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皆様には、日頃より多大なるご支援・ご協力を賜り、深く感謝と御礼を申し上げます。
昨年３月の知事選におきましては、３期連続となる１００万票超のご支持をいただき、県民の皆様からお寄せいただいた
「千葉県の発展と飛躍に向けた期待」に対し、3 期目も全身全霊で取り組むことをお約束いたします。
さて、
『森健だより』Ｈ３０.３月号では、
「平成２９年度 千葉県政トピックスのご紹介」や、これまでの「２期・８年間の
主な実績」を中心に、ご報告させていただきます。
大会開催までいよいよ 3 年を切った東京オリンピック・パラリンピックを控え、今後益々の日本国と千葉県の発展と飛躍を
めざして、
「次世代へ光り輝く日本一の千葉県」の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
千葉県知事 森田 健作
３期目におきましても絶大なるご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

平成２９年度

千葉県政トピックスのご紹介

[４月] 3 期目当選後、初の臨時県議会
3月26日の知事選
当選後、3期目として
初となる平成29年4
月臨時県議会に出
席。副知事の選任な
どの議案の概要を説
明し、全ての議案が
可決されました。

[５月] 東京ｵﾘ・ﾊﾟﾗ関係自治体等連絡協議会
都内で開催された
東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ
ｯｸ競技大会に向けた
関係自治体等連絡協
議会に出席。大会に
おける経費等の役割
分担に関する基本的
な方向性について、
検討し合いました。

[６月] 輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの会
千葉市内で開催さ
れた「輝く女性の活躍
を加速するちばのリー
ダーの会」発足式に出
席。今後も官民連携
によるオール千葉体
制で女性の活躍を後
押ししていきます。

[７月] 県 庁 「子 ども参 観 日 」
県庁で行われた
「子ども参観日」に出
席。子どもたちからの
純粋・素朴な質問に、
ユーモアを交えなが
らも真摯に受け答え
を行い、次世代の千
葉を担う子どもたちを
激励しました。

[８月] 市町村長との意見交換会を開催
市町村長との意見
交換会に出席。県との
連携協力関係をより確
かなものとするため、
市町村が抱える地域
課題等について、4 回
にわたり全ての市町村
との意見交換を実施し
ました。

[９月] 千葉県企業誘致セミナーin 名古屋
これまで実施してき
た大阪府での企業誘
致セミナーに加え、今
年度は新たに愛知県
名古屋市で開催された
「千葉県企業誘致セミ
ナー2017」に出席。
千葉県の様々な魅力
を紹介しました。

[１０月] ｵﾘ・ﾊﾟﾗ開催 1000 日前記念イベント
オリンピック・パラリ
ンピック開催 1000 日
前を記念して成田空
港で行われたイベント
「CHIBA にオリンピッ
ク・パラリンピックがや
ってくる！」に出席。
記念セレモニーで挨
拶を行いました。

[１１月] 台湾を訪問し輸入規制解除を要請
県産農林水産物の
早期の輸入規制解除
を図るため、台湾を緊
急訪問。桃園市長の
尽力で中央政府要人
との面談が実現し、輸
入規制解除に向け、
また一歩前進を図る
ことができました。

[１２月] 圏央道 <大栄・横芝間> 早期開通を要請
麻生財務大臣を訪問
し、圏央道の大栄・横芝
間について早期に開通
目標を設定し、一日も早
い全線開通を図ること
について要請しました。
その後、国より大栄・横
芝間の開通目標が2024
年度と示されました。

[１月] 成田空港の機能強化に関する再要請
空港周辺市町の首
長とともに、石井国土
交通大臣および成田
国際空港株式会社に
対して、空港の機能強
化について周辺住民の
意見を踏まえて、さら
なる検討を行うよう要
請しました。
（写真は千葉県 HP より）
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２期・８年間の主な実績

■移 動 交 番 ⾞……AED 搭載の移動交番⾞を県下全警察署に 50 台配備！今後２年間で 10 台追加！
■防 犯 ボックス……県内８市（千葉市、市川市、柏市、船橋市、市原市、八街市、酒々井町、松⼾市）で
開設中。官⺠が連携した新しい地域防犯体制の確⽴をめざして全県下へ拡大中！
■犯罪件数の減少……県内の刑法犯認知件数は 14 年連続で減少、件数は 10 年前に⽐べて半減以下！
■ひったくり・振り込め詐欺……⼥性や高齢者を狙う卑劣な犯罪に県警と連携して犯罪防止に注⼒！
■警察官の増員……平成 29 年度は警察官 53 名の増員を実現！ 全県的な犯罪件数の減少に全⼒！
■不法ヤード対策……平成 27 年 4 ⽉、全国初の「ヤード適正化条例」を施⾏し、犯罪の温床を⼀掃！
■地域防災計画の策定……様々な災害に備え、県⺠の生命・財産を守る「千葉県地域防災計画」を策定！
■地震被害・減災対策……⾸都直下地震を想定し、最新の科学的知⾒を活⽤した防災・減災対策を検討！
■大規模災害受入計画……大規模災害時に迅速な被災地支援を可能とする「応援体制受入計画」を策定！
■アクアライン 800 円化……平成 26 年度〜10 年間、料⾦引き下げの継続実施が決定！ 県負担は５億円へと大幅削減を実現！
■圏央道の早期整備……平成 27 年 6 ⽉、圏央道の神崎〜大栄間が開通。残るは大栄〜横芝間（18.5km）のみ。国が実施する
整備事業も事業化され、県も全⾯的に協⼒するなど県内区間の早期全⾯開通に向けて全⼒で取り組む！
■基幹道路の早期整備……館山道 4 ⾞線化（⽊更津南〜富津⽵岡）、北千葉道路（市川〜鎌ヶ⾕）、外環道（松⼾〜市川）も早期整備へ！
■成田空港 30 万回拡大……平成 26 年度中に発着枠 30 万回化。平成 27 年 4 ⽉には第 3 旅客ターミナル（LCC 専⽤）が開設！
※今後も「成田空港に関する四者協議会」において空港の機能強化と周辺市町の活性化を促進！
■アクアラインマラソン……平成 24 年 10 ⽉、⽇本初の海上の高速道路を利⽤したフルマラソンを開催。昨年、平成 28 年 10 ⽉
23 ⽇には第 3 回を開催。第 4 回は平成 30 年 10 ⽉ 21 ⽇に決定！ ハーフマラソンも大好評を博す！
■企業誘致の促進……県内への企業⽴地件数は、知事就任時の平成 21 年度〜28 年度で合計 405 社に！ 加えて、「袖ヶ浦椎の森
工業団地」と「茂原にいはる工業団地」が平成 29 年度より分譲開始でさらに企業誘致を促進！
■中小企業支援の充実……中⼩企業の経営基盤の安定に必要な事業資⾦を⾦融機関と連携して融資枠を 5,700 億円まで拡大！
■私学助成の拡大……ワースト争いから全国順位を大幅アップ！（知事就任前→平成 29 年度）
※全国順位／幼稚園 36 位→16 位、⼩学校 26 位→12 位、中学校 38 位→18 位、高校 44 位→17 位
■高校「道徳授業必修化」……平成 25 年度より「全県⽴高校における道徳授業の必修化」がスタート！（全国で 2 例目）。
■道徳 DVD 教材……全国でも画期的な道徳 DVD 教材を毎年作成。H28 は⼩学生⽤の道徳 DVD 教材（全３話）を全校配布！
■いじめ防止対策……平成 26 年 2 ⽉、全国に先駆けて「いじめ防止対策推進条例」を制定。早期発⾒・早期問題解決に注⼒！
■児童虐待防止対策……児童相談所の児童福祉士等の増員や 24 時間 365 ⽇の電話相談を開設。早期発⾒とケアの充実に注⼒！
■⼦供医療費助成の拡大……入院を中学 3 年まで、通院を⼩学 3 年まで拡大し、全国上位の助成を実現！ ※東京に次ぎ⾸都圏 2 位
※全国順位／通院 35 位→６位、入院 43 位→１位（知事就任前→平成 29 年度）
■待機児童対策……平成 29 年度は保育所等 163 施設の整備で前年⽐ 7,774 人定員増加！ 保育士の処遇改善等、確保対策に注⼒！
※保育所等の定員数 ＝ 知事就任前は 72,014 人 → H28 は 102,012 人へ約 3 万人アップ！！
■企業参画型⼦育て支援事業……割引サービス等が受けられる「子育て応援！チーパス事業」参加企業は H24 開始以来６千社へ！

医 療
福祉
介護

■医師・看護師・介護士の確保・定着対策
……平成 29 年度は修学資⾦貸付枠をさらに拡大し、医学部生（⽉ 15 万円〜20 万円）は 63 名、看護学生（⽉ 1.6 万円〜1.8
万円）は 590 名を対象。医学部や看護師養成学校等の整備補助も実施。また、介護士の就業促進や離職防止の補助を創設！
■高齢者福祉……特別養護⽼人ホームの整備に全国トップクラスの補助単価を継続！（H29.⼀床の補助単価は 450 万円）
サービス付き高齢者向け住宅への整備補助制度の創設は全国 3 例目！（H29.⼀床の補助単価は 67.5 万円）
■認知症対策……高齢化が進み増加傾向にあるため、県内 10 病院の指定病院化や研修の充実、サポーター養成等に注⼒！
■救命救急センター……高度な救急医療を 24 時間体制で提供する救命救急センターを県内 12 病院に指定し重篤救急患者に対応！
■ドクターヘリ……重症患者を広域から救急搬送するためのドクターヘリを効果的に活⽤し、県内２箇所にヘリ整備拠点を設置！
■東千葉メディカルセンターへの助成……山武⻑生夷隅保健医療圏の中核を担う当該病院へ 10 年間で 72 億円の整備費⽤を助成！
■障害者福祉……障害者の地域移⾏の受け皿となるグループホーム等の運営費・家賃の補助や就業・生活支援を県内 16 ヶ所で実施！

農林
水 産業

■国内・海外へのトップセールスによる県産農林⽔産物のＰＲ
……農林⽔産物の「千葉ブランド化」を推進するため、テレビ＆ラジオ出演や全国・海外でトップセールスによる PR 継続！
■県産農林⽔産物の安⼼・安全の確保
……原発事故による農林⽔産物の風評被害を払拭するため、台湾・タイ・マレーシア等で輸出促進事業（規制解除等）を展開！
■６次産業化推進事業……農山漁村の活性化のため生産・加工・流通・販売が連携して付加価値を生む出す儲かる農林⽔産業を推進！
■担い手確保対策……⻘年の就農意欲の喚起と定着を図るため 45 歳未満の新規就農者へ最⻑ 5 年・年間 150 万円の給付⾦を支給！
■イノシシ等有害獣被害防止対策……農作物被害の防止のため防護柵の設置や捕獲機材の購入等に対して県が 1/2 以内を助成！
■漁港の活性化対策……⽔産物の生産・流通機能の強化を図るため防波堤等の漁港施設の整備や⽼朽化・津波対策等を推進！

観光立県

■千葉県の観光ＰＲ情報が取り上げられた年間テレビ番組数（ニュース報道は除く）
……知事就任前の H20 は年間 115 件だったが、H24 以降、毎年 1,000 件以上突破を継続！ 平成 28 年度は年間 1,024 件！！
■観光地のトイレ整備……H21 就任以来、県内 197 か所を整備！ ■公衆無線 LAN 整備……H28 までに県内 228 か所に設置！
■外国人観光客の拡大（H28.観光入込客数は過去最高の 1 億 7,765 万人。宿泊客数は 1,738 万人で、外国人宿泊客数は 16 万人増加！）
……特に台湾からの訪⽇教育旅⾏の学校・学生数は、知事就任前 0 件 → H28 は 29 校・1,220 人まで拡大！

森 田 健 作 後 援 会

ご 入 会 の ご 案 内

年会費はお一人５，０００円となっておりますので、森田健作を応援いただきますようお願いいたします。
ご入会を希望される方は、氏名、住所、電話番号、所属団体（会社名）、口数、合計金額をご記入の上、下記ＦＡＸまで。

ＦＡＸ／０４３-２３９-９５４９
年会費は、右記の銀行口座までお振込ください。
お申込名とお振込名は、同一の名義でお願いいたします。
（同一でない場合は確認が取れないため、ご協力をお願いいたします）

会費／年額 ５，０００円

【銀行振込】千葉銀行 中央支店
振込先
口座番号：（普通） ４１１６６２２
口座名：森田健作後援会

