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億円︵県試算・
︶経済効果

◆◇室内競技の練習拠点

障がい者スポーツレクリエー

建築から 32 年たち、老朽化が進む障がい
者スポーツ・レクリエーションセンター。
冷暖房設備もなく、
早急な改善が必要。

【Proﬁle】
町立見明川小、市立見明川中出身、県立市川東高校、
駒沢大学を卒業後、富士
（現みずほ）
銀行に入社
（16 年勤務）
。
2007 年 4 月千葉県議会に出馬し初当選。2011 年 5 月再選、
2015 年 4 月 3 選を果たす。総合企画水道常任委員会。
党千葉県議会議員会政調会長。
党千葉県連組織委員長。

千葉県議会議員
◆総経費

からの訪問に限ったことではあり
ません︒
むしろ近隣地域から﹁気軽
に行ける観光地﹂として認知される
ことは︑観光産業の安定化という観
点からも非常に重要です︒
千葉へのアクセス利便性の向上
を最大に活かし︑積極的に集客を行
うよう求めました︒

◆◇長期滞在促進・東京湾活用

観光課題の
解決を急げ

Vol.39

千葉県では︑周遊型・滞在型観光
ションセンターの環境改善を
客の増大を観光施策の課題と捉え︑
東京五輪のパラリンピックでは︑
取り組んで来ています︒
今回の質問
県内で４競技が行われます︒
それに
では︑具体的な活動を確認するとと
向け︑アスリートたちの育成も強化
もに︑ビッグデータの観光活用を提
されていますが︑県の支援が後手に
言しました︒
観光客のニーズや動向
なっていると言わざるを得ません︒
を︑データに基いて解析し︑現場の
特に千葉市稲毛区にある県スポー
市区町村に提供するなどの支援は
ツ・リクリエーションセンターは︑
非常に有効です︒
千葉の魅力を存分
障がい者アスリートたちの練習拠
に味わえる周遊プランや滞在型観
光の商品企画にも役立つはずです︒ 点であるものの︑以前から要望され
ている環境改善がなかなか進んで
以前から提言している東京湾
いません︒
ツーリズムは︑昨年度の実証実験に
障がい者スポート団体や浦安市
基づき︑事業者が海上観光を始めて
からも要望が出ていることを指摘
います︒
この結果も踏まえ︑五輪に
し︑空調設備一台からでも︑できる
向けた東京湾の積極的な観光活用
ことから着手する必要があります︒
を要望しました︒
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東京五輪まであと２年余り︒
複数の競技が開催
される千葉県も準備を進めています︒
開催に
向けた会場整備︑選手団の滞在施設など︑
直接的な準備だけでなく︑交通の利便性
向上︑インバウンド対応︑バリアフリー
の推進など︑千葉県という都市のあり
方を︑大きく見直すチャンスでもあ
ります︒
今回の一般質問でも︑観光と障が
い者スポーツについて取り上げ︑五
輪を契機に千葉の可能性を最大限
に拡げるよう︑
提言しました︒

９月議会
一般質問報告
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◆◇観光振興について

道路整備の進展を
近隣観光客誘致に
五輪を前に︑首都圏全体の交通網
整備が進展しています︒
今年２月︑
神奈川県横浜市金沢区から東京〜
埼玉〜茨城を経由し木更津市に至
る圏央道が開通しました︒
また︑常
磐道と首都高湾岸線・東関東道を
南北に結ぶ外環道の三郷南〜高谷
間が︑来年度には開通する見通しと
なっています︒
五輪開催による観光振興は︑
海外

県議会報告
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五輪で拡がる
千葉の可能性
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パスポート事務
権限委譲の拡大

県天下り社長より
現役職員の登用を

を図り︑千葉の
﹁強い﹂
経済を維持・ 市町村又は圏域での確保を目標に
発展させるよう引き続き取り組ん している︒
現在市町村が計画策定を
でまいります︒
進めており︑それを待って適切な療
育支援を受けられるよう検討する﹂
◆ 働き方改革について
︵健康福祉部長︶
とのことでした︒
利用者が使いやすい施設をつく
るという観点を踏まえ︑支援するよ
う要望しました︒

働き方改革へ
中小企業の支援を

障害児通所支援事業
所拡充に県の支援を

その手段のひとつとして︑長年提言
しているのが民間からの社長登用︒
県は一貫してその必要はないとの見
解です︒
今回は︑角度を変え︑県ＯＢ
が 慣 習 的 に 社 長 に 天 下 る の な ら︑
いっそのこと︑バリバリ働ける現役
職員を派遣してみてはどうかと提言
しました︒
予想どおり︑変える気のな

水道行政の推進に
民間活用を

い答弁でしたが︑この経営体質こそ
千葉経済センターが県内企業を ◆東葉高速鉄道について
が︑東葉高速鉄道のリスクだと私は
対象に︑働き方改革の取り組み状況
考えています︒
を調査しました︒
その結果︑大手企
今年３月に 年続いた集中支援期
業の約６割が改革に取り組んでい
間が終了しましたが︑未だに長期収
るものの︑中小企業では２割弱であ
日本一の負債額を抱える鉄道第三 支計画が策定されず︑新たな支援策
ることが判明︒
県はどのように中小
これが
経営破綻し が決まっていない状況です︒
企業の取り組みを促進していくの セクター東葉高速鉄道︒
た﹁かずさニュータウン﹂のような道 民間企業なら考えられない﹁甘さ﹂と
か質問しました︒
取り組みが進まない理由として を辿らないように︑自立に向けた計 指摘せざるを得ません︒
社長人事も含め︑引き続き︑粘り強
﹁知識︑情報︑人材︑資金の不足が考 画的な経営支援と︑思い切った経営
く経営改革を求めてまいります︒
えられる﹂
との答弁︒﹁セミナー開催︑ 改革が必要です︒
アドバイザー派遣︑シンポジウム開
平成 年度までに全市町村への移譲
催︑策定中の﹃第４次ちば中小企業 総合企画水道
を目指していますが︑現段階ではか
元気戦略﹄に重要施策として盛り込 常任委員会
なりの数が︑翌年度以降に持ち越さ
む﹂
︵商工労働部長︶などして促進を
れる予定です︒
図るとのこと︒
市区町村をサポートし︑移譲を進
県内企業の ・８％を占める中
めるよう要望しました︒
小企業の取り組みなくして︑千葉の
昨年７月︑県内でもいち早く浦安
働き方改革が進む訳がありません︒
その便
支援を積極的に行い︑ワーク・ライ で始まったパスポート事務︒
フ・バランスがとれた県民生活を 利さは︑市民のみなさんが一番実感
されていることと思います︒
現在移
平成 年度水道事業の事業報告書
実現するよう要望しました︒
譲が決定している市区町村は８団体︒ に︑運営基盤を強化するために
﹁民間
◆重症心身障害児の支援について
活力の活用による事業推進﹂と明記
されています︒
民間の力を行政に活かすことは︑
非常に重要と考えておりますので︑
具体的な内容を確認しました︒
﹁今後拡大する管路の更新や整備の
需要に対応するため︑現場における
工事や施工状況等の確認の業務を︑
可能な限り民間に委託し効率化を図
る﹂︵計画課長︶
とのことです︒
整備推進を図るとともに︑成果を
測定し︑他の事業にも活かせるケー
ススタディになればと考えます︒
重症心身障害児や日常的に医療
的ケアが必要な児童・生徒を受け
入れる通所施設が全国的に不足し
ています︒
今年︑
浦安市内の施設を視
察しましたが︑こうした事業所の拡
大と運営に支援が必要であると痛
感しました︒
県の見解を問いました︒
﹁３月の国の指針では︑重症心身障
害児に適切な療育支援を行うため︑
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予算委員会
３月の知事選挙を終え︑３
期目の森田県政がスタートし
ました︒
予算委員会では︑２月
議会の骨格予算に︑事業費な
どが肉付けされた補正予算案
に対し︑
質疑を行いました︒

一般質問では︑オリンピック

いて質問を行いました︒

◆千葉県経済について

既存産業振興と新規
産業支援を同時に

強い経済は︑千葉のポテンシャル
を支える基礎体力とも言えます︒
現
在の本県経済の状況は︑個人消費が
緩やかに持ち直しつつあることな
どから︑緩やかな回復傾向にあると
いえそうです︒
しかし︑長年千葉の経済を牽引し
てきた京葉臨海コンビナートを中
心とする素材・エネルギー産業は︑
の国際競争の激化でかつての活力
を失いつつあり支援が必要である
と指摘しました︒
また︑経済発展のためには︑新た
な産業の創出が必要であり︑県の考
﹁健康・医療分
えを確認しました︒
野を中心に︑育成を図って行く﹂︵森
田知事︶
ということ︒
既存産業の存続と新規産業育成
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アドレスや電話番号読み込み

〒279-0022 浦安市今川 4-2-2-1

矢崎けんたろう事務所

Tel 047-720-0929

Fax 047-720-0939

県政相談受付

Web http://yazaki-kentaro.jp

Mail info@yazaki-kentaro.jp

県政に
あなたの声を

http://www.yazaki-kentaro.jp

WEB サイトからバックナンバーをご覧いただけます。
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９月議会
一般質問報告

関連以外にも︑以下の項目につ

千葉県議会議員矢崎けんたろう（浦安市選出）議会報告 Vol.39

