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（１）戦略策定の趣旨 

経済・社会のグローバル化 

経済のグローバル化やアジア諸国の経済発展が進む中、これまで本県では県総

合計画及び各施策における個別計画に基づき、県内企業の海外取引や県産農林水

産物・食品の輸出促進、海外観光プロモーションなどの国際的な施策を展開して

きました。 

海外へのトップセールス 

平成 23（2011）年度からは、海外に向けた知事によるトップセールスを開始し、

タイ、マレーシア、台湾において、庁内関係部局が連携して本県の知名度向上を

図り、観光客の誘致や県産農林水産物・食品の販路拡大、教育旅行の促進など、

様々な交流の突破口を開いてきました。 

人とモノの流れを支えるインフラの強化 

県内では、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）や東京外かく環

状道路（以下「外環道」という。）、北千葉道路などの広域的な道路ネットワーク

の整備により、人とモノの流れを支えるインフラの強化を進めており、成田国際

空港（以下「成田空港」という。）や東京国際空港（以下「羽田空港」という。）、

千葉港とのアクセスが向上し、本県国際競争力の更なる強化が期待されています。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 

平成 32(2020)年の東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京オリンピック・パラリンピック」という。）では、県内で 8競技の開催が決定し、

大会開催に向けた準備や、事前キャンプの誘致などが進んでいます。これに伴い

今後、来県する外国人や交流の機会の一層の増加が見込まれます。 

 

 

 

こうした流れを踏まえ、千葉県では今後これまで以上に多くの国・地域との関

わりが予想される中、基礎調査及び状況の整理を行い、県における海外に対する

施策展開に当たっての指針として、「千葉県国際戦略」を策定しました。 

 
１ 戦略策定の基本的な考え方 
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（２）戦略の目標と期間 

○戦略の目標 

 

世界の活力を取り込んだ県経済・文化の活性化 

 

 

○戦略の期間 

本戦略の期間は、急速に変化する国際情勢や東京オリンピック・パラリンピッ

クの開催などを踏まえ、平成 29（2017）年度から 32（2020）年度までの 4年間と

します。 

なお、国内外の社会・経済情勢に合わせて、適宜見直しを図ります。 

 

 

（３）戦略の性格 

本戦略は、上記の目標に向けて、関係者が共通の意識や情報を共有し連携して、

以下の 5 つの分野別基本戦略及び海外への魅力発信を中心に、国際的な施策・事

業を展開する際の指針となるものです。 

なお、本戦略に基づく具体的な取組については、「千葉県総合計画」、「ちば文化

振興計画」「千葉県観光基本計画」「千葉県教育振興基本計画」「千葉県産農林水産

物の輸出促進ガイドライン」「千葉の魅力発信の実施方針」などの個別計画等と連

携を図りながら進めていきます。 

 

【5つの分野別基本戦略】 

    ○ 外国人観光客の誘致 

    ○ 県産農林水産物・食品の輸出促進 

    ○ 県内企業の海外展開支援 

    ○ 外資系企業の誘致 

    ○ 文化・スポーツ・教育交流の促進 
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（１）千葉県を取り巻く国際的な状況 

○ 経済・社会のグローバル化の拡大 

我が国の経済は、グローバル化の進展による世界規模での競争の激化、情報通

信技術の進展、生産拠点の海外へのシフト、国内事業所の再編・統合といった様々

な変化に直面しています。また、世界的には、2国間のＥＰＡ（経済連携協定）や

ＦＴＡ（自由貿易協定）、多国間による枠組み作りなどが進められており、今後更

なる国際的な経済連携の動きが加速することが見込まれます。 

 

○ 少子高齢化・人口減少による国内市場の縮小 

少子高齢化に伴い、我が国の人口は平成 20（2008）年をピークに減少局面に突

入していて、本県の人口も中長期的には減少することが見込まれています。これ

により、今後、国内の市場は縮小に向かうことが予想されています。一方、海外

では、東・東南アジア地域を中心に経済発展が進み、富裕層が増加し、消費市場

が拡大しています。 

 

【千葉県年齢区分別人口推移（中位推計※）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 中位推計：1985-90年以降の 5年単位 6期間の動きのなかで「バブル経済や東日本大震災な

ど、特殊な影響を受けた時期を除く期間の変化が将来も生起する」という仮定を

設定して推計した人口 

資料：千葉県「将来人口推計調査」（平成 29年）  

 
２ 千葉県の現状 
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○ 訪日外国人旅行者の増加 

アジア諸国の経済発展や旅行者に対する査証（ビザ）の発給要件の緩和、為替

の状況等により、平成 28（2016）年の訪日外国人旅行者数は 2,404 万人となり、

初めて 2,000万人を突破しました。なお、国では、平成 32（2020）年に 4,000万

人、平成 42（2030）年には 6,000万人の訪日外国人旅行者数を目標に掲げていま

す。 

【訪日外国人旅行者数の推移】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：観光庁「平成 29年版観光白書」 

 

 

○ 拡大する食の世界市場 

拡大する食の世界市場規模において、平成 28(2016)年の日本の輸出金額は

7,502億円と 4年連続で増加しています。また、国では、日本食・食材への認知度

向上や市場の拡大が見込まれる国・地域への輸出により、平成 31(2019)年までに

1 兆円達成を目標としています。一方で、平成 23（2011）年 3 月に発生した東京

電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、中国や韓国、台湾などの一部の国・地

域が、千葉県産の農林水産物等に対する輸入規制を実施しています。 
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【国における農林水産物・食品の輸出額の推移】 

資料：農林水産省 輸出統計「平成 28 年農林水産物・食品の輸出実績（確定値）」 

 

 

○ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催 

平成 32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピックでは、県内で 8競技が開

催されます。県内での開催は、本県の国際的な魅力や知名度を高めるとともに、

経済や地域の活性化、国際交流の推進などにつなげるための千載一遇のチャンス

です。こうした取組を一過性のものとせずに、本県の持続的な発展につなげてい

くことが大変重要となります。 
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（２）千葉県の特性 

◆ ハイレベルでバランスのとれた産業構造 

本県は、首都圏に位置するという好条件の下、ハイレベルでバランスの取れた産

業構造となっています。 

温暖な気候と豊かな大地に恵まれた全国有数の農業県であり、平成 26（2014）年

の農業産出額は全国第 4位の状況です。また、周囲に内湾性と外洋性の海域を有し、

変化に富んだ豊かな漁場として、平成 26（2014）年の海面漁業生産量は全国第 7位

となっています。 

また、本県には、鉄鋼、エネルギー、石油化学など我が国の基幹産業が集積して

おり、平成 26（2014）年の製造品出荷額等は全国第 6位、地域経済を支える商業も、

平成 26（2014）年の小売業年間商品販売額が全国第 7位となっています。 

さらに、本県の持つこうした好条件は観光の分野においても優位性となっており、

家族旅行を中心に年間 1 億 7 千万人を超える観光客が訪れ、特に近年では外国人観

光客の増加も目立ってきています。 

 

 

◆ 優れた社会基盤（インフラ） 

本県には、世界各地とバランスの取れた航空ネットワークを持つ東アジア有数の

国際線基幹空港である成田空港や、北は市川市から南は袖ケ浦市までの 6 市にまた

がる我が国有数の貨物取扱量を誇る千葉港があります。 

また、東京湾アクアラインは、本県の課題である「半島性」を解消するとともに、

圏央道と一体となって首都圏の広域的な幹線道路ネットワークを形成しています。

さらに、今後、圏央道・外環道・北千葉道路の整備などにより、本県の人とモノの流

れを支えるインフラに格段の強化がもたらされ、本県の強みがさらに促進されるこ

とが期待されています。 
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◆ 姉妹州・友好都市との国際交流  

本県の姉妹州・友好都市との交流は、昭和 54(1979)年のブラジルのパラー州との

姉妹県州提携から始まり、現在は主としてアメリカのウィスコンシン州、ドイツの

デュッセルドルフ市、台湾の桃園市と交流が進んでいます。 

平成 2(1990)年に姉妹県州の提携を行ったウィスコンシン州とは、文化・教育の分

野を中心に相互に使節団を派遣するなど、友好親善を深め、平成 16(2004)年には民

間姉妹交流組織「千葉ウィスコンシン協会」が設立され、各分野にわたる裾野の広

い姉妹交流が展開されています。 

また、平成 17(2005)年以降、ドイツのデュッセルドルフ市とは多様な団体を通じ

て音楽・スポーツ・学術研究など様々な分野で、相互に使節団を派遣するなどして

交流を進めています。 

そして、平成 28(2016)年には台湾の桃園
とうえん

市と友好交流協定を締結しました。今後、

観光・経済・教育・貿易など幅広い分野での交流が進むことが期待されています。 

 

【主な姉妹州・友好都市】 

○ ウィスコンシン州（アメリカ） 

人口：約 570万人     面積：169,639㎢ 

 アメリカ中西部に位置する工業・観光産業・酪農業のバランスが取れた工業州

です。北海道とほぼ同緯度にあり、豊かな水と森に恵まれ、四季の変化に富んでい

ます。 

○ デュッセルドルフ市（ドイツ） 

人口：約 63万 5千人    面積：217㎢ 

 ドイツ西部のルール工業地帯の要所として発展し、日本企業をはじめ多くの海

外企業が進出しています。市内には、約 6,400 人の日本人が暮らし、欧州最大級

の日本人コミュニティが形成されています。 

○ 桃園市（台湾） 

人口：約 217万人     面積：1,220㎢ 

 台湾北西部の台北都市圏に位置し、平成 26(2014)年 12 月に桃園県から直轄市

に昇格しました。台湾最大の国際空港である桃園国際空港を擁するとともに、台

湾北部における各産業の中枢として、商工業の発展著しい市です。 
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（１）分野別の基本戦略 

① 外国人観光客の誘致  

〔千葉県の特徴〕 

 成田・羽田両空港からの近接性に加え、首都東京から至近距離に豊かな自然が

ある。 

 東京ディズニーリゾートやアウトレットモールなどの大規模集客・商業施設が

所在している。 

 日本遺産に認定された北総四都市をはじめとする歴史的魅力・文化遺産を有す

る。 

 全国有数の農林水産県として、新鮮な食材や独自の食文化を形成している。 

 千葉市、成田市、木更津市、浦安市の国際会議観光都市と複合コンベンション

施設の幕張メッセを有する。 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催により本県への関心と知名度向上が

期待される。 

 各自治体による訪日外国人観光客誘致の競争が激化している。 

 県内観光地における受入態勢に改善の余地があると指摘されている。 

 公共交通機関から県内観光地までの二次交通が不足している。 

 

【施策の方向性】 

・県内市町村や観光事業者の状況を踏まえながら、東・東南アジアを重点ターゲ

ットとして、対象国での旅行形態や本県の知名度等に応じたプロモーションを

展開します。 

・ＭＩＣＥや訪日教育旅行誘致など、本県の強みを生かした目的別の誘客事業を

実施します。 

 

 

 

 

 
３ 基本戦略 
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○ 海外プロモーションの展開  

・経済発展が著しい東・東南アジアを重点ターゲットとし、タイ、マレーシア、台湾

へのプロモーションを継続しながら、今後、訪日旅行の増加が見込まれるベトナ

ムなどの国・地域に対してもそれぞれの実情に応じた誘客を図ります。 

・実施に当たっては、国や独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局   

（ＪＮＴＯ））、他都道府県、県内市町村、観光事業者などと連携しながら、海外

で開催される旅行博への出展、現地旅行会社・メディアの招請を行います。 

・東京オリンピック・パラリンピック開催で見込まれる外国人観光客の増加に向け

て、千葉の新たな魅力を掘り起こしていきます。 

 

＜旅行形態別等の対象国＞ 

・団体旅行客の多い国・地域では、東京に隣接した立地と成田空港が所在すること

の優位性を生かし、旅行会社等との効率的なマッチングを図っていきます。 

・個人旅行客の多い国・地域では、メディアでのＰＲやＳＮＳ、ブログなどを効果

的に活用していきます。 

・個人旅行客が多くリピーター割合が高い国・地域では、四季や食、体験プログラ

ム等といった千葉ならではの魅力をＰＲしていきます。一方で、これらの国・地

域では、日本の他自治体との競争が激しいことから、他との差別化を意識して取

組を進めます。 

 

【平成 27年外国人延べ宿泊者数（国・地域別の千葉県上位 10位）】    （単位：人泊・％） 

都道府県 

外国人 

延べ 

宿泊者数 

（人泊） 

           

中
国 

台
湾 

ア
メ
リ
カ 

タ
イ 

香
港 

韓
国 

オ
ー
ス
ト 

ラ
リ
ア 

シ
ン
ガ 

ポ
ー
ル 

マ
レ
ー
シ
ア 

イ
ギ
リ
ス 

全国 60,509,240 26.9  17.3  6.3  4.0  7.9  11.1  2.4  2.3  1.4  1.5  

千葉県 3,458,400 41.2  17.4  7.6  5.1  3.0  2.7  2.3  1.8  1.6  1.0  

茨城県 155,890 43.5  8.0  8.1  2.7  1.0  6.4  0.6  0.5  0.6  1.6  

栃木県 191,870 15.2  19.0  15.7  4.4  3.5  5.9  1.7  1.6  0.9  3.8  

群馬県 148,780 10.5  49.9  5.7  6.0  7.8  4.3  1.3  2.0  0.8  0.8  

埼玉県 150,190 43.4  5.3  8.0  4.2  1.9  10.4  1.3  1.1  0.7  1.2  

東京都 16,076,970 22.0  12.3  10.1  4.3  6.2  7.1  3.6  3.2  1.6  2.6  

神奈川県 2,088,100 37.1  8.6  11.2  3.6  3.2  4.8  1.6  1.5  1.1  2.7  

山梨県 1,141,040 56.2  13.6  1.4  9.4  4.1  0.9  0.9  1.9  2.1  0.5  

（注）従業者数 10人以上の施設 

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」（平成 27年）から作成 
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【国・地域別の旅行形態】            （単位：％） 

国・地域名 
旅行形態の割合 訪日回数 

団体旅行 個人旅行 初回 二回目以降 

ベトナム 68.1 31.9 76.6 23.4 

中国 56.2 43.8 72.5 27.5 

台湾 44.7 55.3 22.2 77.8 

インドネシア 31.2 68.8 56.9 43.1 

タイ 26.9 73.1 38.6 61.4 

マレーシア 24.2 75.8 58.0 42.0 

韓国 18.8 81.2 39.1 60.9 

香港 17.0 83.0 19.5 80.5 

フィリピン 12.0 88.0 58.0 42.0 

シンガポール 11.0 89.0 34.7 65.3 

資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査」（平成 27年）から作成   

 

 

○ 訪日教育旅行の誘致  

・訪日教育旅行は、単なる観光地の訪問にとどまらず、（農山漁村での）伝統的な生

活体験や学校交流、ホームステイによる人的交流を通して、国際相互理解を深め

るとともに、千葉県の魅力が海外に発信されます。また、若いうちから千葉県の

魅力に触れてもらうことで、将来のリピーターとなることが期待できます。 

・そのため、台湾、マレーシアなど、訪日教育旅行を行っている国・地域に対して、

現地で開催される教育旅行説明会への参加や学校・旅行会社等に対するＰＲを行

い、本県への教育旅行を積極的に呼び込んでいきます。 

 

○ ＭＩＣＥの誘致促進  

・ＭＩＣＥ※は多くの集客交流が見込めるビジネスイベントであり、開催地域を中心

に大きな経済波及効果を及ぼすため、地域経済活性化への貢献が期待できます。 

・全国唯一、千葉市、成田市、木更津市、浦安市と 4 つもの国際会議観光都市や、

複合コンベンション施設である幕張メッセ等を活用して、国際会議や学会、展示

会などの様々なＭＩＣＥの誘致を推進していきます。 

・公益財団法人ちば国際コンベンションビューローを通じて、ＭＩＣＥ誘致・支援

事業を展開します。県と市町村の連携による国際会議への補助制度の活用や  

ＭＩＣＥ事業者との連携を強化するとともに、アフターコンベンションの魅力向

上を図ることで、本県のＭＩＣＥ競争力をより一層高めていきます。 
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・東京オリンピック・パラリンピック開催を契機に注目を集める日本では、オリン

ピック・パラリンピック関連をはじめ、様々な国際会議やイベントが開催される

ことが期待されます。こうしたチャンスを捉え、本県へのＭＩＣＥ誘致を積極的

に進め、地域経済の活性化や開催都市の国際的ブランドイメージ構築を目指しま

す。 

※ MICE：企業の会議（Meeting）、企業等が行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、

国際会議（Convention）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）の頭文字 

 

○ 受入態勢の整備  

・東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、外国人観光客の更なる増加

が見込まれることを踏まえて、観光案内板等の多言語化をはじめ、訪日観光客の

ニーズが高い公衆無線ＬＡＮの利用環境の整備、外国語による接客対応ができる

人材の育成などに取り組みます。 

・外国人観光客の増加による経済効果を県内全域に波及させることを目指し、  

ＳＮＳの解析結果など各種の調査成果を踏まえて、外国人観光客が関心を寄せる

観光スポットで構成する周遊ルートや土産品などについての情報発信を行ってい

きます。  
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② 県産農林水産物・食品の輸出促進  

〔千葉県の特徴〕 

 全国有数の農林水産県として、梨、サツマイモ、いちご、ニンジンなどの日用  

野菜、水産物・水産加工品、植木など世界にアピールできる品質、生産量、知

名度を持つ品目を有する。 

 輸出を促進する「千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会」が活動している。 

※ 事務局：独立行政法人日本貿易振興機構（以下「ジェトロ」という。）

千葉貿易情報センター内・会員数：約 50社・団体。 

 東京湾アクアラインにおける「アクアライン割引」の継続や圏央道の整備など

により物流の強化が図られている。 

※ 農林水産物の輸出拠点としての成田市公設地方卸売市場の整備計画

（平成 31（2019）年までに開場予定）が進んでいる。 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催により本県への関心と知名度が向上

し、県産農林水産物・食品を食べる機会の増加が期待される。 

 国内販売の地理的優位性等から、遠隔産地と比べ輸出の取組に遅れが見られる。 

 福島第一原子力発電所の事故に伴い、一部国・地域において県産農林水産物の輸

入が規制されている。 

 

【施策の方向性】 

  ・千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会、全国農業協同組合連合会千葉県本

部（以下「ＪＡ全農ちば」という。）や千葉県漁業協同組合連合会（以下「千

葉県漁連」という。）などの関係団体と連携して、東・東南アジアを重点ター

ゲットとした県産農林水産物の輸出促進を図ります。 

  ・輸出への取組に関心を持ってもらえるよう、生産者の掘り起こしや支援を行

っていきます。 

  ・海外での県産農林水産物・食品のＰＲを進め、他との差別化や認知度の向上

を図ります。 

 

○ 販売促進活動・輸出の実践  

・日本からの距離や日本食の認知度、現地での販売価格や経済成長への期待等を踏

まえ、東・東南アジアを重点ターゲットとして、各国・地域におけるマーケット

などを考慮し、輸出拡大に取り組みます。 
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・「千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会」、ＪＡ全農ちばや千葉県漁連などの関

係団体と連携して、海外商談会への出展支援や海外バイヤーとの商談会、海外マ

ーケットの情報提供などを通じ、輸出に取り組む事業者、生産者団体を支援しま

す。 

・国内の産地の中でも、全国一の産出額を誇る「梨」や、全国有数の産地であり長期

輸送にも向く「サツマイモ」、伝統的な造形技術が特徴の「植木類」など、世界に

アピールできる品質、生産量、知名度のある品目（農林水産物）について、輸出に

意欲のある生産者団体等に対し集中的に支援を行います。 

・和食が世界無形文化遺産に登録され、また東京オリンピック・パラリンピック開

催により日本の食（食材含む）がますます注目され、消費の場が広がることが期

待されています。 

 

【輸出重点品目とされている千葉県産農水産物】 

輸出品目 輸出対象国 

農産物 

植木 
アジア、EU、東欧諸国、台湾、アラブ首長国連邦、米

国、カナダ 

梨、サツマイモ 
タイ、マレーシア、シンガポール等の東・東南アジア

諸国 

畜産物 豚肉 香港、マカオ 

水産物 

冷凍水産物（サバ、サン

マ、カツオ、ビンナガ等） 

タイ、ベトナム等の東・東南アジア諸国、エジプト、

アフリカ諸国 

その他の水産加工品等

（缶詰等） 
サウジアラビア、香港 

資料：千葉県「千葉県産農林水産物の輸出促進ガイドライン」（平成 27年） 

【国・地域別の状況】 

対象国・地域 市場状況 内 容 

タイ 

食習慣 日本食が人気で食に関するタブーが少ない。 

市場動向 首都バンコクを中心に物流が充実。コールドチェーンも整備。 

県産有望品目 

サツマイモ、梨、イチゴ 

水産物（加工用：カツオ・マグロ類、サバ、 

生食用：キンメダイなど） 

マレーシア 

食習慣 イスラム教戒律（ハラル）への配慮が必要。 

市場動向 
輸入手続きは良好。物流は充実しているが、コールドチェーンに

課題。 

県産有望品目 サツマイモ、梨、水産物（加工用：イワシ、サバ） 
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台湾 

食習慣 親日的で日本食が浸透。高い健康志向。 

市場動向 
物流は充実。県産農林水産物・食品（酒類を除く）は放射能によ

る輸入規制中。 

県産有望品目 サツマイモ、イチゴ、梨、ダイコン、ニンジンなど 

インドネシア 

食習慣 イスラム教戒律（ハラル）への配慮が必要。 

市場動向 輸入に関する制約が大きい。コールドチェーンは未成熟。 

県産有望品目 水産物（加工用：サバ、カツオ・マグロ、小売用：サバ） 

シンガポール 

食習慣 日本食材は日常的に購入。東南アジアの「ショーケース」的役割。 

市場動向 輸入に関する制約が少ない。物流は充実。 

県産有望品目 
サツマイモ、梨、にんじん、牛肉 

水産物（小売・外食用：キンメダイ、冷凍加工品等） 

フィリピン 

食習慣 富裕層で日本食が人気。人口増加率高いが、貧富の差が大きい。 

市場動向 
青果物・畜産物での輸入可能品目が少ない。物流インフラやコー

ルドチェーンは整備中。 

県産有望品目 水産物（加工用：サバ、サンマ）、梨 

ベトナム 

食習慣 日本産品の認知度はまだ低いが、ベトナム人の嗜好に合う。 

市場動向 
植物検疫でコメと一部の果物以外は輸出できない。コールドチェ

ーンに課題。 

県産有望品目 水産物（加工用：サバ、カツオ・マグロ）、梨、植木 

韓国 

食習慣 日本食は人気。生産農林水産物は日本と競合。 

市場動向 本県産の水産物は放射能による輸入規制中。 

県産有望品目 水産物、梨、サツマイモ ※現在は輸入できない品目が多い 

中国 

食習慣 日本食は人気。地域によって嗜好に違いがある。 

市場動向 
輸入手続きが複雑で時間を要する。本県産の農林水産物・食品は

放射能による輸入規制中。 

県産有望品目 
植木、水産物、梨、サツマイモ 

※現在は植木以外輸入できない状況 

香港 

食習慣 日本産農林水産物・食品は豊富で人気。 

市場動向 
本県産の一部農畜産物（野菜、果実、牛乳・乳製品等）は放射能

による一部輸入規制中。他の輸入規制は少なく、関税も無税。 

県産有望品目 豚肉、水産物、梨、サツマイモ 

  資料：農林水産省「国・地域別の農林水産物・食品の輸出拡大戦略」（平成 28年）  

千葉県「千葉県国際戦略策定のための基礎調査報告書」（平成 29年）から作成 
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＜輸出の販路拡大を進める国・地域＞ 

・トップセールスや生産者団体などとの連携・協力により販路拡大が進むタイ、マ

レーシアでは、梨、サツマイモ等の一層の輸出促進と、水産物など新たな輸出品

目の拡大を図ります。 

＜輸出を促進していく国・地域＞ 

・輸入に関する制約が比較的小さく、東南アジアの周辺国へ影響のあるシンガポー

ルでは、生産者団体などと連携し、現地のニーズを把握しながら、梨やサツマイ

モ、牛肉、水産物等を中心に輸出を促進していきます。 

・日本食材の認知度が高くマーケットとして有望である台湾については、県産農林

水産物の輸入規制の早期解除に向けて、県として必要な対応を取っていくととも

に、規制解除後の展開・環境づくりの調整を行っていきます。 

＜輸出促進を検討していく国・地域＞ 

・輸入に関する制約や市場としての可能性を踏まえ、ベトナム、フィリピン、インド

ネシア等では、外食・小売用水産物や輸出可能な農産物を中心に検討していきます。 

・本県産農林水産物について放射性物質による輸入規制がある中国、香港、韓国に

ついては、規制の状況を注視しながら対応可能な品目について検討を行います。 

 

○ 輸出に取り組む生産者・団体の育成支援  

・本県は首都圏に位置し、国内で有利販売しやすいことから、生産者の輸出への関

心が低い現状があります。生産者が輸出への取組に関心を持ってもらえるよう、

生産者の掘り起こしを行っていきます。 

・輸出の展開に当たっては、海外にマーケットがあるため、個々の事業者・団体で

は状況把握や対応が困難な様々なリスクがあります。関係機関と連携し、輸出セ

ミナーや貿易相談、海外マーケットの情報提供などを実施し、輸出に取り組む事

業者、生産者団体等を支援していきます。 

 

○ 輸出環境の整備（産地の体制） 

・産地で必要となる体制の整備を進め、必要に応じて、品目ごとや地域での連携等に

よる窓口の一本化、国際認証規格の取得などを進め、輸出の安定化を目指します。 

・県内に成田空港及び千葉港を有する本県の優位性を生かし、成田空港を活用した

県産農林水産物の輸出拠点化の取組を支援するとともに、千葉港での輸出拡大に

向け、関係市町村や団体などと連携して検討を進めます。  
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③ 県内企業の海外展開支援  

〔千葉県の特徴〕 

 我が国の空の玄関口である成田空港や国際的な展示会が開催される幕張メッ

セなど、我が国を代表する国際ビジネス拠点があり、県内企業が海外展開を図

る上での優れた社会基盤を有する。 

 中小企業の海外展開支援の専門機関であるジェトロ千葉貿易情報センターを

有し、県内企業の海外ビジネスを支援している。 

 機械部品製造業やサービス業などで固有の技術や特徴的なビジネスモデルを

有する企業は積極的に海外展開を進めている。 

 平成 23(2011)年度から本県認知度向上による海外販路拡大を目的としたトッ

プセールスを実施しており、県内企業が海外展開を図る上での突破口が開かれ

ている。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、県内での競技開催が決定し、

国際的な認知度向上、経済交流活性化につなげるための絶好の契機となる。 

 平成 27(2015)年にタイ王国工業省と中小企業の国際的な経済交流を進める 

ＭＯＵ（覚書）を締結している。 

 大多数の中小企業は、海外展開を図る上で「経験やノウハウの不足」、「外国語

でのコミュニケーションが困難」といったことから、海外展開について積極的

になりにくい状況にある。 

 

【施策の方向性】 

・国内市場が縮小する中、成長著しいアジア市場を中心とした海外市場に新たな

販路を求める動きが中小企業にはあり、そうした県内企業は、それぞれの経営

戦略に基づき輸出や進出する国・地域を決めています。 

・企業の海外展開（輸出・進出）は、アメリカや中国をはじめ、様々な国・地域に

わたっており、県としては、特定の対象国・地域を設定することなく、企業が希

望する国・地域への輸出や進出ができるよう、海外展開に係る各種支援を実施

します。 

・実施にあたっては、ジェトロ千葉貿易情報センターや公益財団法人千葉県産業

振興センター、独立行政法人中小企業基盤整備機構等の関係機関と連携しなが

ら、効率的・効果的な支援を図ります。 
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○ 情報提供  

・県が企業の海外展開支援のため設置した「ちば海外ビジネスサポートセンター 

（ＣＯＢＳＣ）」（ジェトロ千葉貿易情報センター内）が、国や地域、海外展開に

関する諸問題等をテーマとしたセミナーや勉強会を開催することで、貿易の実務

や海外ビジネスに関する情報提供を行います。 

・県内企業に対し、金融機関、ジェトロ、中小企業基盤整備機構などの支援機関が

提供するサービスの利用を促します。 

 

○ 窓口相談・専門家派遣  

・県が「ちば海外ビジネスサポートセンター」内に配置した海外実務経験豊かな貿

易投資アドバイザーが、貿易実務・輸出入取引、契約などについて電話・窓口相

談を行います。 

・海外取引などに精通した専門家を企業に直接派遣し、個別的・専門的な支援など

を行います。 

 

○販路開拓支援  

・東南アジアを中心にタイ、マレーシア、台湾などのこれまでトップセールスを実

施した国・地域で開催される国際見本市などに「千葉県ブース」を設け、県内企

業の出展を促し、海外販路開拓を支援します。 

・平成 27(2015)年にタイ王国工業省と締結したＭＯＵに基づき、千葉県とタイの中

小企業間の連携を推進します。 
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【（日本全体）輸出相手国上位 10か国の推移（年ベース）】           （単位：億円） 

順位 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

総額 637,476 697,742 730,930 756,139 700,358 

1 
中国 アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 

115,091 (18.1%) 129,282 (18.5%) 136,493 (18.7%) 152,246 (20.1%) 141,429 (20.2%) 

2 
アメリカ 中国 中国 中国 中国 

111,884 (17.6%) 126,252 (18.1%) 133,815 (18.3%) 132,234 (17.5%) 123,614 (17.7%) 

3 
韓国 韓国 韓国 韓国 韓国 

49,113 (7.7%) 55,118 (7.9%) 54,559 (7.5%) 53,266 (7.0%) 50,204 (7.2%) 

4 
台湾 台湾 台湾 台湾 台湾 

36,732 (5.8%) 40,608 (5.8%) 42,316 (5.8%) 44,725 (5.9%) 42,677 (6.1%) 

5 
タイ 香港 香港 香港 香港 

34,889 (5.5%) 36,513 (5.2%) 40,393 (5.5%) 42,360 (5.6%) 36,515 (5.2%) 

6 
香港 タイ タイ タイ タイ 

32,762 (5.1%) 35,072 (5.0%) 33,198 (4.5%) 33,863 (4.5%) 29,744 (4.2%) 

7 
シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール 

18,594 (2.9%) 20,473 (2.9%) 22,252 (3.0%) 24,026 (3.2%) 21,546 (3.1%) 

8 
ドイツ ドイツ ドイツ ドイツ ドイツ 

16,600 (2.6%) 18,502 (2.7%) 20,179 (2.8%) 19,648 (2.6%) 19,171 (2.7%) 

9 
インドネシア インドネシア インドネシア オーストラリア オーストラリア 

16,187 (2.5%) 16,618 (2.4%) 15,605 (2.1%) 15,549 (2.1%) 15,321 (2.2%) 

10 
オーストラリア オーストラリア オーストラリア ベトナム 英国 

14,708 (2.3%) 16,556 (2.4%) 15,012 (2.1%) 15,164 (2.0%) 14,834 (2.1%) 

（注）（ ）は総額に対する構成比、数値は全て確定値       資料：財務省「財務省貿易統計」から作成 

 

 

【（日本全体）国（地域）別日系企業（拠点）数上位 10位推移】   各年 10月 1日現在 

順位 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 

総数  60,788  63,777  68,573 71,129 71,820 

1 
中国 中国 中国 中国 中国 

31,060 (51.1%) ＋ 31,661 (49.6%) ＋ 32,667 (47.6%)  33,390 (46.9%)  32,313 (45.0%)  

2 
アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 

6,899 (11.3%) ＋ 7,193 (11.3%) ＋ 7,816 (11.4%)  7,849 (11.0%)  8,422 (11.7%)  

3 
インド インド インド インド  インド 

1,713 (2.8%) ＋ 2,510 (3.9%)  3,880 (5.7%)  4,315 (6.1%)  4,590 (6.4%)  

4 
ドイツ   タイ インドネシア ドイツ ドイツ 

1,527 (2.5%) ＋ 1,580 (2.5%)  1,766 (2.6%)  1,777 (2.5%)  1,811 (2.5%)  

5 
タイ   ドイツ ドイツ  タイ  インドネシア 

1,469 (2.4%) ＋ 1,571 (2.5%) ＋ 1,684 (2.5%)  1,725 (2.4%)  1,810 (2.5%)  

6 
インドネシア   インドネシア タイ インドネシア  タイ 

1,397 (2.3%) ＋ 1,438 (2.3%) ＋ 1,641 (2.4%)  1,697 (2.4%)  1,783 (2.5%)  

7 
フィリピン マレーシア フィリピン ベトナム  ベトナム 

1,214 (2.0%) ＋ 1,390 (2.2%) ＋ 1,521 (2.2%)  1,578 (2.2%)  1,687 (2.3%)  

8 
ベトナム ベトナム   ベトナム フィリピン フィリピン 

1,211 (2.0%) ＋ 1,309 (2.1%) ＋ 1,452 (2.1%)  1,448 (2.0%)  1,440 (2.0%)  

9 
台湾 フィリピン マレーシア マレーシア マレーシア 

1,141 (1.9%) ＋ 1,260 (2.0%) ＋ 1,347 (2.0%)  1,383 (1.9%)  1,362 (1.9%)  

10 
英国 台湾 台湾 台湾 台湾 

1,083 (1.8%)  1,119 (1.8%) ＋ 1,112 (1.6%)  1,125 (1.6%)  1,152 (1.6%)  

（注）＋は企業（拠点）数の総数は不明だが、当該数値以上の企業（拠点）があることを示す 

中国には香港を含む               資料：外務省「海外在留邦人数調査統計」から作成 
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④ 外資系企業の誘致  

〔千葉県の特徴〕 

 約 620万人の人口を擁し、東京に隣接し、人口約 3,600万人の首都圏というメ

ガマーケットの一角をなす。 

 県内総生産、農業、工業、商業、水産業の全ての指標が全国トップテンに入る

バランスのとれた県であると同時に、豊かな自然と多様な観光資源に恵まれ、

平均年齢も若く労働力も豊富である。 

 国内外の主要都市と結ばれた成田空港と、東・東南アジア等に定期航路を持つ

千葉港を有する。 

 東京湾アクアラインや圏央道、外環道、北千葉道路など、広域的な道路ネット

ワークの整備が進展し、これにより成田空港や羽田空港などへの更なるアクセ

ス向上が期待される。 

 東京都、神奈川県及び埼玉県よりも相対的に安価な地価及びオフィス賃料水準

にあり、コストパフォーマンスに優れたビジネス環境を有する。 

 東京大学、千葉大学、かずさＤＮＡ研究所等の先進的な研究機関を有する。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、県内での競技開催が決定し

ており、国際的な認知度向上等により外資系企業による進出が期待される。 

 羽田空港並びに東京港及び横浜港等を有する地域との競合を強いられる。 

 海外拠点等を設けていないため進出企業情報の収集が課題となっている。 

 

 

【施策の方向性】 

・対日直接投資が盛んな欧米や東アジアなどを中心に、各国の経済状況・産業構

造等を考慮して、効果的な誘致活動を行います。 

・また、既に千葉県へ進出した外資系企業が定着・発展するよう、適切なフォロ

ーアップを行います。 

・対日直接投資は国内外の経済状況の影響を受けやすく、また本県への進出を促

すためには他の自治体と比較した投資環境の優位性が重要であることから、国

内外の経済状況及び本県の投資環境を考慮した施策の検討・見直しを適宜行な

います。 
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○ 情報収集・分析  

・ジェトロ（海外事務所を含む）、各国の在日大使館及び商工会議所等との連携を深

め、本県進出に関心のある外資系企業や各国の経済状況等の情報収集・分析を行

います。 

・海外で実施されるジェトロ対日投資セミナー等に参加し、本県進出に関心のある

外資系企業や現地の経済状況等の情報収集・分析を行います。 

 

○ 進出企業への支援  

・外資系企業が日本に進出する際には、日本市場についての情報、立地条件、会社

設立の手続き、生活環境等、多岐にわたる情報が必要であることから、ジェトロ

千葉貿易情報センター内に一元的窓口として「ちば投資サポートセンター   

（ＣＩＳＣ）」を設置して、日本進出の際の情報提供やサポートを行います。 

・外資系企業の新規進出や既に日本に進出している外資系企業の県外からの本社等

の移転を促進するため、進出企業が事務所等を賃借し、県内へ立地した場合の事

務所等の賃借料の一部を補助します。 

・既に千葉県へ進出した外資系企業に対して、「外資系企業交流会」を開催して専門

家や他社との交流の機会を設けるなど、よりビジネスチャンスを広げられるよう

フォローアップを行います。 
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【日本の国・地域別対内直接投資(フロー、2015年)】 

【日本の国・地域別対内直接投資残高(ストック、2015 年末)】 

（単位:100万ドル） 

  
タイ 

マレー 

シア 
台湾 

インド 

ネシア 

シンガ 

ポール 

フィリ 

ピン 

フロー 336 ▲1 606 84 1,937 16 

ストック 1,355 804 4,381 168 15,060 77 

 

  ベトナム 韓国 中国 香港 アメリカ ドイツ 

フロー 0 823 554 1,273 5,194 ▲3,203 

ストック 1 3,235 1,816 8,650 56,933 6,218 

資料：ジェトロ「2016年版世界貿易投資報告」から作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【日本・千葉県への進出外資系企業数及び主な外資系企業】  

  
タイ マレーシア 台湾 

インド 

ネシア 

シンガ 

ポール 
フィリピン ベトナム 

日本 6  8  79 4 49 3  1  

千葉県 0 1 3 0 0 0 0 

 

  

韓国 中国 香港 アメリカ ドイツ その他 計 

日本 168 108 54 1,142 362 1,133 3,117 

千葉県 1 1 1 19 8 15 49 

資料：東洋経済新報社「外資系企業 CD-ROM 2015」から作成 
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⑤ 文化・スポーツ・教育交流の促進  

〔千葉県の特徴〕 

 姉妹州であるアメリカのウィスコンシン州、友好都市であるドイツのデュッセ

ルドルフ市と台湾の桃園市との交流が進展している。 

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催と県内での受入態勢の整備

が進んでいる。 

 千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」は、海外でも人気が出てきて

いる。 

 

 

【施策の方向性】 

・姉妹県州や友好都市を中心に、県民や民間団体等による国際交流を進めます。 

 ・東京オリンピック・パラリンピックを契機に、事前キャンプの誘致や関連イベ

ントの開催を通して、スポーツ・文化交流を促進します。 

 ・教育旅行などの実施や受入を通して、次代を担う青少年の相互交流の促進を図

ります。 

・本県の知名度向上に向けて、海外でも人気のチーバくんによるＰＲを推進します。 

 

 

○ 姉妹州・友好都市との交流  

・国際交流には、以下の意義があります。 

①人と人との交流により、海外の文化や生活習慣など相互の理解が促進される。 

②外国人観光客の増加や経済交流、国際交流イベントの実施などにより、地域の

振興が促進される。 

③交流に携わる人々のコミュニケーション能力を高め、国際的視野を持ち地域に

貢献できる人材を育成する。 

④地域のイメージを向上させ、地元に対する誇りを高める。 

・平成 2(1990)年に姉妹県州の提携を行ったアメリカのウィスコンシン州と、民間姉

妹交流組織「千葉ウィスコンシン協会」を中心に、裾野の広い姉妹交流を推進し

ていきます。 

・平成 17(2005)年から交流の続くドイツのデュッセルドルフ市と、多様な団体を通

じて音楽・スポーツ・学術研究など様々な分野での交流を進めていきます。 
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・平成 28(2016)年に友好交流協定を締結した台湾の桃園
とうえん

市と観光・経済・教育・ス

ポーツ・文化などの多様な分野で交流を展開していきます。 

・トップセールスをきっかけに交流の始まった高雄
た か お

市や台北
たいぺい

市とのマラソンを中心

としたスポーツ交流などを推進します。 

 

○ 東京オリンピック・パラリンピックの開催  

・県内でのオリンピック競技の開催は、本県の国際的な魅力や知名度を高め、国際

交流の推進、幕張メッセの競争力強化、将来を担う人づくりなどにおいても絶好

のチャンスとなります。 

・大会に参加する選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、公益財団法

人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会や市町村と連携を図り

ながら、競技会場や周辺環境の整備等を進めていきます。 

・公益財団法人ちば国際コンベンションビューローに千葉県スポーツコンシェルジ

ュを設置し、事前キャンプや国際的なスポーツ大会・合宿の誘致を進めます。 

・トップアスリートのキャンプ地にふさわしい環境を整備するため、県内の競技施

設や用具の整備を進めます。また、海外からのキャンプや観光客を呼び込むため、

多言語対応や公衆無線ＬＡＮの整備を推進します。 

・本大会や事前キャンプなどに対応した通訳ボランティアや外国人おもてなし語学

ボランティア、地域の観光スポットを案内する外国語観光ボランティアガイド等、

外国人対応人材の育成やおもてなし力の向上を図ります。 

・スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資する観点か

ら、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を「ホ

ストタウン」として県内各地に広げます。 

・オリンピック・パラリンピックに関連して、県民が参加できる文化イベントや国

際交流イベントを開催して、大会開催機運の醸成を図るとともに、本県の魅力を

海外に発信し、文化力の向上と地域の活性化を図ります。 

・子どもたちが国際感覚やスポーツの楽しさ、ボランティアの精神などを身につけ

られるように、オリンピック・パラリンピックを活用した教育の推進を図ります。 

・オリンピック・パラリンピックを契機に訪れる多くの観光客や大会関係者が、  

本県産の新鮮でおいしい農林水産物や加工品、伝統郷土料理などを楽しんでいた

だけるよう、県内の宿泊施設や飲食店での本県産食材の利用推進を図るとともに、

農林水産物直売所や農林漁業体験施設での受け入れ態勢の強化やＰＲを進めます。 
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○ 次世代を担う青少年交流の促進  

・次世代を担う若い世代が異文化を理解し、国際社会で主体的に行動できるよう、

海外修学旅行や海外研修などを通じて、国際的素養を身につける機会を充実させ

ていきます。 

・子どもたちが自国の歴史や文化を理解したうえで、積極的に異文化やその多様性

を認め、他国を尊重する態度を育てる国際理解教育を地域と学校が連携し推進す

るとともに、外国語教育の充実を図ります。 

・台湾やマレーシアなど海外からの訪日教育旅行を誘致し、県内の学校との交流を

通じて、積極的に青少年交流を図っていきます。 

 

○ チーバくんによる千葉県の知名度向上  

・各種施策・交流の展開に当たり、タイや台湾など海外でも人気の本県のマスコッ

トキャラクター「チーバくん」による千葉の知名度向上を図ります。 

  ※ チーバくんでのＰＲは各国の宗教や文化習慣に留意 
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（２）海外への魅力発信 

本戦略の推進に当たっては、日本の中の「ＣＨＩＢＡ」を広く知っていただく

ことが重要であり、このことは 5つの分野別基本戦略のベースとなるものです。 

このため、海外におけるプロモーションや県のマスコットキャラクター「チー

バくん」によるＰＲ、県内留学生等による「チーバくん大使」のＳＮＳ発信など

を活用し、千葉県の多様な魅力を広く海外に発信し、効果的な国際施策の展開に

つなげていきます。 

こうした海外に対するＰＲは、継続的に行うことでより高い効果が期待できる

ことから、例えば、外国人観光客の誘致や県産農林水産物の販路拡大など官民一

体となって幅広いプロモーション活動を展開しているトップセールスと、その後

の様々なフォローアップ事業など、継続的な取組により、海外への効果的な魅力

発信を図っていきます。 

 

【海外トップセールス実施状況】 

平成 23(2011)年度  台湾 

平成 24(2012)年度  タイ 

平成 25(2013)年度  マレーシア 

平成 26(2014)年度  台湾 

平成 27(2015)年度  マレーシア、タイ 

※ 県内在住の留学生などを「チーバくんと共に千葉県の魅力を海外に向けて発信す

る大使」（略称：チーバくん大使）に任命し、ＳＮＳ等を通じて本県の魅力を発信し

ている。 
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本戦略では、県によるこれまでの取組や市場としての今後の可能性などを踏ま

え、以下の国・地域・都市を、県としての重点的対象とします。 

なお、重点的対象以外においても、経済やオリンピック・パラリンピック関係

を中心に分野の実情に応じて、国際施策を展開します。 

 

考え方 対象国・地域・都市 

トップセールス等の実施によ

り、既に交流の実績がある 

タイ 

マレーシア 

台湾 

今後更なる交流の進展が見込

まれる 

インドネシア 

シンガポール 

フィリピン 

ベトナム 

アジアの隣国として、交流が

見込まれる 

韓国 

中国 

香港 

姉妹州・友好都市として、成

熟した交流の実績がある 

ウィスコンシン州（アメリカ） 

デュッセルドルフ市（ドイツ） 

桃園市（台湾） 

  

 
４ 重点的対象国・地域・都市 
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（１）関連組織との連携 

本戦略の推進に当たっては、海外に対するプロモーション活動を実施している

県内の様々な関連組織との連携を通じて、官民一体となった効果的・効率的な施

策の実施を図ります。 

＜例＞ 

・千葉インバウンド促進協議会 

・公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 

・千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会  

・ジェトロ千葉貿易情報センター 

・公益財団法人千葉県産業振興センター 

・2020年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議 

・成田空港活用協議会 

 

（２）千葉県国際戦略推進連絡会議 

県庁内の関係課で構成される「千葉県国際戦略推進連絡会議」を設置し、各担

当部局における国際関連施策の取組状況や課題、情報などを共有・検証し、必要

に応じて、本戦略の見直しを図ります。 

【連絡会議構成課】 

部 局 名            課   名 

総務部 総務課 

総合企画部 
政策企画課、東京オリンピック・パラリンピック推進課、国際課、 

報道広報課 

防災危機管理部 防災政策課 

健康福祉部 健康福祉政策課 

環境生活部 環境政策課、県民生活・文化課 

商工労働部  経済政策課、企業立地課、観光企画課、観光誘致促進課 

農林水産部 農林水産政策課、流通販売課 

県土整備部 県土整備政策課 

水道局  管理部総務企画課 

教育庁 企画管理部教育政策課、教育振興部文化財課、教育振興部体育課 

 
５ 戦略の推進に当たって 



28 

 

 

                        

 

国等別データ  ① 人口(2015 年)   ② 1人当たり名目ＧＤＰ(ＵＳドル、2015年) 

③ 実質ＧＤＰ成長率(2015 年)  ④ 訪日外客数（2016年） 

⑤ 日本からの農林水産物・食品輸出実績（2016 年） 

  ※ ①②③は千葉県「千葉県国際戦略策定のための基礎調査報告書」（平成 29年）ほかの数値 

    ④は独立行政法人国際観光振興機構公表の数値 

    ⑤は農林水産省公表の数値 

 

タイ 

① 6,884万人   ② 5,742ドル   ③ 2.8％   ④ 90万人 
⑤ 329億円 

親日的で、訪日観光客数（個人旅行 7割）も増加しており、
リピーターも多い。仏教徒が多く食に関するタブーが少ない上
に、日本食の人気は高い。トップセールスの実施により、観光
や農林水産物の輸出が進んでいる。現地の映画やドラマのロケ
地となった佐原や千葉市内のイチゴ狩り農園を訪れる観光客も
年々増加し、梨の輸出も定着してきている。県内企業も多く進
出しており、2015年にはタイ工業省と経済協力の覚書を締結し
た。今後も多方面にわたって交流の拡大が期待できる。 

マレーシア 

① 3,100万人   ② 9,557ドル   ③ 5.0％    ④ 39万人   

⑤ 73億円 

経済は底堅く、高・中所得国。訪日観光客数（個人旅行
76％）も増加していて、日本食材も比較的浸透している。トッ
プセールスの実施により、サツマイモの輸出が増加傾向にある
など、農林水産物輸出や観光、青少年の交流が進んでいる。多
民族国家で英語が公用語のため、青少年交流に大きな効果が期
待できる一方で、イスラム教のハラル対応に留意が必要であ
る。 

台湾 

① 2,349万人   ② 22,288ドル  ③ 0.7％    ④ 417万人  
⑤ 931億円 

親日的で、人口に対しての訪日観光客の比率が高い。日本食
が浸透しているが、放射能の関係で県産農林水産物・食品は、

酒類を除き輸入が規制されている。トップセールスの実施等に
より、本県の知名度は上がり、教育旅行の誘致など、観光や青
少年の交流が着実に進むとともに、平成 28年に友好交流協定を
締結した桃園市や高雄市との地方交流も進んでいる。今後も多
方面にわたって交流の拡大が期待できる。 

 

  

【参考】千葉県国際戦略の重点的対象国等の状況一覧 
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インドネシア 

① 2億 5,546万人  ② 3,377ドル  ③ 4.8％   ④ 27万人 
⑤ 61億円 

年々、訪日観光客数（個人旅行 7割）が増加しているが、総人
口に対しては非常に少ない。日系企業が多数進出しており、日
本ブランドの認知度も比較的高い。しかし、農林水産物の輸入
規制が厳しいほか、人口の約 9割がイスラム教徒で、ハラル対
応にも留意が必要である。 

シンガポール 

① 554万人   ② 52,888ドル   ③ 2.0％    ④ 36万人    
⑤ 234億円 

1人当たり名目ＧＤＰは日本を上回る。富裕層が多く、日本

ブランドが認知されている。訪日観光客は 9割が個人旅行。検
疫条件が緩く、関税も無税で、日本食材も日常的に購入されて
いる。東南アジアのショーケース的役割を担う一方で、販売の
競合も見られる。 

フィリピン 

① 1億 98万人   ② 2,858ドル   ③ 5.9％   ④ 35万人   
⑤ 115億円 

人口増加率が高く、高い経済成長が続いており、市場の成長
が見込まれるが、1人当たりＧＤＰはまだ低く、貧富の差が大
きい。年々、訪日観光客数が増加（9割が個人旅行）するとと
もに、日系企業が多数進出しており、日本産品のよさが理解さ
れ始めている。 

ベトナム 

① 9,170万人    ② 2,088ドル    ③ 6.7％    ④ 23万人   
⑤ 323億円 

平均年齢 28歳と若年層が多い。高い経済成長が続いており、
1人当たりＧＤＰはまだ低いが、世帯可処分所得 3万 5千ドル
以上が約 170万人おり、訪日観光客（団体旅行 7割）の増加が
期待できる。日本食品への信頼性は高いが、理解や認知はまだ
低く、輸出促進では 2国間協議が進まず、コメや一部の果物等
のみが輸出できる状況。 

韓国 

① 5,062万人   ② 27,214ドル   ③2.6％   ④ 509万人      
⑤ 511億円 

訪日観光客数は増加しており、個人旅行が多いが、滞在期間が
短く、1人当たりの消費額は比較的低い。日本食は好まれている
が、農林水産物の輸入規制は厳しい。2015年の対内直接投資は、
中国・米国からの投資が大きく伸びた。また、日本に対する対日
直接投資が過去最大を記録している。 
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中国 

① 13億 7,462万人  ② 7,990ドル  ③ 6.9％  ④ 637万人      
⑤ 899億円 

世界最大の貿易国で、日系企業も多数進出している。訪日観光
客数は国別第 1 位。56％が団体旅行で買い物と食事目的が多い
が、今後変化していく可能性もある。県産農林水産物・食品の輸
入規制が続いているほか、模倣品や商標侵害等への対策にも留意
が必要である。 

香港 

① 729万人  ② 42,327ドル   ③ 2.4％  ④ 184万人    
⑤ 1,853億円 

1人当たり名目ＧＤＰは日本を上回り、訪日観光客は年々増

加している。富裕層が多く、日本ブランドも認知されており、
日本の農林水産物・食品の最大の輸出先であるが、日本の他県
との競争が激しい。本県を含む 5県産の野菜・果物類、牛乳、
乳製品等の輸入規制が続いている。 

アメリカ 

① 3億 2,142万人  ② 55,805ドル  ③ 2.6％  ④ 124万人      
⑤ 1,045億円 

1990年にウィスコンシン州と姉妹県州の提携を行い、文化・
芸術、学術・教育、科学・技術等の様々な分野で交流を深めて
いる。2020年東京オリンピックにおけるアメリカ陸上チームの
事前キャンプが決定するなど、今後も文化・スポーツ・教育の
面で幅広い交流が見込まれる。 

ドイツ 

① 8,177万人   ② 40,997ドル   ③ 1.7％  ④ 18万人        
⑤ 67億円 

2005年にデュッセルドルフ市との交流が始まり、経済、文化、
スポーツ、学問など様々な分野で交流を深めている。2020 年東
京オリンピック・パラリンピックのドイツチームの事前キャンプ
誘致を目指している。今後も同市との関係を中心に多方面にわた
る交流が期待できる。 
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 ■ 基礎調査の実施及び懇談会の開催 

戦略策定に当たり、平成 28年度に本県の強みを生かした施策展開の可能性につ

いて、委託調査を実施し、戦略の基礎資料としました。 

基礎調査では、「外国人観光客の誘致」、「農水産物の輸出促進」、「県内企業の海

外展開」、「外資系企業の誘致」「文化・スポーツ・教育交流の促進」の 5つの分野

について、県によるこれまでの取組や市場としての今後の可能性などを踏まえた

アジア諸国を中心とする 12か国・地域について分析を行いました。 

また、調査手法や分析結果等について、有識者による懇談会を開催し、専門的

見地からの意見を伺うとともに、在住外国人によるヒアリングを行いました。 

① 千葉県国際戦略策定懇談会委員           （五十音順・敬称略） 

氏 名 所  属 

飯田 重行 公益社団法人千葉県観光物産協会 専務理事 

石戸  光 千葉大学法政経学部 教授 

櫻井 麻子 日本貿易振興機構千葉貿易情報センター 所長 

髙栁 哲男 公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー 相談役 

内匠 正雄 株式会社和郷 専務取締役 

② 千葉県国際戦略策定懇談会の開催状況 

【第 1回】 

平成 28年 8月 31日 

（1）国際戦略策定のための基礎調査について 

（2）その他 

【第 2回】 

平成 28年 11月 21日 

（1）国際戦略策定のための基礎調査報告書（素案）について 

（2）国際戦略骨子（案）について 

【第 3回】 

平成 29年 1月 27日 

（1）国際戦略策定のための基礎調査報告書（案）について 

（2）国際戦略策定に向けて 

③ 座談会（ヒアリング）の実施 

平成 28年 10月 29日 タイ 2名、マレーシア 2名、台湾 11名 

  ・観光・国際交流に関すること 

  ・千葉県産農水産物・食品に関すること など 

④ 基礎調査及び策定懇談会の運営業務 

公募によりシステム科学コンサルタンツ株式会社(東京都)に委託しました。 

【参考】戦略策定に当たっての調査等の実施 


