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北千葉道路は、都心や首都圏北部から成田国際空港へのアクセスを飛躍的に向上させる
幹線道路である。全体延長約43ｋｍのうち、約26ｋｍが供用済みであるが、未供用区間の
うち、市川から船橋の小室インターチェンジまでの西側区間の整備が特に遅れており、
これまで我が党で議員連盟を組織し、知事をはじめ、沿線市と一体となって国への働き
かけを行ってきた。その結果、これまでに道路の構造や施工方法が決まり、県が都市計
画・環境アセスメント手続きに着手できるよう、計画の具体化に向けて国が協力してい
くことが確認され、現在、県では手続きに必要な図書を作成していると伺っている。今
後、早期に手続きに入り、円滑に完了させ、速やかに事業化に取り組んでいただきたい。

Q

北千葉道路の市川から船橋の小室インターチェンジまでの西側区
間について、事業化に向けた今後の都市計画及び環境アセスメント
の手続きの見通しはどうか。

警察庁の統計資料によると、本年10月末現在、全国における交通事故の状況は、発生件数
が約38万7千件、死者数が約2,900人、負傷者数が約47万7千人とのことです。いずれも
前年度と比べて減少しているが、依然として深刻な状況である。
千葉県では、県警を始め関係機関・団体の尽力により交通事故は減少傾向にあると聞くが
残念ながら全国的にはワースト上位県となっている。

Q

A 【永井警察本部長】

本年10月末現在における、交通事故の発生状況は、発生件数が14,554件、
死者数が115人、負傷者数が17,895人で、発生件数は前年より増加してい
るものの、負傷者数は減少し、特に、死者数は、マイナス34人と大幅に減少
している。また、高齢者が関係する交通事故の発生状況については、発生
件数が4,803件、死者数が53人、負傷者数が2,820人で、発生件数、負傷者
数は前年より増加しているものの、死者数については、マイナス27人と大
幅に減少している。

A 【高橋副知事】

北千葉道路は、
「東京外かく環状道路」
と
「成田空港」
とを最短で結び、首都
圏の国際競争力を強化するとともに、災害時には緊急輸送路として機能す
る大変重要な道路である。
都市計画の手続上、
まず、都市計画上の見地から総合的に評価した「構想
段階評価書」を作成し、住民や関係機関の意見を聴きながら、都市計画の
案をとりまとめていく。
また、環境アセスメントの一環として
「環境配慮書」
を作成し、住民や専門家の意見を聴きながら、手続きを進める。県としては、
その後も、住民意見を伺うための公聴会や説明会などを行いつつ、都市計
画と環境アセスメントの手続きを併行して進め、国や沿線市と連携し、事
業化が早期に図られるよう着実に取り組む。

本年における交通事故の発生状況はどうか。
特に、高齢者が関係する交通事故の発生状況はどうか。

Q

高齢者を始めとする交通事故防止対策について、
年末に向けてどのような取組を推進しているのか。

A 【永井警察本部長】

県警では、年末に向けた交通事故防止対策として、飲酒運転の根絶に向
けた広報活動と交通指導取締りや制服警察官による街頭監視、パトカー
や白バイによるレッド走行等の「目立つ・見せる」活動の強化等を推進し
ている。特に、薄暮時間帯・夜間における高齢者等の歩行中の事故を防止
するため、歩行者に対しては、視認性の高い服装の着用及び反射材の普
及・促進を、
ドライバーに対しては、早めのライト点灯と、上向き下向きの
小まめな切替え等の広報啓発活動に取り組んでいる。例年、増加傾向に
ある年末の交通事故を1件でも多く減少させるため、引き続き、関係機関・
団体と連携し、冬の交通安全運動をはじめとした事故防止対策を推進し
てまいります。

ĩĲĴĪġ̞̲͛Ȇະഴࢷ̞̾̀ͅ
本年10月、いじめなどの問題行動や不登校といった児童生徒に対する指導上の諸課題に
ついて、平成28年度の統計調査の結果が公表された。これによると、県内公立学校におけ
る平成28年度のいじめの認知件数は、31,617件で、昨年度と比べ2,241件の増加、不
登校の児童生徒数は、8,305人で308人の増加となっている。このうち、小学校のいじめ
の認知件数は24,876件と、昨年度に比べて2,339件の増加となり、特に低学年から中学
年での増加が目立っている。また、不登校については、昨年度と同様に中学校進学時に大
きく増加するという傾向に加え、小学校での不登校児童数が増加していることが心配さ
れる。いじめにより辛い思いをしている子どもたちや、人間関係や社会環境が複雑化・多
様化する中、様々なことに悩み登校できない子どもたちが、一日でも早く、元気な笑顔を
取り戻し、学校生活を送れるように、これまで以上に子どもたちの心に寄り添い、取組の
充実を図っていく必要だと考える。

国の調査結果を受け、いじめ防止及び不登校への対策について、県
としてどのように考えているのか。

A 【内藤教育長】
県教育委員会では、本年11月に「いじめを見逃さないための適切な認知」
、

平成29年12月定例県議会において、
自由民主党会派の代表質問に登壇しました。代表

質問とは51名の自民党県議団を代表して全県的な視点から、県政運営の中心となる財
政問題などの重要課題について森田健作知事はじめ県執行部の考え方をただすもの

です。私たけだ正光にとっては、平成19年の初当選後はじめて回ってきた「出番」
であり、
精一杯役割を果たしました。質疑内容についてまとめましたのでご覧ください。
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Q

本県の高等学校入学者選抜については、現行の制度の課題も指摘されており、本年6月
議会における我が党の代表質問への答弁では、外部有識者による協議会において専門
部会を立ち上げ、改善方策を集中的に検討するとのことであった。

今後の社会資本整備を着実に進めるため、
どのように財源を確保していくのか。

A 【森田健作知事】
道路・橋などの社会資本の整備は、将来の更なる発展に向けた投資として

重要である。財源としては、事務事業の見直しや県税の徴収対策の充実・
強化、建設地方債の効果的活用、土地造成事業により生じた資金の活用な
どで確保していく。社会資本の整備を進め、産業振興や企業誘致につなげ
ることで、経済の活性化と税収増の好循環を生み出す。

A 【内藤教育長】
現行の公立高等学校入学者選抜では、後期選抜受検生の約6割が前期選

抜と同じ学校を再度受検していること、受検が長期化し授業時間の確保が
困難になる等の課題が指摘されている。
これを受け、県教育委員会では、
有識者による協議会において専門部会を立ち上げ、入学者選抜の在り方
について検討・協議を行ってきた。11月には、専門部会において、
これまで
実施してきた選抜の理念を継承しつつ、前期・後期の2回実施してきた選
抜について1回で実施するという案が取りまとめられた。

千葉県企業庁は、東京湾臨海部、千葉ニュータウン、内陸工業団地などを手掛けた後、平成24年度末、千葉ニュータウンなど一部を除いて土地の造成を終了、平成28年度、組織を縮
小・再編し、企業土地管理局として、主に未処分土地の処分を行っている。同局の平成31年度以降については、30年度末の資産状況や業務量をみて検討するとされているが、これま
での土地の処分の結果、一定の残余資金があり、将来の県の発展のために有効活用すべきではないか。

● 再生土の埋立てについて
● 空き家等を活用した住宅セーフティネットについて
● 水道管路の耐震化について

● 夜間定時制高校の給食について
● 県立学校改革推進プラン・第4次実施プログラム
（案）
について

たけだ正光チャンネル
すべての答弁を動画にてご覧いただけます。
https://www.youtube.com/channel/UCHHKtPdAaJ39khFfEK-xnlw

Q

1点目として、平成30年度末における企業土地管理局の保有土地の
状況はどうか。
また、平成31年度以降、企業土地管理局の組織はどう
なるのか。

A

【森田健作知事】
平成30年度末には、未処分土地が205ヘクタール、貸付土地が144ヘクタ
ールまで減少する見込みだが、その中には、将来、処分可能な土地も一定
程度残る。
しかし、
これは単独の企業体の業務量にはならず、引き続き地
方公営企業法を適用し、管理者の権限と責任の下、迅速かつ機動的な対
応を行う。そこで、平成31年度からは、同一法下で事業を実施する水道局
と統合し、事業の効率的・効果的な推進を図る。

⓰ᇹ
現在、新たな工業団地の造成計画がなく、圏央道などの整備も進む中、地
域の産業振興や雇用確保の面で、埼玉県や茨城県に後れを取ることを危
惧する。今後の方針を検討してほしい。

Q

2点目として、企業土地管理局の残余資金について、
どの程度の額を
見込んでいるのか。
また、取扱いや使途をどうしていくのか。

A

【森田健作知事】
これについては、社会資本の長寿命化等、持続的な発展に必要な基盤整備
に活用することを基本に、一般会計で基金に積み立てる方向で検討する。
額は、企業土地管理局の平成28年度決算をもとに試算した場合、30年度末
の時点で322億円程度が見込まれ、大規模災害等の対応費用を留保した
270億円程度を一般会計への繰入額と想定する。なお、具体的な使途等に
ついては、平成30年度末までに示す。今後の財政需要も踏まえ、庁内で検
討、31年度以降、後継組織の収支状況により、適宜、繰入の検討を行う。

⓰ᇹ
残余資金について、一過性のものではなく、将来的な県の発展の礎となる
社会資本・社会基盤の整備のため、大切に活用していくことが必要であり、
こうした観点を踏まえてしっかりと検討するよう要望する。
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2017年の議会活動を振り返って

たけだ正光

www.takeda-hashiru.com/

千葉県
千葉県議
議会議員

略 歴

▲ 5月 政務調査会新総合計画に
ついて議論を重ねた

県立高等学校入学者選抜の改善に向けた検討状況はどうか。
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● 東葉高速鉄道について

「いじめの予防や早期対応の取組の充実」、
「実効性のある対策組織の構
築」を主な内容として、
「千葉県いじめ防止基本方針」の改定を行った。今
後、その内容 の周知を徹底し、個々の教員ではなく、学校組織全体で、い
じめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組む体制づくりに努めていく。
また、不登校については、近年、社会状況の変化により、その要因や態様が
多様化、複雑化している。そのため、今年度、総合教育会議で、重点的にこ
の問題について協議を重ねており、
「不登校対策支援チーム」の設置、千葉
県版不登校対策指導資料集を活用した支援、
スクールカウンセラー等の配
置など、学校、教育委員会と知事部局等が連携を図りながら、対策を進めて
いくことを検討している。

▲ 1月 各市からの要望に
ついて回答

Q

● 入札情報の漏えいについて

● 学校職員の管理職登用について

Q
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⓰ᇹ
県内の道路整備について、
より一層のスピード感を持って進めること、
また
予算と財源の確保を要望する。
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▲北千葉道路建設現場を視察
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▲ 6月 定例県議会一般質問

▲ 12月 定例県議会 代表質問

▲ 三郷流山橋 着工間近

公職選挙法の規定により、年賀状等の時候の挨拶が制限されています。
このリポートをもって新年の挨拶とさせていただきます。

Ｓ44
Ｓ57
Ｓ60
Ｓ63
Ｈ04
Ｈ05

BLOG : http://takedama.exblog.jp/
@masamitsutakeda

8月9日生まれ
流山市立八木南小学校卒業
流山市立八木中学校卒業
専修大学松戸高等学校卒業
中央大学商学部卒業
朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入社

■議員連盟/研究会
･児童虐待防止対策プロジェクトチーム 副座長
･医療問題議員研究会 幹事
･介護問題対策議員連盟 幹事
･千葉県議会教育研究会 会計
他31議員連盟所属

Ｈ12
Ｈ15
Ｈ19
Ｈ23

武田正光公認会計士事務所開設
千葉県議会議員選挙 落選
千葉県議会議員選挙 初当選
千葉県議会議員選挙 2期目の当選
千葉県議会 県土整備常任委員会委員長

■自由民主党千葉県支部連合会 役職
･ちば自民党 青年局長
■その他役職
･自由民主党 流山市支部 支部長
･自由民主党 千葉県流山市第一支部 支部長
･流山市空手道連盟 会長

Ｈ25
Ｈ26
H27
H29

千葉県議会 環境生活警察常任委員会委員長
千葉県議会 環境生活警察常任委員会委員長
千葉県議会議員選挙 3期目の当選
ちば自民党 青年局長

･第27代（2009年）社団法人流山青年会議所 理事長
･東葛国際映画祭2006 実行委員長 他
[書
[趣
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@takeda.masamitsu

原価計算のわかる本（監修/ぱる出版）
読書/映画鑑賞/音楽鑑賞
妻・息子（5歳）
・娘（1歳）

〒270-0163 千葉県流山市南流山4-1-8-1105

Tel.04-7159-0518
Fax.020-4666-1033
E-mail takeda-info@mbh.nifty.com
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10月下旬に、2週連続で本県に接近した台風21号、22号は、県内の農林水産業などに
大きな被害をもたらした。このうち台風21号の大雨と強風による農林水産業の被害金
額は約46億円、過去10年間で最大の被害額である。こうした農林漁業者などに対して
県として緊急的な支援が必要と考える。

Q
A

県は、台風21号及び22号で被災した農林漁業者等に対して、
どのような支援をしているのか。
【森田健作知事】
県では、農作物の被害軽減のための技術指導や、農業や漁業の経営の維
持安定のため、無利子の災害対策資金を発動し、その保証料を県と市町
村が全額負担する制度を新設していく。
さらに、国に対して強く要望した結
果、台風21号の被害が激甚災害に指定され、補助率のかさ上げなどの特
例が措置された。

ĩķĪġ࣭ྦྷ࠲ࢫ༗ࡏ͈ࢩ֖̞̀̾ͅا
来年4月から始まる国民健康保険の広域化について、これまでも我が党として質問して
きた。この間、国保運営協議会と今議会では広域化への円滑な移行に向けて様々な準備
が進められている。特に、保険料について、県は9月に標準保険料の試算結果を公表、市
町村ごとの標準保険料を試算したところ、平成30年度の県平均一人あたりの標準保険
料は、平成28年度と比較して1.2％増、1,214円の引き上げとなり、最も高いところでは
15.5％増となる。

Q

A 【滝川副知事】
標準保険料の算定で、平成30年度からの国保広域化に伴って、保険料負

担が急増しないよう、国のガイドラインを基に、激変緩和措置について市
町村と協議し、国保運営協議会で検討している。その結果、各市町村の保
険料については、1年当たりの伸び率が、
「自然増プラス1％」の範囲に収ま
るよう、県繰入金、財政安定化基金の特例分及び国の調整交付金における
暫定措置の3つを活用する方針をとる。

⓰ᇹ
台風などで被災した農林漁業者が、安心して経営を維持・継続できるよう、
県として支援に万全を期すよう要望する。
また、今回の台風では農林水産業への被害のみならず、県が管理する公共土木施設に
ついても、道路斜面や、河川・港湾の護岸、漁港の防波堤など、県内各地で様々な被害が
発生した。

Q

Q
A

道路、河川、港湾、漁港等、県が管理する公共土木施設の
被害状況及び復旧の見通しはどうか。

A 【高橋副知事】
道路斜面、河川や海岸の護岸、港湾、漁港、公園施設など合計54箇所で被

害が発生し、その被害額は約12億1,200万円である。現在、被害の拡大防止
のため、道路斜面は仮設の土留めを実施し、河川護岸の損壊箇所は大型
土のうを設置し、応急復旧を実施している。本格的な災害復旧に向けて、
必要額を12月補正予算に計上しており、
今後、
国の災害復旧事業を活用し、
1
日も早い復旧工事の完了に努める。
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係る費用として、一般会計分約4億6千5百万円、特別会計分約30億9千1百
万円、合計約35億5千6百万円を請求し、
これまでに、約33億7千9百万円
の賠償を受けている。特別会計分はほぼ全額が賠償され、一般会計分は
紛争解決機関である原発ＡＤＲ（原子力損害賠償紛争解決センター）へ
の第1回目申立て和解額を含め、請求額の6割、約2億8千8百万円の賠償
となっている。第1回目の原発ＡＤＲで認められなかった金額を除く未賠
償額は、約1億3千3百万円。
このうち、平成24年度以降の事業費など約6千
9百万円については、東京電力からの任意の賠償が見込めず、第2回目の
原発ＡＤＲへの申立てを行う
「あっせん」の議案を本議会に提出している。

Q

Q
A

本県における東京電力への損害賠償請求の状況は
どうなっているのか。

A 【高橋副知事】
県では、東京電力に対し、平成27年度までに実施した放射性物質対策に

2点目として、
今後、
県は、
どのように損害賠償協議を進めていくのか。

A 【高橋副知事】
東京電力との協議では、事故に伴い発生した費用について、請求の妥当
性を十分に検討した上で、金額を算定している。
現在、東京電力と平成24年度以降の人件費などについて協議を進めてい
るが、引き続き、同社に対し、県実施分について、その必要性を丁寧に説
明し、早期賠償のため協議を進める。

【滝川副知事】
市町村が保険料を決定する際の参考とする標準保険料について、国が示し
た平成30年度の仮係数を使って標準保険料を試算したところ、平成28年度
の理論上の保険料と比較して、最も増加する団体で率にして15.5％、額にし
て15,263円との試算結果となった。
これに対して、
「自然増プラス1％」の激
変緩和措置を講じた場合、最大でも3.2％、3,977円の増加で収まる試算結
果となる。

県は、
「千葉県がん対策推進計画」における指標のひとつとして、がん患者が自宅で最
期を迎える割合を高める取組みをしており、平成22年の10.0％から、平成27年には
14.4％と増加している。しかし、県民の45.8％が「自宅で最期を迎えたい」とする県の
調査結果とは大きな開きがある。がん患者が自宅で療養生活を送るには、患者やその家
族への緩和ケアが欠かせず、緩和ケアを提供する体制の整備と、これを担う医療・介護
の人材育成が必要である。

A

Q

2点目として、平成30年度の標準保険料は、
どのようになる見込みなのか。
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Q

東日本大震災の東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する大量の放射性物質は
本県にも飛来し、特に私の地元、流山市を含む県北西部は、
「ホットスポット」として、大
きな影響を受けた。事故から6年8か月、県及び県北西部の市では、廃棄物処理施設の
放射性物質の検査や食品・農林水産物のモニタリング事業などを継続しており、県では
東京電力に賠償を求めているが、協議不整調の事業費について、国の紛争解決機関に
和解仲介申立てのため、今回2回目となるあっせんの議案が上程されている。

標準保険料の激変緩和措置について、
県はどのように考えているのか。

日本経済の景気回復が、県内の中小企業や小規模企業の隅々まで行き渡っているとは思
えない。これらの方々からは、
「売上の低迷」、
「後継者の不在」などの切実な声が聞かれ
る。小規模企業は、地域経済を支え手として、地域社会になくてはならない存在であり、
県としても、小規模企業の振興は喫緊の課題である。9月議会における我が党の代表質
問で、条例の必要性について質問したところ、
「千葉県中小企業の振興に関する条例」の
見直しを検討する旨の答弁があり、今議会では条例の一部改正案が上程されたが、大切
なのは具体的な効果である。

Q

【滝川副知事】
地域における緩和ケア提供体制の整備が急務である。県では、緩和ケアを
希望するがん患者や家族のため、自宅での緩和ケアを支援する医療機関
や老人ホーム等に関する情報提供や、緩和ケアを担う医療・介護従事者が
集まる情報交換会の開催などに取り組んでいる。現在、在宅緩和ケアに関
する人材育成やネットワークづくりなど、緩和ケア提供体制の整備を一層
進めている。

1点目として、
「千葉県中小企業の振興に関する条例」
改正による効果はどのようなものか。

A 【森田健作知事】
県は、小規模企業振興の理念にのっとり、中小企業振興に関する施策を総
合的に策定し、実施する責務を負うことになる。
また、商工会議所や商工会
等の関係機関でも、条例改正の趣旨に基づいて支援策の充実に取り組む
ことになるほか、県民等の理解が深めることにより、オール千葉で、小規模
企業の振興につながると考えている。

Q

2点目として、
「ちば中小企業元気戦略」
について、
どのような方向性で見直しをしようとしているのか。

A 【森田健作知事】
まず、
小規模企業の振興を重要な柱として新たに位置づけ、
施策の充実を図っ
ていく。
また、
戦略の見直しの検討に際して、
県内 各地域において中小企業
から直接意見を聞く地域勉強会等や有識者を加えた研究会の中で、
● 創業、事業承継の促進
● ＩＴ化の推進
● 人材の確保・育成
● 中小企業に係る情報の地域への発信と 周知の強化
などの施策について、充実を求める御意見を頂いている。

Q

県として多様な小規模企業者の支援をどのように行っていくのか。

A 【森田健作知事】
小規模企業は、製造、小売や生活関連サービスなどの業種や、都市や地方

【滝川副知事】
県では、平成29年3月までに、医療従事者4,602名に対して、各地域のがん
診療連携拠点病院や千葉県がんセンターで、緩和ケア研修会を実施し、終
末期の生活を支援する介護スタッフの人材育成に資する緩和ケアマニュ
アルを全国に先駆けて作成した。

大規模災害発生時に、被災地の復旧・復興の加速には、災害廃棄物の処理スピードが重
要である。本年6月議会の代表質問への答弁では、たとえば「千葉県北西部直下地震」で
は、県内で約700万トンもの災害廃棄物が発生すると見込まれ、広域的な処理体制の構
築や、分別を行うための十分な保管場所の確保などが課題であり、また、災害廃棄物処
理計画は今年度末を目途に策定するとされていた。

災害廃棄物処理計画の策定に向けた現在の取組状況と、
今後の見通しはどうか。

A 【滝川副知事】
県では、大規模災害に備えるため、新たに災害廃棄物処理計画を策定する

こととし、本年7月、千葉県環境審議会に諮問した。
これまでに、環境審議会
を2回開催し、専門家などの意見を聞きつつ、市町村や関係団体との意見
交換を行い、素案の作成を進めている。今後は、パブリックコメントで意見
をいただき、今年度末を目途に災害廃棄物処理計画を策定し、さらに、策
定後は、処理の主体となる市町村において災害廃棄物処理計画が策定さ
れるよう、研修会などを通じて支援を行い、体制の整備に努める。

1.農林水産業振興計画について
近年、農林水産業は、人口減少による国内消費の縮小など厳しい状況に直面しており、本県
の農業就業人口はこの20年間で半減、耕作放棄地が倍増、対応すべき課題が山積して
いる。一方、東京オリンピック・パラリンピック大会で観光客の大幅な増加が見込まれ、県
産農林水産物の販路拡大の好機が訪れる。
さらに国が、資材価格の値下げや流通コストの削減など、構造的な問題を解決するため、
農業競争力強化支援法を本年8月より施行し、この問題に取り組み始めた。
現在、県では、総合計画を具体化する次期「農林水産業振興計画」を策定中であり、その
中で、農業産出額全国第2位を目標に掲げているが、平成27年の農業産出額の順位が第
4位にとどまっている。
我が自由民主党では、今年6月、本県農業の再生に向けた提言として、知事に「農業政策
の充実を求める10の提言」をお渡ししたが、農業産出額アップのためには、現場の声に
耳を傾け、政策に反映していくことが、何より重要であると考える。
保険料の急激な上昇は、被保険者の生活に大きな影響を与える。県には、適切な対策が
求められている。

Q

農業産出額全国第2位奪還に向けて、
どのように取り組んで行くのか。

A 【森田健作知事】
生産者が減少する中、生産性と収益性の高い農業を展開し、本県の農業産

出額を増加させるためには、意欲ある担い手が経営発展できるよう支援し
ていくことが重要であると認識している。新たな千葉県農林水産業振興計
画では、
「販売力の強化」
・
「力強い産地づくり」
・
「農林水産業の成長力の強
化」などに取り組む。
さらに、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、国
内外に向けた販路拡大を行うとともに、環境制御技術などの農業のスマ
ート化を進め、農業産出額の更なる向上を図り、生産者の所得増大に努め
ていく。

⓰ᇹ
農業産出額第2位奪還を言われ続けて久しい。そろそろ実現していくべき
ではないか。目標年次をしっかり区切り、行政や農協、農業従事者が一丸
となって、2位を奪還するという動きこそが、県内農業の活性化につながる
のではないか。知事は本会議の冒頭あいさつで「農林水産王国・千葉」の
復活を目指すと述べられましたので、期待し、要望する。

⓰ᇹ
少子化、高齢化、過疎化によって地域経済の厳しさが増していく中、県に
は、地元市町村と連携して、小規模企業者1件1件に寄り添い、
しっかり支え
ていっていただくよう、強く要望する。

2.県産農林水産物の販売促進について
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2点目として、緩和ケアを担う人材育成への取組状況はどうか。
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といった立地環境も多様であり、置かれている状況はそれぞれ異なる。
こ
の実情に対応していくため、次期元気戦略においては、各地の商工会等
の支援機関と連携強化など、小規模企業に寄り添い、きめ細やかな経営
支援の充実に努める。

1点目として、緩和ケアの推進にどのように取り組んでいるのか。
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県内には、専門医の不足から小児救急医療体制が困難な地域があり、適切な体制の整
備が急務である。軽い症状の場合には身近な小児科へ、重い症状の場合には中核的な
小児救急医療機関へ、さらに重篤な症状の場合にはより高度な専門的小児医療機関へ、
速やかにつながる体制の構築が必要であり、地域の小児科医と小児専門医療機関の役
割分担と連携強化が重要である。流山市も年々小児人口が増えており、小児救急医療
体制の充実が期待されている。

Q

本県における小児救急医療体制の現状
及び今後の方向性はどうか。

A 【森田健作知事】
重篤な患者については、現在、小児だけでなく成人も対象とした救命救急

センターで、365日24時間体制で受入れを行っているが、有識者で構成さ
れる救急・災害医療審議会からは、小児に特化した小児救命救急センター
の設置が望ましいとする提言が出ている。県としては、小児救急医療体制
の更なる充実を図るため、
この提言も踏まえ、次期保健医療計画への位置
付けに向けて検討を進めていく。

本県は、農産物では、梨やねぎ、ほうれんそう、えだまめなどで全国1位の産出額を誇り、
水産物では、生産量が全国1位のスズキの他、3位のイセエビ、その他サバやイワシ、アワ
ビなど、豊富な食材に恵まれている。千葉県の農林水産物を、国内外の多くの食卓に届け
ることは、将来の本県の農林水産業を発展のために重要である。我が国では、国内市場の
縮小や消費形態の変化、消費者のニーズの多様化が進み、今後は産地間競争もより熾烈
になる一方で、経済成長の著しいアジア諸国など、海外の食市場は拡大している。今後、
国内外において引き続き本県の農林水産物の販売を推進するため、県としても、農水産物
において高いビジョンとチャレンジ精神をもって、積極的に取り組んでいくことが重要と
考える。

Q

1点目として、県産農産物の販売促進に、
どのように取り組んでいるのか。

A 【滝川副知事】
国内外に対する販売促進のため、積極的にその魅力を発信・周知し、多様

な販路を開拓する。知事自ら先頭に立って、国内外で県産農林水産物の魅
力を発信するとともに、県内外の大手量販店や百貨店等でのプロモーショ
ン活動、輸出に取り組む生産者団体等への支援や海外フェアの開催など
に取組む。

Q

2点目として、県産水産物の販売促進に、
どのように取り組んでいるのか。

A 【滝川副知事】
全国に誇れる水産物を「千葉ブランド水産物」に認定し、知事自らＰＲする
など、
「千葉のさかな」全体のイメージアップを図り、多様化する消費者ニ
ーズに応えるため高鮮度・高品質の水産物の供給やより手軽で美味な商
品の開発を支援している。
また、来年2月には知事がタイを訪問し、輸出拡
大に向けて、現地の大手水産加工業者との面談や食品関係者へのプロモ
ーションを展開する予定である。

