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        第４回千葉県経済活性化推進会議結果概要 

 

                    平成１７年７月２７日（水）  

                    １５：０５～１７：００ 

                    ｵｰｸﾗ千葉ﾎﾃﾙ 3 階｢ｳｨﾝｻﾞｰ｣ 

 

 

１．開     会   （進行：麻生経済政策課政策室長）  

 

２．千葉県商工会議所連合会 千葉会長あいさつ 

   発起人団体を代表してごあいさつを申し上げます。 

   本日の会議においては、報告事項を含めて５本の議題と 後に意見交換も予定さ

れております。 

マクロの経済情勢については、いろいろ問題を残しているものの総じて回復のス

テージにあると言われておりますが、千葉県を中心とした地域の経済の動向につい

ては、今後、掘り起こしていかなければならない様々な課題が存在しています。 

県を中心として活性化を図った一つの例が「観光」ですが、これからは、いわゆ

る経済団体だけでなく、農業団体、水産団体を含めたオール千葉県の連携の中で経

済活性化の向けた取組を進めていくことが重要です。 

ご出席の皆様には、それぞれのお立場から経済の活性化について日ごろからご検

討いただいていることを、ご意見としてお出しいただきたいと思います。 

幅広いご意見をいただくことができるものと思いますが、出来るもの、出来ない

もの、すぐにやるべきもの、戦略的に位置付けながら検討を深めていくものなど、

様々な課題を整理しながら検討していくことができればと考えておりますので、ご

協力をお願いいたします。 

 

３．知事あいさつ 

 本日はお暑い中、お集まりいただきありがとうございます。 

これからの千葉経済をどうしていくかということは、単線ではなく複線、複々線、

二次元ではなく三次元という位に錯綜しており、入り組んだ新たな道に踏み込んで

いくような時代性を感じております。 

今朝は、フランスから４人のお客様がお見えになり、知事室で３０分以上お話を

しましたが、この方々は世界で４番目に大きい種苗の企業の方々で、ぜひ千葉で農業

関係の事業を展開したい、自分たちの種苗の日本での販売拡張を千葉で行いたい、と

いうことでお見えになって、大変細かいことにまで関心を持たれていました。 

私が知事に就任してから、シャネルが千葉に進出し、同社社長のコラスさんが、
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今度はイケアという家具屋さんを連れてくる、といったように次々とヨーロッパの企

業が進出してきていますが、今回の話は、こうした流れとは全く無関係にフランスか

ら千葉にターゲットを絞ってきたものです。 

しかも単に農業のことだけではなく、千葉県における重工業などの製造業の話や、

大学はいくつあって、いくつが農業関係の研究を行っているのか等、自分たちの事業

展開に関連する広範な情報を求めており、日本の研究者と一緒に研究開発を進めたい

との意向を持っておられました。 

ドイツからも同じようなアプローチがあり、ドイツのデュセルドルフの方たちが、

これからは、東京ではなく、２１世紀型の新しいダイナミズムを感じさせる千葉だと、

おっしゃっていました。デュセルドルフは市ですが、古くからの産業都市であり、Ｅ

Ｕにおいても中心的な役割を果たしているところです。こうしたところが、今、千葉

に目を向けつつあるということを実感しました。 

単に企業の立地を図ればよいというものではないと、この頃はつくづく思っていま

す。今日お会いした種苗のフランス企業は、日本の大学とどうコラボレイトできるか

を考えているわけです。 

県でもこれから、徹底して現場の皆様からお話を伺いながら、中小企業を中心にど

うやって元気な千葉県の産業の方向性を確立していくのかを探っていかなければな

らないと考えています。その方向性は単純なものではないと思いますが、それがどん

なに複雑な方程式であるとしても、そこにあらゆる因子を入れて、国内の他の都道府

県、市町村との地域間競争や、国際間の競争に耐えるような展開をしていかなければ

ならないと思います。 

昨日はつくばエクスプレスの試乗をしてまいりました。これで柏の方は交通の便が

さらに便利になってくるわけですけれども、物流の問題も、これから新しい課題とな

ってまいります。 

本会議は、大きな時代の流れの中で、県内経済の担い手が結集・連携・協力してい

くためのステージとして設立されたものですが、一昨年の設立以来、「千葉県経済活

性化宣言」の決定や、中小企業活性化、新産業創出、産業人材育成、規制緩和の４つ

の専門部会における施策展開の検討など、多くの活動を行ってまいりました。 

この間の様々な具体的取組につきましても、観光関係者の結集による「観光立県ち

ば推進協議会」の発足、県内金融機関が主導する千葉県版ＣＬＯによる融資、京葉臨

海コンビナート特区の始動、ちば若者キャリアセンターの開所、千葉県ＩＴフロンテ

ィア産業支援協議会の設立など、数多くを挙げることができます。 

そして、なにより重要なことは、これらの取組は、産業界と大学、行政、ＮＰＯな

ど、様々な団体の連携協力によって実現したものであるということです。多様性の下

での新たな連携は、これからの時代を拓いていくキーワードです。 

そして、この連携により新しい付加価値をいかに付けていくかが、大きな課題です。

今日お会いしたフランスの企業も本来は農業が専門ですが、それをバイオテクノロジ

ー、バイオエンジニアリングとどのように連携して日本で展開していこうかという大

きなビジョンを持たれているわけです。 
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後に、２点、ＰＲをさせていただきたいと思います。１点目ですが、明後日の２

９日に高輪のプリンスホテルで千葉の食材のＰＲのための「千葉の夕べ」の開催を予

定しています。この催しには、食品業界の社長さんや部長さんたちをお招きして、千

葉での食品関係の工場の立地、あるいは千葉の食材を使っていただくための商談、そ

ういった具体的なビジネスを展開させていただきたいと考えています。 

もう一つ、ぜひともお願いをしたいのは、パンフレットをお配りしましたが、東京

湾アクアラインの利用促進キャンペーンについてです。アクアラインの利用料金が、

夏の２か月の間、月曜から金曜まで夜は５０％引きということで、夜の８時から朝の

６時まで、ＥＴＣを使った場合だけですけれども、千円になります。 

今回のキャンペーンは、アクアラインの恒久的な料金として千円まで値下げできる

かのテストケースとして実施されるものであり、何とか成功させたいと思っています

ので、アクアラインの積極的な利用やキャンペーンのＰＲをいただくなど、皆様のご

協力をお願いいたします。 

 

４．議   題（座長：知事） 

（１）本県経済活性化戦略の展開について（報告事項） 

◎資料１「本県経済活性化戦略の展開」に基づき、２００５年度における経済活性

化に向けた県の施策展開について飯田商工労働部長から報告 

 

（２）千葉県企業立地の促進に関する条例について（報告事項） 

◎資料２「企業立地の促進に関する条例、基本方針及び補助制度の概要」に基づき、

本年４月に施行した企業立地の促進に関する条例及び立地促進方策等について、

河野企業立地課長から報告 

 

（座 長） 

   限度額５０億円の助成を認めることとなったが、それは無条件にではなく、投

資額や雇用者数などの条件が課してある。この適用第 1 号が日立、東芝、松下の

３社の合弁企業による茂原のディスプレイ工場だが、このケースでは、投資が 1

千億円を超え、雇用も５００人をはるかに超える計画となっている。また、こう

した工場等の新たな立地に際し重要となるのは、既存産業への波及効果であり、

周辺の既存産業の製品等が資源として活用されるよう、県としても紹介の役を果

たすなど積極的な活動をしていきたいと考えている。 
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（３）中小企業元気戦略(仮称)の構築について 

◎資料３「中小企業元気戦略(仮称)の構築について」に基づき、検討の進め方等に

ついて、武次経済政策課長から説明 

 

（座 長） 

   「中小企業振興に向けた研究会(仮称)の設置」の部分が一番の焦点になると思う。

資料では研究会の業務内容として、①中小企業の現状、課題の整理、②活性化方

策の検討、③県、市町村等の役割、④元気戦略、条例骨子案の作成の４つが挙げ

られているが、各々の検討内容や、この４項目以外に検討の必要なものはないの

か、研究会の名称はこれでよいのか等について、皆様のご意見を伺いたい。 

 

○県議会（伊藤農林水産常任委員長） 

成田空港周辺の企業誘致を進める際にネックとなるのが、工業用水が確保され

ていないということである。実際に相談もよく受けるのだが、地下水規制を受け

ている地域であり、物流系であれば問題ないが、製造業系の企業の場合には工業

用水の確保が大きな問題となってくる場合が多い。 

千葉県の地下水の採取規制は非常に厳しく、上水は単価が高いため、既存の企

業でも移転せざるを得ないというような状況にある。県の商工労働部や環境生活

部には従前から話をしているが、成田空港周辺地域の企業立地を促進していくた

めにも地下水の規制を見直していくべきではないか。 

地盤沈下の状況も比較的安定して推移しているようであるし、農業用水も地下

水への依存度が低下しているようである。内陸部への企業誘致を促進していくた

めにも、県全体の水施策を考えた上で、ある一定の地域において条件を付して地

下水の規制を緩和するといったことを考えるべき時期が来ているのではないか。 

    次に食品リサイクル法についてだが、国もこれに関して助成制度を設けている

が、東京圏の食品残渣の受入場所として千葉県の農業がターゲットとなっている。

千葉県の食品産業による残渣がどの程度の量かはわからないが、こうした残渣を

処理していく施設を整備しなくては、農村が単なるごみ捨て場になってしまう恐

れがある。現実に、東京の業者等から引き合いがあるようであるし、県行政とし

て、リーダーシップを取っていく必要がある。 

    さらに、企業立地を進めるために、各部の連携の下、都市計画法の規制緩和に

ついても考えてもらいたい。 

 

（座 長） 

    茂原の場合も工業用水が大きな問題だった。成田地域に、物流だけでなく製造

業の立地を進めるためには、工業用水の供給などの可能性を検討する必要がある

と思う。 

食品残渣については、バイオマスを使った処理が考えられ、農林水産省でもこ
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れを推進しているところである。また、本県では臨海部にリサイクルタウンをス

タートさせているが、食品のリサイクルについて、関連施設の集積をどこに図っ

ていくかが今後の検討課題となってくるものと思う。 

都市計画法については、富里などでも現実に課題となっているが、相談をしな

がら対応していきたいと考えている。 

 

（商工労働部長） 

    だいたい成田から西側、木更津から北側では地下水の採取規制がかかっている。

また、県や市町村が造った内陸部の工業団地にはほとんど工業用水が入っていな

いのが現状である。 

対応の方向としては①地下水の採取規制の緩和、②上水の工業用水利用(単価の

引き下げ)、③新たな工業用水の供給、の３つの方向が考えられる。どれも、簡単

ではないが、内陸部における水の問題は、企業誘致を進める上で大きなネックと

なっているのは事実であり、関連部局とも連携しながら、検討を進めてまいりた

い。 

 

（座 長） 

    短期的なものでなければ、現在、国において、２０年後３０年後を見据えた利

根川の水利用の検討が始まっており、千葉県としても、望ましい水利用のあり方

を見据えて、国と交渉していきたいと考えている。 

 

○中小企業家同友会（広浜代表理事） 

中小企業元気戦略の構築に向けて動き出すことをうれしく思う。 

一般の人たちの中小企業に対するイメージは決して良いものばかりではない。

中小企業の大切さを理解してもらうためにも中小企業の存在意義をはじめにきち

んと議論し、明確に打ち出すべき。 

一般の人たちの理解を深めることと、求められる中小企業に向けての中小企業

自身の自助努力の必要性の二つを振興条例に盛り込むことが重要である。 

 

  ○ちばＮＰＯ協議会（栗原幹事） 

一般的に中小企業をイメージした場合、ＮＰＯはその範ちゅうに普通は入って

いないのではないかと思うが、福祉分野をはじめ環境保全、まちづくり、社会教

育、地域活性化などのさまざまな分野で事業型のＮＰＯが非常に増えており、関

東経済産業局でもコミュニティビジネスの担当セクションはＮＰＯの担当が担っ

ている。これから中小企業の振興を図っていくわけであるが、その際には、ぜひ

ＮＰＯを含めた中小企業の再定義を願いたい。 

 

（座 長） 

    非営利の法人格を持った団体の経済活動というものは、大変活発になってきて
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おり、中小企業の振興といった場合、ＮＰＯなどの非営利団体をどうするのかは

大きな課題。改めて整理していくことが必要だと思う。 

 

  ○千葉産業人クラブ（宇居事務局長） 

  県として、中小企業の振興を図っていくために、今後どれだけの予算を投入で

きるのか伺いたい。 

 

（座 長） 

  中小企業の振興に向けての予算ということだが、それは、これから展開される

議論によるものと考えている。 

 

（商工労働部長） 

これから中小企業の振興施策を検討していく中で、既存の施策の見直しも必要

であろうし、新たな振興策の一部については、年度末の振興のための戦略の策定

を待たずに、来年度の当初に前倒しの形で組み込むようなこともあるかもしれな

い。 

 

○千葉産業人クラブ（宇居事務局長） 

中小企業と一口に言っても、商業もあれば製造業もあり、振興のベンチャー、

古くからの会社もある、というように様々である。中小企業と大きく括るのでは

なく、細分化して検討することが必要ではないか。 

 

（経済政策課長） 

課題や施策の中には、中小企業に共通するようなものもあれば、業種等で分け

た方が良いものもあると考えられるので、研究会の中で、よく議論をいただき整

理していきたい。 

 

○中小企業団体中央会（坂戸会長） 

中小企業の置かれている状況は、業種、業界、地域などにより様々であり、ま

た、国等においても幅広い中小企業振興施策の展開がなされている。中小企業振

興に向けた研究会の検討項目も多岐にわたると思うが、これらの検討をどんな形

で進めていくのか。例えば、いくつかの部会に分けて検討を進めるといった考え

はないのか。 

 

（経済政策課長） 

検討の進め方のついても、研究会において議論をいただきたいと考えており、

必要があると判断されれば部会を設置して検討を行っていくことも考えられる。 
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  ○千葉県商工会議所連合会（千葉会長） 

経済といっても、行政の様々な分野に係わってくる。県の場合でも、商工労働

部だけでなく、農林水産部や、健康福祉部、総合企画部、人材育成という面では

教育庁などにも関係が出てくるが、商工労働部が中心となり必要な調整を図るこ

とが必要である。 

また、研究会の検討テーマには、戦術的に短期的な対応が求められるものもあ

れば、戦略的に長期的な対応を図ることが必要となるものもあるであろうし、限

られた特定の分野に係る支援策の検討やその順位付けなども必要になってくると

思われる。 

 

 （座 長）  

本日も、商工労働部、農林水産部の両部長が参加しているが、県庁としては出

来る限り横断的な対応を図っていきたいと考えている。 

 

  ○元気印の会（柳内会長） 

    景気を良くするには、土地に対する規制の撤廃を行うことが必要。とりあえず

市街化調整区域の規制をできるところから撤廃していってもらいたい。そうすれ

ば、必ず景気がよくなり、中小企業も元気になると思う。 

 

 （座 長） 

土地に対する規制については、各地で問題が生じてきていると認識しているが、

規制の緩和等には十分な検討が必要である。県土整備部も含めてどういった部分

で規制緩和が可能かを検討していきたい。 

 

 （商工労働部長） 

    規制の緩和等については、企業からのヒアリング等を踏まえ、一昨年、昨年と

検討を行ってきた。工場の緑化の問題をはじめとして、各部局と調整を進めてい

るが、規制には理由があり、単に経済活動の支障になるからといって簡単に緩和

することができるものではないが、今後も、粘り強く調整を図っていきたい。 

 

  ○千葉県経済同友会（早川代表幹事） 

何を議論するかがはっきりしないと、どう分けて検討するか、などと言っても

解かりにくい。 

これまでの議論に関し、個人的な意見を２点申し上げる。工業用水の問題につ

いては、上水の利用や、新たな工業用水の供給力向上に努めるべきで、それがで

きないのであれば、水を使う食品産業等は千葉県内陸部の立地に適さないと考え

るしかないのであって、そうした地域では水を使わない企業の誘致に力を注ぐべ

きである。 

中小企業の元気戦略については、中身がこれから決まっていくものであり、現
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時点では何も言えないが、だめな企業をいたずらに生き延びさせるための救済で

はなく、前向きな中小企業を後押ししていくものとしてほしい。厳しい経済原則

を踏まえて、今後、中小企業がどうあるべきか、と言うことが織り込まれた条例

としてもらいたい。 

 

 ○京葉銀行（綿貫頭取） 

    銀行の立場で見ていると、業界の中でも元気のいい企業とそうでない企業とが

見えてくる。 

一世帯当たりの人数の低下や女性の社会進出に伴い、素材より惣菜が売れるよ

うになってきており、素材を並べて売っているところはジリ貧になっている。 

    また、鳥インフルエンザの問題から鶏舎なども大型で無菌のものへと変わって

きているし、野菜なども工業化の進展が著しいが、これも大型の設備が必要にな

ってきている。 

日本の社会構造が急激に変わっているという認識が大事であり、過去の延長線

上でビジネスが進むと考えることに無理がある。 

 

（座 長） 

    今回は白紙の状態で、経済界や企業の方々からご意見をいただこうとしている

ため、漠とした感じを与えてしまっているが、今後の進め方について整理をした

い。 

先ほど千葉会長からもご意見をいただいたように、戦術的な部分、戦略的な部

分、類型化するもの等々、検討していかなければならない事項は多岐にわたるた

め、それぞれを検討する部会のようなものを設置し集中して検討を進めていくこ

とが必要ではないかと思う。 

これからの検討の進め方や、検討のための組織については、本日も出席をいた

だいている商工三団体のトップのお三方をコアメンバーとしてご協議をいただく

ということでいかがか。⇒ 出席者異議なし 

    それでは、できるだけ早い時期にお三方にお集まりいただき、本日の議論を踏

まえて、さらに練った案について、検討、協議をいただくこととしたい。 

本日出席の皆様には、研究会や部会への参加をいただくこともあると思うので、

その際には、よろしくお願いしたい。 

 

（４）雇用創出プランの策定について 

◎資料５「５万人のしごと・雇用創出プランの策定について」に基づき、井上商工

労働部次長から説明 
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（５）各団体の経済活性化に向けた取組みについて 

  ○千葉大学（伊藤知財本部長） 

    学内ＴＬＯ設置に向けて文部科学省、経済産業省とも相談を進めているほか、

来年度インキュベーション施設を亥鼻地区に設置するべく努力している。 

企業の方々には、ぜひ千葉大学の研究成果というシーズを有効に活用してもら

いたい。知財本部が窓口となるので、気軽に立ち寄っていただきたい。 

 

  ○東京大学（濱田副学長） 

    東京大学では、柏キャンパスを国際キャンパスにするということで力を入れて

いる。従来、整備が遅れ気味であったが、４月に新学長となって以来、重点整備

を考えている。 

    東大としても元気戦略を展開しており、千葉県の元気戦略と一体となって展開

していけたら考えているので、よろしくお願いしたい。 

 

（６）意見交換 

 ○千葉県臨海南部工業地帯工場連絡協議会（半沢会長代理） 

    ７月２０日の千葉日報１面でも「知事が緑化率の引き下げについて前向きな姿

勢を示した」と報じられていたが、こうしたことは、厳しい競争にさらされてい

る企業としては大変ありがたいことである。 

    本会議においても、本年３月に工場用地の芝地を緑地として認めてもらうこと

を主とした緑化基準の見直しに係る提案・要望を県に対し行ったところであるが、

この提案・要望に関する検討状況や今後の見通しについて伺いたい。 

  

（座 長） 

    工場の緑化率については、現在、千葉県では２０％だが、周辺の県では１５％、

低いところでは１０％というところまで下がってきている。緑の多さは千葉県の

工場の良さでもあるが、緑化率の見直し等については、必ず検討を進めて対応し

ていきたいと考えている。 

一律に緑化率を下げてよいのか、離れた場所の緑地をカウントしてよいのか等、

様々な対応の仕方を検討しており、できるだけ早く結論を出したいと思っている。 

また、県では、各企業が工場の立替や増設等に当たって、緑化率の問題に具体

的に直面している場合、個別の相談にできるだけのるようにしているので、もし、

それぞれの工場で問題が生じた場合には、直接、県の方に相談をいただきたい。 
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（６）その他 

○事務局 

    次回の経済活性化推進会議の開催については、商工三団体の会長お三方による

今後の検討の進め方の議論を踏まえて、お知らせすることとしたい。 

 

５．閉  会   （１７：００終了）                 


