
千葉県総合計画「次世代へ飛躍 輝け！ ちば元気プラン」の総仕上げの年として、
「くらし満足度日本一」の千葉の実現に向けた取り組みを推進します。
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令和２年度予算が成立！ 一般会計歳入歳出 1兆8,195億円

コロナウィルス関連

くらしの安全・安心の確立
● 一部損壊住宅への支援
　令和元年の台風等での被災者生活再建へ、これまで対象外の一部
　損壊住宅の修理に最大50万円を助成

40億円

● 被災農業施設等復旧支援
　台風等で甚大な被害を受けた農業用ハウス等の再建・修繕や撤去
　費用、さらに強化・補強経費を助成

269億950万円

● 備蓄物資整備
　台風等による備蓄品消耗分の補填、賞味期限分の更新、備蓄計画
　見直し後の増強

1億5,000万円

● 交通安全施設整備
　交通事故死者数全国ワースト脱却へ、歩道の整備や交差点の改良、
　信号機の設置等を推進

90億5,602万円

千葉の魅力発信
● 国内外に向けての魅力づくり
　本県の魅力向上と国内外への魅力発信の強化として、広報や県産
　品販促、おもてなしへのソフト・ハードの推進

16億4,706万円

商工業の振興
● 挑戦し続ける産業づくり
　積極的な設備投資、企業誘致、次世代事業承継、起業や新産業振
　興など本県産業のさらなる活性化を推進

1,934億3,384万円

● 経済の活性化を支える人づくり
　雇用の確保と人材育成、働き方改革の推進、多様な人材の登用や
　再就職の支援などを促進

20億3,329万円

農林水産業の振興と社会基盤づくり
● 土地改良事業
　生産基盤整備や経営体育成基盤整備、地すべり対策等の農地保全・
　災害対策を推進

159億230万円

● CSFワクチン接種事業
　CFS（豚熱）の感染を予防するため、県内養豚農家などを対象に、
　ワクチン接種を行う

2億650万円

● 道路ネットワーク事業
　圏央道や北千葉道路など、多様な交流・連携を支える道路ネット
　ワークの整備を強力に推進

657億6,453万円

文化・スポーツ・環境施策の推進
● 野生鳥獣や外来種等からの被害防止への総合的な対策
　有害鳥獣等の捕獲や被害防止策、外来種の駆除・防除・調査など、
　総合的に対策を推進

12億3,172万円

● アスリート強化・支援
　障害者も含めた本県にゆかりのある選手の競技力向上への取り組み

2億2,000万円

● 循環型社会推進や省エネルギー設備導入促進
　新たに食品ロスを含め循環型社会推進への普及啓発や、住宅用省
　エネ設備促進助成に窓の断熱改修を追加

3億1,635万円

子ども・子育て世代への支援の充実
● 私立高等学校等無償化、入学金軽減事業補助
　全額補助：年収640万円未満世帯、2/3補助：750万円未満世帯
　に拡充し、所得の低い世帯に15万円の入学金軽減

110億1,100万円

● 学校におけるいじめ・不登校対策の推進
　スクールカウンセラー、ソーシャルワーカーの増員、SNS相談の対
　象に中学生を加え、開設期間を延長

9億3,954万円

● ひとり親家庭等医療費助成事業
　ひとり親家庭への医療費助成を現物給付に変更

4億8,300万円

福祉・医療の充実
● 介護人材確保対策
　介護人材の確保と定着を図るため、マッチングやキャリアUP研修、
　外国人材就業促進等を強化

3億3,654万円

● 重度心身障害者(児)医療給付改善
　重度心身障害者(児)の医療費負担を軽減するための助成制度で
　新たに精神障害者も対象に追加

45億円

● 医療環境の充実
　医師や看護師等を確保するための修学資金貸付や院内保育所運
　営費助成、救急電話相談の相談時間延長など

21億7,588万円

● 保育士処遇改善・保育対策総合支援
　待機児童解消に向けて、保育士の処遇改善や保育環境の整備を拡充

26億6,617万円

● 児童相談所の機能強化・児童虐待防止対策強化
　児童相談所の職員増員や環境整備、児童虐待の未然防止や早期
　発見等を拡充

9億6,522万円

生活福祉資金貸付制度
（特例）

生活支援臨時給付金
（仮）★

【緊急小口資金】（休業で一時的な資金が必要な方）
　保証人不要＆無利子　20万円以内
【総合支援資金】（失業により困窮し、生活再建が必要な方）
　2人以上世帯 20万円以内、　単身世帯 15万円以内

市町村社会福祉協議会

総務省

雇用調整助成金
（特例）

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業
手当に要した費用の一部を助成（全業種）
※緊急対応期間　助成率：4/5（中小）、2/3（大企業）他　
※対応期間　4/1～6/30

収入（2月～6月の任意の月）が減少した世帯
1世帯当たり30万円

売上が前年同月比で50%以上減少した事業者
中堅・中小企業（法人）：上限200万円　　個人事業主：上限100万円

千葉労働局

小学校休業等対応
助成金・支援金

小学校等の臨時休業に伴い、保護者として子供の世話をする労働者に有給
休暇取得をさせた事業主へ、また契約した仕事ができなくなった個人で仕
事をする保護者への支援

学校等休業助成金・
支援金等
相談コールセンター

♯コロナに負けるな
!

★会社や学校を休む
★外出を控える

新型コロナ？
　と思ったら まず

♯Stay Home

感染症病床に入院 一般病院・自宅療養・経過観察

相談・受診の目安
37.5度以上の発熱・咳など風邪症状

4日後 2日後 すぐに

一般の人
（子ども含む）

かかりつけ医
など

強いだるさ
息苦しさ

電話相談窓口
（コールセンター）

0570（200）613
24時間対応
土・日・祝含む

リスクの高い人
高齢者

基礎疾患あり
妊婦

相 談相 談 受 診受 診

受 診受 診

検査「陽性」検査「陽性」 検査「陰性」検査「陰性」

千葉県制度融資
（セーフティーネット資金）

新型コロナウイルスの影響により売上減少している中小企業・小規模事業
者の資金繰り支援
（1）一般枠 ＋ （2）市町村認定枠4号・5号 ＋ （3）危機関連保証枠はそれ
ぞれ併せて利用可能

千葉県産業振興センター
各金融機関

中小企業金融・給付金
相談窓口

納税の猶予・減免

持続化給付金★

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税において申告所
得税（及び復興特別所得税）にかかる申告期限が延長されたことに伴い、個
人事業税の申告期限を4/16（木）まで延長。
また、県税を一時に納付できない場合、申請により、原則として1年以内の
「徴収の猶予」「換価の猶予」が受けられる場合あり。

国・県・市の
税務担当課

運転免許更新の
緩和措置

更新期限が令和2年3月13日～7月30日の方は、失効する前に、運転免許
センターや警察署等に申し出の上、「更新手続開始申請書」を提出により、3
か月間延長で運転が可能。
また、失効した場合は、学科・技能試験を受けることなく再取得可能。

千葉運転免許センター
流山運転免許センター

帰国者・接触者相談センター　最寄りの健康福祉センター（保健所）　平日（9時～17時）

帰国者・接触者外来　感染が疑われる方が受診できる病院（県内５１か所・非公開）
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生
活
支
援

個
人
で
申
請

休
業
補
償

資
金
繰
り

貸 

付

給 

付

融 

資

給
付

助
　
成

経
営
支
援

そ
の
他

★補正予算成立が前提。 随時変更していますので詳細及び最新情報をご確認ください。主な支援策

受診・検査の流れ



「持続可能なちば」をテーマに、SDGｓやダイバーシティの推進、防災・防犯強化、
医療・福祉・子育て支援、県内経済活性化、安全安心なまちづくりなど、10項目にわたり一般質問を行いました。
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　令和3年度の更新時に併せ、「チーパス」
がアプリ化となります。 さらに、結婚～妊
娠・出産、子育てのライフステージごとの支
援情報の配信や、市町村の結婚支援施策の
検索、マップ上での子育て関連施設の検索
機能等も付加の予定です。

　令和元年度に開始したLINEによる高校生
を対象とした「SNS相談」を継続し、令和2年
度は、中学生も対象に追加し、開設期間を令
和2年4月下旬～令和3年3月末の週2日及び
長期休暇中(予定)に延長します。

　　現　　行
・公共の場所又は
　公共の乗物

・6月以下の懲役又は
　50万円以下の罰金
【常習の場合】
・1年以下の懲役又は
　100万円以下の罰金

　　　　　　改　　正　　後
・公共の場所又は公共の乗物
・不特定又は多数の者が利用、出入りするこ
  とができる場所又は乗物
・浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣類
  の全部又は一部を着けない状態でいる場所
・住居

・1年以下の懲役又は
　100万円以下の罰金
【常習の場合】
・2年以下の懲役又は
　100万円以下の罰金

公明党の推進で実現しました！

「誰一人取り残さない」千葉の実現を!!

横山秀明がこれまで議会で取り組んできた、主な政策提案。

296号八千代バイパス 県道201号大和田停車場線 印旛沼流域下水道の不明水対策
【地域問題について】

答
　
弁

　佐倉市～八千代市間の全事業
5.2㎞のうち、残る八千代市内の
1.5㎞では、現在、用地取得率が
93％であり、まとまった用地が取
得できた箇所から、橋梁工事や道
路改良を実施中。 残りの用地を取
得するとともに、八千代市と連携
し、事業の推進に努めます。

　当該区間での歩道整備には用
地確保が必要ですが、人家が連
担しているため多くの費用と時間
がかかる。 そこで、路肩のカラー
舗装や、減速を促す区画線の設
置などを実施するとともに、今後
は側溝蓋の改修やカラー舗装を
実施し、歩行者の安全通行の確
保に努めます。

　関連13市町での不明水対策会
議を設置し、平成30年度には5カ
年の不明水対策計画を策定。  また
県では、不明水の多い地区を特定
するための流量調査を行い、その
結果を市町村が行う不明水対策の
実施に活用。 
　さらに、大雨時での処理場やポ
ンプ場の効果的な運転方法の検討
を進めながら、ポンプ性能の向上も
図ります。

　視覚障がい者や高齢者等の横断を支援する信号
機の整備状況と方針について質問しました。

　県内699か所の対応型信号機のうち、音響式信
号機＝578か所、高齢者等感応信号機＝243か
所、両機能を装備＝122か所（平成30年度）を整
備。 また、スマートフォンに信号情報を提供し、交差
点名や横断方向などを音声により案内して視覚障
害者等の横断を支援する新たな歩行者等支援情報
通信システム「高度化
PICS（ピックス）」を令
和元年度に１か所試験
的に整備して、更なる整
備の要否を検討してい
きます。
※「高度化PICS」信号機は、四街道消防署前交差
　点に設置されます。

質
　
問

妊孕性の温存(精子・卵子保存)
治療費の助成

がん患者医療用補正具
（医療用ウイッグ等）購入費の助成

アピアランスケア
（がん治療に伴う外見ケア）の推進

【がん対策について】

答
　
弁

　がん治療において妊娠の可能
性を残すことは、子どもを望むが
ん患者が、将来に希望をもって治
療に取り組めるものと考えます。
妊孕性の温存には、がん治療医と
生殖医療専門医が連携して治療に
当たることが重要のため、まずは
生殖医療に取り組む医療機関から
現状と課題の把握に努めます。

　千葉県がん患者団体連絡協議
会の構成団体等から伺った、がん
患者の支援についての御意見や
要望、他の自治体の取組状況等
を参考に検討します。

　アピアランスケアの相談は、現在、県が
んセンター及び県内のがん診療連携拠点
病院に設置された「がん相談支援セン
ター」にて個別対応しており、今後は県が
ん情報サイト「ちばがんなび」や、千葉県
がんサポートブックで情報を掲載し、アピ
アランスサポートセンターの開設につい
て引き続き研究します。

　若者世代のがん患者が増える
中、治療で妊娠の可能性を失わ
ないように、妊孕性の温存が注
目されている。しかし、不妊治
療費助成の対象外で高額のた
め、本県でも取り組むよう質問
しました。

　これまで何度も県議会で取り
組むべきと訴えてきたが、全国
での助成の広がりは、ニーズが
増えて支援の必要性が高まって
いる証左であり、本県としてど
のように取り組むのか正しまし
た。

　アピアランスケアは、国のがん対策推
進基本計画の3本柱に位置付けられ、が
ん患者の公衆浴場での入浴着着用や、オ
ストメイトの入浴への理解を周知、運転
免許の写真で帽子の着用可など、支援が
拡充。 本県でのサポートの体制強化とサ
ポートセンターの開設を訴えました。

質
　
問

答
　
弁

質 

問

【バリアフリー対応型信号機の整備について】

　高齢化による「老障介護」、「親亡き後」の社会問題化により、昼夜を通じた「日
中サービス支援型」グループホームが創設された。地域移行への推進に期待もある
が課題も多いと聞く。そこで、本県の設置状況と課題認識について確認しました。

　本県の設置状況は６事業所(令和元年11月現在)。 バリアフリー化や特殊浴槽等の
整備など事業者負担が大きいことが課題の一つであり、県では国庫補助基準額の引
き上げ等を国に要望しています。

答
　
弁

質
　
問

【障がい者のグループホームについて】

　八千代市内を東西に横断する国
道296号線では、勝田台駅周辺の
慢性的な渋滞を解消するため、バ
イパス整備が進められている。 整
備開始より30年が経過し、早期開
通が強く望まれていることから、進
捗状況を確認しました。

　京成線の踏切～国道 296 号と
の交点までの同県道は、市におい
て都市計画道 3・3・7 号大和田
駅前萱田線の整備道路として見直
しているが、大和田駅北口地区ま
ちづくりと一体的な整備計画のた
め長期未整備状態である。 
　そこで、可能な安全対策の実施
を訴えました。

　6年前の台風26号により、平戸
地区の印旛沼流域下水道幹線の汚
水マンホールから不明水を含む汚
水が溢れ、農業被害と路面破損が
発生し、平成28年9月定例会で対
策を訴求した。
　昨年10月25日の大雨で再び同
様の被害が発生したため、対策の
進捗状況を確認しました。

　近年、多様な性のありようを認める機運が高ま
る中、同性パートナーシップの公認や、公立高校
入学願書の性別欄廃止など、配慮への取組みが全
国に広がっている。投票所入場券の性別表記につ
いて、県内市町村の現状と県選挙管理委員会の取
組を正しました。

　昨年の参議院選挙における県
内市町村の状況は、54団体のう
ち、性別表示なし＝8団体、記号等
で表示=43団体、表示=3団体で
あり、今後も周知に努めます。
　投票時に当事者が嫌な思いを
しないよう、性別表記や投票所で
の本人確認においては適正な対
応が千葉県下全域で行われるよ
う要望しました。

答
　
弁

要
　
望

質
　
問

【投票所入場券の性別表記について】
「子育て応援！ チーパス」アプリ化 「県迷惑防止条例」の改正 ※施行期日：令和2年7月1日

「県青少年健全育成条例」の改正
　　　　　  　※施行期日：令和2年7月1日

「SNS相談事業」の拡充

《改正内容》
自らの児童ポルノ（画像や動画など）の提供を要求する行為を規制する。
（1）青少年に対する自画撮り要求行為一般を禁止する。
（2）自画撮り要求行為のうち悪質な手段・方法の場合は、
　  罰則（30万円以下の罰金又は科料）を設ける。

《改正内容》（1）盗撮・痴漢行為の明文化　（2）盗撮行為の規制
● 規制場所の拡大

● 罰則の強化
現　　行 改　　正　　後

議会質問内容は、
「千葉県議会インターネット中継」
からご覧ください。
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