の充実を図るためには、教員以外の専門スタッフの配置は重要であると認識しており、国に対して財
政措置等の拡充をこれからも強く要望してまいる。

【教育長】
　教員以外の専門スタッフの配置については、学校全体で、地域の学校でよりきめ細かい指導を行うためにも重
要であると認識している。また、具体的に申し上げたスクールロイヤーについては、先ほど申しあげたとおりで
あるが、本年７月から県としての事業を開始したところである。また、スクールカウンセラーについては、現
在、今年度は、全中学校と小学校１５０校に配置、また、スクールソーシャルワーカー、社会福祉士との連携
は、前年度の２６校から今年度は４４校に拡大というところで配置充実に努めているところである。それぞれの
事業で負担割合が異なっているが、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールサポートス
タッフについては、国３分の１、県３分の２という形で負担割合になっており、県としてもその配置の充実に努
めているところである。併せて、それぞれの配置の拡大については、全国都道府県教育長協議会等を通じて、国
に要望しているところであり、今年度も要望活動を行ったところである。
　また、ＩＣＴ教材の活用や、県と市町村の適切な役割分担については、市町村協議会の方々としっかり意見交
換させていただきながら、県全体でより良い方向に向かうようにしっかりと取り組んでまいりたい。

市町村発言概要 県発言概要
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