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第２回２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに係る基本方針策定協議会 結果概要 

 

１．日  時：平成２６年６月３日（火）１５時～１６時３７分 

２．場  所：京成ホテルミラマーレ６階 ローズルームＤ 

３．出 席 者：京谷委員、後藤委員、髙栁委員、花田委員、藤野委員、前田委員、増田委員 

４．議事概要 

（１）開会 

○司会 ただいまから第２回2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る基本方針策定協

議会を開会いたします。それでは、初めに諸橋副知事から御挨拶を申し上げます。 

（２）副知事挨拶 

○諸橋副知事 副知事の諸橋でございます。本日は大変お忙しい中、またお暑い中を御出席賜

りまして、誠にありがとうございます。 

 東京オリンピック・パラリンピックの開催効果を本県の一層の発展につなげるための基本方

針につきましては、前回の協議会におきまして先生方から大変貴重な御意見を頂戴いたしまし

た。その後、私どもでも庁内で議論を重ねまして、本日の素案を作成したところでございます。

本日はこの基本方針の素案につきまして、さらに御意見をいただければと思っております。今

後、県民の皆様や市町村の方々からも御意見をいただきながら基本方針を取りまとめてまいり

ます。 

 先生方におかれましては、基本方針が東京オリンピック・パラリンピックに向けましたオー

ル千葉による取組の礎となりますように、専門的、あるいは総合的なお立場からいろいろ御意

見を賜れればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（３）委員紹介 

（４）議事 

○司会 それでは、議事に入りますが、これからの進行につきましては前田副座長にお願いい

たします。 

○前田副座長 それでは、本日の議事を開始させていただきます。 

 第２回目の2020年東京オリンピック・パラリンピック基本方針策定協議会であります。 

 本日、基本方針素案をおつくりいただいておりますので、事務局よりまず御説明をお願いい
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たします。 

○今泉政策企画課長 事務局の千葉県政策企画課長の今泉でございます。それでは、2020年東

京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の基本方針素案について御説明させていただき

ます。 

 この素案につきましては、前回会議でお示ししました骨子に基づきまして、委員の皆様から

いただいた御意見等を踏まえ、県庁各部局で調整を行いながら策定したものでございます。 

 初めに、資料１－１をご覧いただきたいと思います。これは素案の概要を示したものであり

ます。表と裏になっておりますけれども、構成は１として「策定目的」、２としまして「千葉

からＣＨＩＢＡへ」。裏面にいきまして、３、「取組の方向性」、そして４として「取組に当

たって」の、この４つの構成でできております。内容につきましては本編のほうで御説明いた

しますので、資料１－２、基本方針の素案をご覧いただきたいと思います。 

 素案の本文の１ページをお開きいただきたいと思います。初めに、基本方針策定の目的です

が、「次世代へ千葉の宝を引き継ぐために」という副題をつけております。今回のオリンピッ

ク・パラリンピックを日本の成熟した社会を世界に伝える絶好のチャンスと捉えています。ま

た、次世代の子供たちがオリンピック・パラリンピックにより残された財産により様々な恩恵

を得られるよう、千葉の魅力を高める投資を行うことが我々世代の使命であることを記述いた

しました。 

 （１）「千葉県にとっての東京オリンピック・パラリンピックの持つ意義」といたしまして、

次世代のための「宝」づくりのチャンス、それから大会の波及効果による「経済活性化」のチ

ャンス、あらゆる分野での「国際化」のチャンス、これを挙げまして、次世代の子供たちがオ

リンピックにより残された財産による恩恵を享受できる千葉の宝づくり、そして成田空港を有

する立地条件を最大限に生かした地域経済の活性化、そして外国の文化や生活習慣への理解を

深め、多言語表記を推進するなどの国際化について記載しております。そのための取組の指針

として基本方針を策定するものでございます。 

 本文の３ページをお開きください。「千葉からＣＨＩＢＡへ」となっておりますが、（１）

といたしまして、2020年に世界から人々がやってくるＣＨＩＢＡに向けまして、千葉の強み・

特性を磨き上げていくとともに、2020年に向け海外の方が安心して快適に旅行を楽しめる魅力

溢れるＣＨＩＢＡをつくり上げていかなければならないと考えております。 

 そして、（２）「合言葉はＣＨＩＢＡ」では、海外から人々がやってくる2020年のＣＨＩＢ

Ａの姿や魅力を、下の四角囲みの中にＣ・Ｈ・Ｉ・Ｂ・Ａの５つの文字でセールスポイントを



 

－3－ 

整理しておりますが、このような魅力あるＣＨＩＢＡの姿をこれから2020年までにつくり、磨

き上げ、合言葉はＣＨＩＢＡのもと、世界中にＰＲしていきたいと考えております。 

 次に、１ページめくっていただきまして、４ページをお開きください。ここからはＣ・Ｈ・

Ｉ・Ｂ・Ａそれぞれについて内容を記載しております。 

 Convenient & Comfortable、ここは日本語的に表現しますと「便利で快適な観光地ＣＨＩＢ

Ａ」でございます。ここでは便利な交通アクセス、充実した宿泊施設、安全・安心なまち、過

ごしやすい気候など、快適な滞在をしていただくためのセールスポイントを記載しております。 

 次に、５ページをご覧いただきたいと思います。②Hospitality & Health、「おもてなしの

心で満足と元気を届けるＣＨＩＢＡ」でございます。ここでは観光客をおもてなしの心でお出

迎えし、観光ボランティアの充実や、外国人にもわかりやすい表示、ユニバーサルデザインを

取り入れた空間など、国籍、障害のあるなしにかかわらず、誰もが満足して滞在していただく

ためのセールスポイントなどを記載しております。 

 次に、６ページをお開きください。③としましてInnovative & Informative、「先端技術で

お出迎えするＣＨＩＢＡ」でございます。ここでは公衆無線ＬＡＮの普及やＩＣＴを活用した

観光案内、また時代を先取りした世界最先端の技術、ものづくり技術による外国人旅行者への

おもてなしを記載しております。 

 次に隣の７ページでございますが、Beautiful & Bountifulということで、ここは「風光明

媚、食の宝庫ＣＨＩＢＡ」ということでございます。ここでは歴史的景観が残った日本らしい

町並み、美しい和食、そして豊富な食材など、観光の楽しみである歴史、食事などのセールス

ポイントについて記載しております。 

 次に、８ページをお開きください。Adventure & Amusement、「見る・遊ぶ・体験できるＣ

ＨＩＢＡ」では、豊かな自然、テーマパークや商業施設など、魅力的な観光スポットや特色あ

る多様な文化など、遊び、買い物、日本文化との触れ合いなどのセールスポイントを記載して

おります。 

 ９ページからは取組の方向性について記述しております。ここはただいま御説明しました千

葉からＣＨＩＢＡへで示しました2020年の千葉の姿を実現するため、県だけではなく市町村や

民間企業などが連携いたしまして、オール千葉体制で進める取組の方向性を下の四角囲みにあ

ります５つの分野で整理しております。 

 内容につきましては分野ごとに御説明いたしたいと思います。１ページお開きいただきまし

て、10ページをごらんください。 
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 まず（１）としまして「キャンプの招致とスポーツ振興による地域の活力づくり」。ここで

は国内外チームのキャンプ招致や、本県出身の選手が世界のひのき舞台で活躍することなどの

効果を、地域のイメージアップやスポーツを通じた地域の活力づくりにつなげていこうとする

取組を記載しております。 

 取組の方向性といたしましては、まず１つ目として、それぞれの国、競技にマッチしたキャ

ンプ受け入れの体制づくり。ここでは各分野が連携してキャンプ誘致に向けた受け入れ体制を

整備してまいります。そして２つ目として、世界選手権などプレ大会からのキャンプ招致を目

指していくことを記載しました。 

 次に11ページに移りまして、ＭＩＣＥの積極的な誘致では、キャンプのみならず審判団の研

修会、関係者による会議など、オリンピック・パラリンピックに関係した会議以外にもチャン

スを捉え、誘致を積極的に進めてまいります。 

 また、2020年に向けた競技力の向上では、千葉県出身の選手を一人でも多く輩出するため、

アスリートの発掘・育成・強化に取り組むとともに、オリンピック・パラリンピック選手が一

体となった強化を図ってまいります。 

 次に、子供たちがオリンピック・パラリンピックを「みて」「ふれて」「ささえて」感動を

体験するための取り組みでございますが、ここでは子供たちのスポーツへの関心を高め、東京

オリンピック・パラリンピックへの機運の盛り上げや、パラリンピック選手のキャンプや学校

での授業を通じて、パラリンピック競技への興味・関心を高め、障害のある人と障害のない人

が一緒にスポーツを楽しめる、そういった共生社会を目指していくことを記載しました。 

 また、12ページでは県民のスポーツ振興や健康づくり機運の醸成について記載しております。 

 次に、13ページをごらんください。（２）「人と物のスムーズな流れの確保」では、空港と

県内各地へスムーズに移動できる交通アクセス環境をつくることで、千葉県が国内外から来訪

するのに便利であるといったイメージを定着させまして、大会後もこれまで以上に多くの人々

が千葉県に訪れていただけるよう、取組を記載しております。 

 取組の方向性といたしましては、成田空港のネットワークの強化・充実や、県内外のスムー

ズなアクセスの強化を挙げまして、空港と競技会場や県内外のスムーズなアクセスを強化する

ため、東関道、京葉道路、圏央道、アクアラインを活用したルートの交通円滑化、また県内観

光エリアへのアクセス、また空港周辺道路の整備推進などについて取り組んでまいります。 

 14ページをお開きください。14ページでは年齢・障害を問わず観戦・観光を楽しむためのバ

リアフリー化の促進といたしまして、高齢者も障害のある人・ない人も一緒に楽しめる旅・滞
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在ができるよう、バリアフリー化を促進していくことを記載しました。 

 次に、15ページをご覧ください。（３）「魅力ある観光地づくりとおもてなし力の向上」で

は、県内各地域の観光資源を一層磨き上げ、おもてなしの力を育むことにより、国内外の多く

の方々から選ばれる地域となり、国際観光地としての地位を確立していこうとする取組を記載

しております。 

 取組の方向性といたしまして、宿泊施設等における世界各国の言語、生活習慣、食文化など

への対応。ここでは宿泊施設や文化施設、観光施設、飲食店等における外国語表記や、それぞ

れの国の生活習慣、また食文化などにも配慮した温かいおもてなしに取り組んでまいります。 

 ２つ目ですが、多言語に対応した外国人旅行者受け入れ体制の整備では、道路の案内標識の

英語表記、多言語で表記された観光案内板や公衆無線ＬＡＮの整備、外国語ボランティアガイ

ド等の養成など、ハード・ソフト両面で外国人旅行者の受け入れ体制の整備に取り組んでいく

ことを記載しました。 

 このほか観光客が安心して旅行を楽しめるよう、安全・安心の確保、また次のページに移り

まして、観光地の景観形成、それからリピート客獲得に向けた取組。また、訪日外国人を温か

くおもてなしできるように、外国人とのコミュニケーション力の向上に取り組んでいくことを

記載しました。 

 次に、17ページをごらんください。（４）「大会のサポート」であります。ここでは東京オ

リンピック・パラリンピックの成功に協力するための取組を記載しております。 

 まず１つ目は、総合的な支援といたしまして、ボランティア人材の確保、大会の安全な運営

に向けた警備等の諸対策を行ってまいります。また２つ目としまして、県内各地域における国

際交流イベントの開催などにより、選手や訪問客との触れ合いの機会を促進し、大会に向け機

運の醸成を図ってまいります。 

 次に、18ページをごらんください。（５）「戦略的な千葉の魅力発信」であります。ここで

は千葉県の魅力が国内外に認知され、訪問地や宿泊地として選択され、何度でも訪れていただ

けるようになるために、取組の方向性といたしましては、これまで以上にターゲットを広げ、

全国や世界に向けて千葉の魅力を発信してまいります。 

 また、千葉県ならではの新たな魅力の掘り起こしを行い、磨き上げ、積極的に発信するほか、

県民の郷土への愛着と誇りを醸成するとともに、豊かな文化的魅力を県内外に発信するなど、

官民一体となってオール千葉での多様な魅力の発信に取り組んでいきたいと思っております。 

 次に、19ページをごらんください。４「取組に当たって」でございます。ここではこうした
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これまでの取組を進めるに当たりまして、県といたしましては、市町村、民間等との情報共

有・連携を行うため、官民一体となったオール千葉での体制づくりを進めてまいります。また、

ハード・ソフト両面から千葉の魅力を高め、キャンプや観光を通じて来訪者に千葉の魅力を大

いに実感していただく仕組みづくりに取り組み、市町村や民間の積極的な取り組みをサポート

していきたいと考えております。 

 素案の内容につきましては以上でございますが、前回の協議会で委員の皆様方からいただい

た御意見につきましては、お配りした資料２にありますように、素案に反映させていただきま

したので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○前田副座長 ありがとうございました。素案の御説明をいただきましたが、まず御意見を賜

ります前に、素案について御質問があれば、先に委員の皆様方からお受けしたいと思います。

その後に順番に御意見を賜れればと思いますが、ご質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、まず委員の皆様お一人お一人から５分程度で御意見を頂戴できたらと思います。

前回もそうでございましたけれども、私の席より時計回りで御意見を頂戴できたらと思います。

早速ですが、花田委員、お願いいたします。 

○花田委員 全体的にはこの素案につきましては非常に意欲的で、しかも幅が広いということ

で、基本的にはこの基本方針でいいんじゃないかという意見でございます。 

 ただ、少し範囲が広いのと、少し千葉県以外のところも触れているということで、基本的に

はいいんですが、これを実現するに当たっては相当大変だなという感じがしております。非常

に意欲的な結果でございますので、結構だと思います。 

 それと、私は京成電鉄から委員として出ていますので、交通関係について申し上げますと、

この中にも交通関係の点が何点かきちんと入っております。取組の基本方針としてはこんな表

現でよろしいんじゃないかというふうに思います。 

○前田副座長 ありがとうございました。 

 では、藤野委員、お願いします。 

○藤野委員 全体的に幅広く網羅的にお書きいただいていて、そのこと自体に意見があるわけ

ではないんですけれども、これを一読したときに、千葉はこれをやりそうだという具体的なイ

メージというものを、例示でもいいので少し強調していただいたほうがいいのかなと感じてお

ります。 

 例えば一番冒頭に成田空港について触れておられますけれども、成田空港は新しくできる空
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港ではございませんで、長い歴史を持っております。今のオリンピックをめぐる状況でいいま

すと、千葉以外の方々の期待というのは、羽田空港の拡充とか、利便性の向上とか、そういう

ことのほうに関心が向いているんではないかと個人的には思います。特に最近は外国のエアラ

インが羽田に週１便か２便か飛ばすということだけで大きな全面広告を出しておられるような

状況から見ますと、そうしたのが今の多くの方の実態ではないか。 

 そうしますと、成田空港について何をしようとするのか。それもできればせっかくのオリン

ピックというナショナルイベントの機会なので、今日は夏目委員がお見えではございませんけ

れども、千葉県、あるいは国、あるいは民間の成田の施設、あるいはその周辺で何かしようと

するとか、それを誘導するとか、何かそういう具体的なものがイメージできる例示があれば、

もう少しインパクトが出るのかなというのが１つの点。 

 同様なところは、例えば２番目のHospitalityとHealthです。それぞれ今、千葉が遅れてい

るわけじゃ決してないと思います。私どもがおります幕張にもインターナショナルスクールが

ございますし、外国人の方にもお見えいただいておりまして、３カ国語表示もしていただいて

いるんですが、これを機会に何かが変わるというところをどうアピールしていただけるのか。

そのあたりのところについて、各項目それぞれについて少し例示的に外部の方、あるいは一般

の方がイメージできるようなものを少し強調していただけたらというのがコメントでございま

す。ありがとうございました。 

○前田副座長 それでは増田委員、初めての御出席ですので、ぜひ盛りだくさんにお願いいた

します。 

○増田委員 私も基本方針の素案については、花田委員や藤野委員と同様のことを感じました。

とにかく2020年に向けてやれることは全てやろうと、いろんなことを綿密に網羅している、す

ばらしい素案だと思います。意気込みも伝わってきます。しかし、全てここに盛り込んでしま

っているので、特に注力すべき点が見えてこないため、千葉の色が見えてきません。例えば、

この素案をニュースとして発表するときに何が残るか、それがよく見えてこないというのが感

想です。だけど、これをもとに具体的にこれからやっていけばいいと思いますので、そういう

見方をすれば基本方針というのはこれでいいのかなという気もします。 

 私はいすみ市の出身で、ディープ千葉の出身ですが、千葉らしさというと成田空港があり、

東京の隣県である地の利があり、県民性が温かい朗らかな点にあると思うんです。そこで考え

ると、これは私の個人的な意見ですが、思い切ってこれから千葉は、どんどん障害者スポーツ

の国際大会をプレイベントとして開くことを提案したいです。 
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 というのも、オリンピックだと合宿地に手を挙げるところというのは、全国各地の空港に近

いところはみんな手を挙げると思うんですね。だけど、私この前、成田真由美さんとお話しし

まして、障害者にとって移動する、車椅子で飛行機に何度も何度も乗ったりって、移動の煩わ

しさが大変なんだということを伺いました。そこへいくと千葉というのはその煩わしさがない

のはメリットですよねと。 

 だから、成田空港からすぐに電車でもバスでも１時間とか１時間半でどこにでも移動ができ

るので、千葉での試合や合宿はパラリンピックの選手から大変喜ばれます。大体先進国という

のは、オリンピックとパラリンピックがつながっています。2012年のロンドンがそうであった

ように。だからプレの大会を千葉で開いたよ、すごくよかったよと、世界中の障害者の方々が

感じて帰ったら、それはオリンピックのほうにも広がっていきますし、千葉はすごくよかった

から、じゃ今度はあそこで合宿をしようか、大会の次は合宿になると思うんです。国体が開か

れた場所は、どこも環境がよかったですよね。 

 千葉らしい色をどんどん出していくと、結局パラリンピック、障害者の方々がいいと思った

ら、もうオリンピックのほうも成功するんですよ。逆はないんですね。オリンピックの方々に

喜ばれて、じゃパラリンピックもっていうのは余りそうではないんですけれども、やっぱりパ

ラリンピックで成功したらオリンピックも成功できるというのが、私が見てきている世界のス

ポーツの環境ですので、それをちょっと提案したいなと思いました。 

○前田副座長 ありがとうございます。増田委員からは、パラリンピックに成功することがオ

リンピックに成功することだという御指摘をいただいたんだと思います。それから、事前にプ

レの大会でいい評判をとるということがその後の合宿地誘致等につながるというような貴重な

御意見をいただいたと考えています。千葉県の御当局もよろしくそのところを踏まえて作成に

盛り込んでいただきたいと思います。後ほどまた深い議論は一巡後させていただきたいと思い

ますので、次に高柳委員より御意見を頂戴できますでしょうか。 

○髙柳委員 全体的にはこれまで委員の皆さんから出ておりますように、いわゆる基本方針と

して盛り込むべきものはもう全てといいますか、ほぼ網羅されているんではないかというふう

に思います。したがいまして、逆に基本方針の先に、例えばいろいろな計画体系なんかですと、

事業計画があり実施計画がありというような、そういうピラミッド型の計画体系なんかを想定

いたしますが、多分これはそうではないんだろうなと。基本方針どまりといいますか、基本方

針として県が定め、その先は全体のまとめのところにあるように、オール千葉一体となって、

それぞれが主体的に取り組んでいく、そのための基本方針としてこれを定めていらっしゃる、
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あるいはそういう考えでこれから進んでいくと。そういう理解と認識に立って、その上で二、

三お話をさせていただきます。 

 まずもって前回の協議会のときに私のほうから申し上げました意見に対しましても、私のみ

ならず委員の皆さんに対してもそうですが、非常に丁寧な対応をしていただきまして、各委員

からの基本方針への反映状況にまとめられているとおり、大変敬服いたしております。 

 私のところに限ってお話をしてみますと、例えばＭＩＣＥとしての取組であるとか、これは

具体的に方針の中に記載をしていただいておりますし、そのことは大変ありがたく思っており

ます。また、取組というようなことについても、いわゆる招致という点から、これもどこにと

いうことで幾つかのところにちりばめられてそれを具体的に取り上げていただいておりますし、

もう本当にありがたいの一言に尽きると思います。 

 その中で、いわゆる合言葉、ＣＨＩＢＡですか、この説明も前回私のほうから申し上げまし

たことに対して、かなり具体的にイメージが浮かぶような、まさに千葉の魅力がさらに前面に

出てきたような、そんな形でまとめ上げられていて、私はさらに感動に近いものを覚えており

ます。 

 そうは言いつつも、やはりここのところにつきましては、対応反映状況の中の２ページ目に

も書いてございますが、今後本県を訪れるゲスト、あるいはビジターに対して、この千葉の魅

力を共有できるような、共有のキーワードと申しましょうか、そういうものをぜひ引き続き、

この方針ということでなくても結構ですので、みんなで考えていければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。これは千葉のいうならばブランド力をアップするという意味からも、

ゲストが、例えば千葉を使ったキーワードをゲストが発するということになると、その効果と

いうのは絶大なものがあると思いますので、私たちのみならずゲスト、あるいはビジターも、

その言葉を使いまわされるといいますか、そんなふうにしていく、そんなプロモーションのあ

りようを考えていただけたらと思います。一緒に考えていきたいと思っておりますけれども、

どうぞよろしくお願いします。 

 今回そのほかに一、二感じたことを申し上げますと、まず人と物のスムーズな流れの確保と

いうことで、13ページに記載されております。これはここに入るものでは決してないんですが、

私が常々考えておりますのは、このカテゴリーに入れてくださいということではなくて、何て

言いましょうか、情報の流れと申しましょうか、そういうものをいろいろなパターンというの

とも違うんですが、情報の流れというものに十分注意をして情報の発信をしていく必要がある

のかなと。 
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 具体的な話を申し上げますとわかりやすいんですが、例えばパラリンピックですと、恐らく

増田委員のほうからも本当におもしろいといいますか、興味を引く提案がございましたが、確

かにパラリンピック、あるいはその前段でのいろいろな障害者のスポーツであるとかそういう

イベントというのは、いろいろな意味で学ぶことが多いと思います。それはまた別の機会に譲

りますけれども。 

 そうしたときに、当たり前のことですけれども、それをご覧になる観客といいますか、そう

いう方も含めてかなりハンディキャップ等が多いと思うんですね。そうすると、ここに記載さ

れている千葉の魅力であるとか、千葉としてこれを売り込むという内容をそこに訪れたハンデ

ィキャップ等のあるビジターや、最終的にエンドユーザーになるその方たちが何を望むんだろ

うかという視点での情報の発信の仕方というのを整理していく必要があるのではないかなと思

います。 

 観客として物を見ているとき、そのイベントなり競技なりが終わって、その後のアフターイ

ベントといいますか、例えば観光であるとか、そういうものに時間を移す、費やすといったと

き、その人が欲しい情報というのはどういうものなんだろうかという。そういう考え方といい

ますか、一つのパターン化されたエンドユーザーを意識した情報の発信の仕方、それは情報の

流れそのものをうまく整理することなのかなと思っております。 

 もっと広く言うならば、例えば千葉の魅力発信、あるいはキャンプ等の誘致であるとか、あ

るいは魅力ある観光地づくり、そのものがそれぞれに行われる。それは当然に必要なことなん

ですが、加えて言うならばビジターなりエンドユーザーに、それがどういうふうに情報を届け

たらいいのか。当然、エンドユーザーの望むものによって違いますので、例えば観光をイメー

ジして、それをパッケージングして、幾つかのものを表に出して、それを何らかの情報の流れ

として発信するような、そんなイメージが必要なのかなと思っております。 

 これは企業の宣伝にはならないと思うんで、あえて誤解を恐れずに申し上げますと、最近例

えばスマホであるとかタブレットが大変普及しております。当たり前のことですけれども、今

の技術でさえも、例えばＡＲサービスなんかを使いますと、この光景にスマホを当てますと、

その光景を読み取って、ミラマーレの宣伝であるとか、ここで何が行われるとか、そういうも

のが動画で配信することができたりとか。今ではそういう技術は既にもう一般化されておりま

すので、そういったユーザー、エンドユーザーを意識した情報の整理、流れというものをつく

って、それを千葉の魅力発信につなげていければというふうに思います。 

 かなりテクニカルな話のようで、実は全体的な情報の整理をするということにつながると思
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います。何を言っているのか、自分でもよく整理されていないところがありますけれども、そ

んなことを一つお話をさせていただきたいと思います。時間が大分たちましたので、とりあえ

ずこの１点に絞ってよろしくお願いします。 

○前田副座長 髙柳委員からは情報の流れをどう整えるかという視点をいただいたと思ってお

ります。 

 それでは後藤委員、お願いいたします。 

○後藤委員 大変御苦労なさっておつくりになったんだと思うんですが、あえて申し上げたい

ことがあります。 

 これを拝見したときに、私は内容が外向きに限られている。つまり千葉県民の方たちが、こ

れを通して何をどういうふうに変わるのかということがほとんど書かれていないんです。要す

るに基本的な取組の基本方針ですから、やっぱり外向きだけではなくて、内向きのもの、つま

りこの動きを通して、例えば千葉県民の方々の健康がどうなのかとか、あるいは共生社会をど

うつくっていくのかとかいうようなことの内容が余りここからは読み取れないですね。 

 ですから、先ほどから少し意見が出ておりますが、何が残るのか何が変わるのかということ

とともに、何を我々は残さなければいけないのか。今、我が国が抱えている課題というのはい

っぱいあるわけです。その課題をこれを通して克服、あるいは課題解決のためのチャレンジの

道筋というのは当然つくり得るだろうと私は思っているんですね。ですから、その意味でもう

少しここの中に内向きな内容を少し入れていただきたいという気持ちを持っております。 

○前田副座長 ありがとうございました。県外、あるいは外国からの視点だけでなくて、千葉

県民をどうオリンピックに向けて意識を持っていただくか、あるいは過ごしやすい県になるか

を掘り下げてほしいという御意見でよろしいでしょうか。 

○後藤委員 人づくりというのは宝なんですよ。ですから、このイベントを通して人をつくる

という、次世代、次々世代の人たちをつくっていくという、そういうことが底流に欲しいなと

思っています。 

○前田副座長 ありがとうございました。 

 京谷委員、初めての御出席でございますので、どうぞ広い範囲で御意見をお願いできたらと

思います。 

○京谷委員 まず、この基本方針を見させていただいて、これが全部実現できたら本当にすば

らしいだろうなというのが率直な感想です。ただ、私が一番ここの中で意見を言わなきゃいけ

ない部分というのは、キャンプ招致とスポーツ振興、地域の活性化ということだと思うんです
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けれども、ここのところからお話しさせていただくと、先ほど増田委員もおっしゃられました

けれども、パラリンピックの成功が本当にオリンピック・パラリンピックの全ての成功につな

がっていくというのは、まさに共感するところで、私も４大会、シドニー、アテネ、北京、ロ

ンドンと出ましたけれども、一番印象に残っているのはロンドンなんですね。 

 ロンドンというのは本当にまちを挙げて、ロンドン市内を取り巻くほかの市の方々もみんな

協力的で、どこへ行っても一アスリートとしてパラリンピックの選手を見てくれる。ショッピ

ングモールなどに行っても写真を撮ってと一緒に写真を撮ったこともありますし、ロンドンだ

けではなくて国全体でオリンピック・パラリンピックを支えているんだなということをすごく

感じさせられて、そういう大会に出ると選手側として、もう現役を引退しましたけれども、ま

たロンドンへ行ってみたい、またイギリスへ行ってみたいという気持ちになるんですね。 

 そういうことで言うと、後藤委員がおっしゃられていた人づくりという、まず人の考え方、

価値観というものをもっとオリンピックというか、もっと言うと障害者というものに向けてい

く環境をつくっていかなければいけないと思っています。その中で、この丸の５つ目の子供た

ちがオリンピック・パラリンピックを「みて」「ふれて」「ささえて」という部分、ここが僕

は一番大事な部分じゃないのかなと思うんですね。 

 今現在、車椅子バスケット教室だったりとか、いろんな各学校に行って、実は実際もう既に

動いている部分ではあるんです。それをもっともっと千葉県の多くの場所、多くの小中学校で

そういうものを展開していって、実際見てみると。見て、車椅子バスケットとはこういうもの

だと、車椅子のテニスはこういうものだということを、実際興味を持ってもらう。そうしたら

自然と障害者に対する見方というのも変わってくるし、それぞれの考え方というのも少し大ら

かになってくるのかなと思います。 

 この部分で一番やらなきゃいけないことは、現役のアスリートも、現役を退いたアスリート、

オリンピアン、パラリンピアンも、こういう部分に一番力を入れて普及活動をしていかなきゃ

いけないんじゃないのかなというのを今すごく感じました。 

 また丸の２つ目なんですけれども、これに関しては世界選手権とかプレ大会とかなると、ど

うしても一番最初に考えなきゃいけないパラリンピック、車椅子バスケットとかそういう障害

者スポーツでいうと、どうしてもハード面のことを最初に考えてしまいがちなんですけれども、

それを整備してからやるということになると非常に後手に回ってしまうんではないかと。既存

の施設で、ある状況の中でそういう大会をやっていきながら、いろんな意見を聞きながら少し

ずつ改善していって、一つのそういう施設をつくっていく。新たにつくる必要もなくて、既存
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の施設をうまく発展させていくことができるんじゃないのか。この世界選手権とか、プレ大会

とか、合宿の誘致というのはぜひ積極的にやっていただくと。 

 障害者のスポーツをやっている選手たちができるんであれば、これは普通の健常者のオリン

ピアンも確実にできることですから、まずやっぱりそこは障害者のアスリートたちの部分で少

し目線を下げてうまくつくり上げていくことが一番重要なんじゃないのかなというふうに感じ

ます。 

 あとは幅広くという感じなんですけれども、ネットワーク、人と物のスムーズな流れという

ことで、この千葉県というのは成田空港があって、合宿とかをするのもすごくいい環境だと思

っています。例えば電車の車両を少しごちゃごちゃしているのを取っ払って、障害者車両とか

というのをうまくつくっていったりするようなことができると、もっといっぱい選手たちも来

やすくなるんじゃないのかなという意見も持っております。 

○前田副座長 京谷委員、ありがとうございました。今回のオリンピック・パラリンピックは、

ある大学の先生によりますとオリパラと呼ぶべきだと。オリンピックではなくて、東京オリパ

ラ、あるいは2020年オリパラだということで、健常者の競技と障害者の競技と同じ目線でとい

うことだと思います。 

 また、京谷委員の御発言の中で、目線を少し下げて、障害者に優しい大会にすればオリンピ

ックのほうも非常に優しい大会になる。こういう趣旨を感じております。貴重な御意見ありが

とうございます。 

 私は観光面の事業をしておりますので、若干前回につけ加えまして意見を申し上げますと、

実は観光で見える方、世界中だけではなくて、やはり日本全国からも東京オリンピックという

キーワードで首都圏に見えると思います。観光面でも千載一遇のチャンスと思います。 

 また、合宿地等で世界の方々に入っていただくと、この合宿中は世界中のメディアの方も千

葉県に入ってくるんだろうなと。やはり映像として千葉県内の映像が世界中に出ていく。これ

は非常にブランディングにとっても重要なことになるんではないかなということで、選手の受

入だけではなくて、メディアの皆さん、あるいは非常に競技に近い方々、これらの方々の受入

体制を今から準備をする必要があるのではないかと思います。 

 Convenient & Comfortableということで、最近特に言われていますのが、日本にフリーWi-

Fiが少ないということで外国人で非常に不満になっていると。私も今月、フランスとニュージ

ーランドからお客様を迎えましてよくわかったのですが、海外の通信機器、iPhoneだけじゃな

くてBlackBerry等も皆さん持ってらっしゃるんですけれども、普通の通信回線ではつながらな
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いんですね。契約しているキャリアが違ったり、あるいは日本だとどれぐらいの費用になるか

わからないということで、通常の通信を切ってらっしゃって、Wi-Fiのみでいろんな情報をと

ってらっしゃったり、あるいはメールでのやりとりで本国やら関係者とやりとりをされたりし

ていました。 

 例えば建物から建物、施設から施設へ移動するたびに、Wi-Fiをとりたい。それで自分に来

る情報を見たい。あるいはそこからいろいろ検索したいということで、日本人が考えている以

上にフリーWi-Fiが重要だということがわかりました。公的な機関はもとより、千葉県内の観

光地にフリーWi-Fiを整えるような環境づくり。決してお金を出すことではなくて、そういう

インフラを整えていきましょうというようなかけ声も、例えば県当局からいただきましたら民

間は努力をしていく。こういうことだと思います。 

 さらに交通では、今日、花田委員がいらっしゃるんですけれども、私のほうの観光地は千葉

県でも南のほうやら奥のほうに面しておりまして、実はこちらは鉄道等の公共交通機関が非常

に薄い場所です。そうすると車の移動が主になってくるんです。日本にいらっしゃる外国人に

お聞きすると、例えば何年か都内に住んでらっしゃっても、千葉県に行くのは非常に勇気が要

る、冒険だとおっしゃるんですね。それはやはり道路と道案内なんです。 

 これはオリンピック関係で来日される方、合宿を張る、そこに取材を行う皆さん方には、例

えばレンタカー等の自分で動ける交通手段も重要になってくるんではないかと思うんです。最

近は駅前の駐車場に無人でレンタカーが設置されている、こういう県内の駅も随分増えてまい

りました。こういう意味では、多国語の情報発信。髙柳委員がおっしゃったように、これから

６年間でさらに発展していくはずです。デジタルサイネージもそうでしょうし、新しい周波数

帯を使ったサービスも開始されるんではないかと思うんですけれども、カーナビゲーション、

あるいは個人の持ってらっしゃる端末に、多言語でストレスなくアクセスをして、道案内や場

所の情報を得る。こういったＩＴでの先進的な取組も観光面からもぜひ推進をすべきではない

か、このように考えております。 

 そのほか合宿地につきましては、既に全国各地でやはり誘致したいという声があるように聞

いております。今までほかの競技も含めて、海外のスポーツチームの合宿地になった経験のあ

る場所からは、そのラインを通じてアピールがあるようですけれども、千葉県内もどれだけ外

国にアピールできるかということを含めますと、駐日の在外公館へのアピール、その他ぜひよ

り具体的に合宿地として相手方にアクセスする行動をなるべく早期に行っていただきたいと思

います。 
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 また、前回も申し上げましたけれども、観光地としてどういう整備をしていけば合宿地に適

するのか。過去に経験のある場所も県内にたくさんありますし、この2020年のオリパラを目指

して新しく合宿地になりたいという地域もたくさん出てくると思いますので、こういう設備が

あれば誘致に向きますよというような指針もぜひ今後御整備をしていただけたらと考えており

ます。雑多な意見ですけれども、観光面から発言をさせていただきました。 

 皆さん方から追加の御意見等ございますでしょうか。髙柳委員、お願いします。 

○髙柳委員 あと要望１点、それから御意見を一つと思っております。 

 まず要望でございますが、これは前回の協議会のときも意見として申し上げさせていただき

ましたけれども、今回具体的に記載をされているところではあります。何かといいますと、一

言で言いますと、官民一体となった、例えばキャンプ等の招致のための一体的な取組、その組

織化という点についてでございます。 

 これは冒頭私の基本認識を申し上げましたけれども、ここに書き込むというところまででは

ございませんが、具体の取組として、一言で言うならばスポーツコミッションに相当する組織

化についてぜひ意見なり指導的な立場のところが声かけをしていただけると、大変ありがたい

なと思います。これは要望でございます。 

 それからもう１点。16ページに魅力ある観光地づくりとおもてなしの向上の一項目として、

外国人とのコミュニケーション力の向上ということで数行記載されております。これは確かに

このとおりだと思います。あと６年しかないと捉えるかもしれませんが、コミュニケーション

力向上、これが訪れる方にとって本当に力になるというふうに思います。したがって、こうい

った教育面でも異文化理解、言語そのものもそうですけれども、そういうものを深めていくの

は大変大事なことだと思います。 

 そのこと自体は何ら否定するものでもないし、むしろ推進していただきたいものなんですが、

既に現在でも、千葉県に住んでいらっしゃる、あるいは訪れた方の言語のお手伝いをするため

のいわゆる語学ボランティアであるとか、そういう方が県の登録者も結構いらっしゃいます。

それから市町村にもそれぞれかなりの数のボランティアとして登録された方がおります。そう

いう方の活躍の場としても当たり前のことですが、これから６年先を見据えた場合に、外国語

学科を持つ大学であるとか、あるいは積極的にそういう取組をしている高校の生徒さんである

とか、そういうところの皆さんの力もお借りして、ぜひ何らかの組織化といいますか、何かシ

ステム化して、そういう方たちの力をうまく生かせるような、そんな足がかりを今から築いて

いくと、訪れた方が少なくとも言語面、あるいは広い意味では文化面でも戸惑いをせずに、ま
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さにおもてなしの心でお迎えできるんでないかと思います。 

 これも基本方針に具体にそれを記載するということではございません。そこまでの要請とい

うことではございませんが、そういった語学ボランティア等の活用も含めたサポート体制とい

うものをより今以上に整備をしていく、意識づけをしていく必要があるのではないかと思いま

す。 

○前田副座長 貴重な御意見ありがとうございます。 

 引き続き自由な題材で御意見等もいただけたらと思いますが、皆様方から何かございますで

しょうか。藤野委員、お願いします。 

○藤野委員 各委員からいろいろ御指摘をいただいた点、それぞれに全く異論があるわけでは

ないんですけれども、例えば具体的なお話として、プレ大会を誘致して行っていけば、キャン

プ地とかそういうものなりに有効ではないかというお話が出ていたと思います。 

 私どもの施設もスポーツに使っていたことはあるんですけれども、実際の問題ですと、例え

ばある種のスポーツ団体が国際大会を企画されようとすると、どの程度寄附がいただけますか

ということが前提になりますね。それは国とか、あるいは自治体からの寄附であったり民間の

寄附であったりするかもしれません。放映料は放映料でまた別の問題になろうと思います。 

 そういうのが全部整えば大変いいんですけれども、誰がどう負担するかという話が全くなく、

いっぱいできたらいいという話は幾らでもできると思うんです。 

 本当にできそうなことは何なのかという制約がなく、こういうものが望ましいんではないか

と議論すれば、望ましいことがいっぱい出てくると思いますが、本当にできますかということ

は何ら検証されないままとなります。 

 したがって、いろいろ提案があると思いますが、そういうことは誰がどの程度のコストでで

きるのか検討される必要があると思います。今度の東京オリンピックも諸般の制約から、８月

というスポーツにふさわしいかどうかわからない時期に開催せざるを得ないというのも現実だ

と思うんですね。その中で、近隣県として、首都圏として、千葉県として、我々に何ができる

かということについての話がありませんと、やったほうがいい面が並ぶばかりで、例えば私の

ところで何か分担できるかと言われると物すごく難しい議論になってしまうというのが気がか

りです。そのあたりを少し整理いただければありがたいと思います。 

○前田副座長 藤野委員からは夢はわかったけれども、具体的に誰がどう負担してやるんだと

いう厳しい御指摘をいただきまして、これは恐らく県御当局がいろいろ考えてらっしゃるんで

はないかと思いますけれども。副知事さん、お願いします。 
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○諸橋副知事 本当に委員の皆様方、いろいろな御意見をいただきまして、私も同感すること

が非常に多かったように思います。 

 私の個人的な感想をここでお話しをさせていただこうと思います。範囲が大変広くて網羅的

ではあるんだけれども、本当に全部できるんだろうかとか、あるいは財政のお話も出ましたけ

れども、御指摘の点はもちろんあると思います。役所が言わなければいけないことを、藤野委

員におっしゃっていただいて、大変ありがとうございます。 

ただ、この時点ではあまりそこまでのことは考えないで、とにかく一体我々はどんなことを

これから検討しなければいけないのかという、素材をいただくというと大変失礼な言い方にな

るかもしれませんけれども、その中で我々が取り組めること、取り組もうということ、取り組

むべきことを選び、実際やってみようということになるかもしれません。 

 そういう意味では、正直言いますと、この計画は走りながら考えていると、そんな部分があ

ろうと思います。そんなことで、全部できたらすばらしいという御意見もいただきましたけれ

ども、全部できないかもしれないという言いわけを先にさせていただきたいと思います。 

 それから、具体性の問題ですとか、あるいは千葉県の色ですとか、そういった御意見もいた

だきました。実は私も同じことを考えておりまして、一体我々は東京オリンピック・パラリン

ピックにどう向き合っていくんだろうかと。何かはっきりしていることが一つあるとすれば、

これを千葉の発展のためにつなげていこうと、その点はしっかり書かれていると思うんです。 

 これは全く個人的な意見なんですけれども、やはりオリンピック・パラリンピックの成功を

隣県として、あるいは国際的な空の玄関口を持つ千葉県として、一緒になって応援していこう、

その結果、千葉県にも非常にいいものが残ったよねとか、千葉県にもよかったよね、そんなコ

ンセプトというんでしょうか、そんな形になっていけばというふうに個人的に思っています。

またあわせて、千葉県として何をアピールするのかというお話もございました。これはぜひ先

生方の御意見も伺いたいと思っています。 

 私も千葉県のアピールすべきことって、やっぱり人柄かなと思います。これはハードではな

いので、なかなかお見せしにくいところではあるんですけれども、あったかさであったり、大

らかさであったり、あるいは誠実さであったり優しさであったり、そんなことがアピールでき

たらなと思っています。 

 それともう一つ、千葉県の特徴として、日本の縮図というんでしょうか、東京に非常に近い

んですが、農業、水産業、そういう一次産業があり、それから手工業的な伝統工芸があります。

それからまさに多くの外国人の方には関心があると思うんですけれども、日本が近代化、発展
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していった臨海工業地帯があり、さらに観光施設なり、あるいは空港なりメッセなり、今の日

本の産業が新たに入りつつある、そんな部分もあります。日本の発展プロセスが１カ所で見や

すい、そんなところが県の特徴かなと私自身は思っています。 

 それからもう一つ、ちょっと気になっている点は、しっかり書かれてはいるんですけれども、

行政の視点に特化というんでしょうか、役所がやっていることが中心になって書かれているよ

うな感じがするんですけれども、役所がやれることというのは本当に限られていまして、民間

の皆さんのお力、それからＮＰＯですとか、あるいは先ほど御意見ございましたけれども、市

民の皆さんのお力ですとか、なかなかそのあたりまでは書き切れないので、書いてないんだろ

うと思います。 

 例えば、安全・安心の項目を見ても、防犯という県が直接携わっている部分は書いてあるん

ですが、恐らく安全・安心というのはそれだけではなくて、例えば医療の問題ですと、やはり

民間の医療機関の応援なんかを得ていかなきゃいけないとか。先ほど範囲が広いというふうな

お話がございましたけれども、もっともっと広げて考えていくことがあるのかなと思います。

あるいは、観光の話も出ましたけれども、お土産品として何か開発していくものはないかどう

かとか、農業の面で何かないかとか。 

 例えば私なんかも、この間デパートで文房具売り場に行ったら、お土産だと思うのですが、

外国の方がボールペンをまとめて買っていてちょっとびっくりしました。日本人ですとどこか

に観光に行くと、お菓子がいっぱい入ったお土産を買って帰るというのがあるんですけれども、

一人一人に配るものというのはなかなかなかったりするのかもしれません。これから行政以外

の皆様のお力をどういうふうにお借りするのか。そんなこともウイングを広げていけたらなと

感じました。 

 それからもう一つは、これも御指摘があった点なんですけれども、オリンピック・パラリン

ピックを過ぎて、その後、県の姿がどうなっていくのかという、実はそこまでの議論というの

も正直私どもまだできていないかなと反省もしておるところでございます。ただ、今回の基本

方針を進めていく中でまたいろいろなことが出てくると思います。そのたびにいろいろ追加を

していくということもあろうかと思いますし、基本方針を定めたら具体的にどういう活動をし

ていくのかまだこれからの部分がございます。そんなことで基本方針をまとめた後も、また各

委員の皆様方にはいろんな機会に御意見や御指導をいただければと思っております。どうもあ

りがとうございました。 

○前田副座長 副知事さん、ありがとうございます。実は私たち民間の事業者としましても、
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行政にお金を出してくださいと言うつもりは基本的にはなくて、例えば私、いろんな施設を持

っておりますと、やはり古い年代につくった建物とかインフラもございます。バリアフリー化

ですとか多国語表示。やろうと思っていながらなかなか追いついていない。新しくつくる施設

にはつけるんですけれども、古いのには着手できない。こういうケースがたくさんあります。 

 このオリンピックというのは非常にいいきっかけなんですね。今までやっていないものを改

良していく。あるいは前倒しで早く進めるのに。それはもちろん、民間が自身のお金でやるわ

けですけれども、それも実は2020年でなくて、プレの2019年なのか、あるいは2018年までにや

ろう、あるいは言語対応も何カ国語、こういう表示は４カ国語とか、見づらいところは英語だ

けでいいとか、そういう指針やらガイドラインを示していただくと、民間でついていくところ、

推進するところはたくさんあると思います。その辺を県みんなでやっていくんだというような、

目に見える目標がありましたら、民間事業者は喜んでできるところはやっていきますので、そ

ういう旗振りをぜひお願いしたいなと考えております。 

 また今、副知事さんから千葉県の特色、何をアピールしていきましょうかというような投げ

かけもありましたけれども、委員の皆様方からはこの辺は追加で御意見はございますでしょう

か。 

 このあたりは、観光面ですと海山非常に整っているところですので、外国の方が喜ぶ風景は

何か、条件は何か。この辺もより観光面で掘り下げて、発言をしていただければと思います。 

 まだ本日もう少しお時間があるんですけれども、きょうの議論の中で少し少なかったのが、

インフラ整備。この辺はさすがにそこは民間が行うところは自分の場所だけに限られておりま

して、道路やら鉄道やら空港、その他の整備は県に先頭に立って、これもオリンピックまでに

前倒しで遅れているインフラ整備をお願いしなければいけないんですけれども、この辺どうで

しょうか。交通の御専門の花田委員、オリンピックに向けてのインフラ整備、あるいは大量の

輸送機関での何か御視点やら提言はございますでしょうか。 

○花田委員 ６年間というのはさっき長いようで短いというお話がありましたが、今からイン

フラを整備するというのは相当物理的に難しい。例えば都心直結線の問題が出ておりますが、

これについても相当厳しいんじゃないかなという感じがするんです。ですから、どちらかとい

うとインフラそのもの、例えば交通インフラについては特に時間の点もありまして、そうであ

るとするともう少し機動力のある交通機関を活用するのはどうだろうかと。せっかく座長から

水を向けていただいたんですが、否定的なお返事で恐縮でございます。 

○前田副座長 今ある移動手段等を最大限に活用せよと、こういう御意見でありますね。一方、
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圏央道を初め、この辺もオリンピックにはぜひ早い時期に間に合わせていただきたいと思いま

すけれども、こういう道路交通関係はいかがでしょうか。 

○花田委員 ネガティブな表現の仕方はしたくないんですが、前回の東京オリンピックのとき

には日本全体がまだ財政、あるいは経済的に十分じゃなかったせいか、当時千葉県で予定して

いた公共事業というのは相当やめて東京近辺に移ったんじゃないでしょうか。今回はそういう

ことは既に計画されている道路計画その他、あるいはオリンピックの規模としても前回とは違

ってくるんじゃないか。そういう意味では圏央道を含めて、道路についてはさらに充実できる

というふうに考えております。またそういうことを期待しているんです。 

○前田副座長 その辺では、例えば自家用車だけでなくて、バスですとか大規模な輸送能力の

ある車両も通行できる道路整備の推進という意味合いでよろしゅうございましょうか。 

○花田委員 やはり圏央道が延伸できるということであれば、さらに成田空港の利便性が高ま

ります。また、東京都のそれぞれの交通の利便性も高まると思います。もちろん、公共交通機

関は基本的なこういったインフラができれば、それに対応して進めていくということになると

思います。 

○前田副座長 お待たせしました。副知事さん、御意見ございましたら。 

○諸橋副知事 そんな自信を持って申し上げられるようなことはなくて、恐縮なんですけれど

も、おっしゃるとおり道路などのインフラ整備は行政の仕事でございまして、やはり圏央道の

横芝─大栄間をしっかりこの時までにつないでいきたいという気持ちは非常に強く持っており

ます。そうは言いましても、ようやく今、用地買収に入っているという段階でございまして、

まだこれからどうなるかということは今時点でお約束をできるほどのものではございませんけ

れども、そういう意識で用地買収もチームを組んだり、あるいは県の土地開発公社を使ったり

して、一生懸命進めていきます。 

 それから、そのほかにも道路でいいますと、例えば北千葉道路なども、2020年までに西から

全部つなぐというのは正直難しいかなという気はいたしておりますけれども、できるところま

でしっかりつないでいくですとか、あるいはそのほかの道路につきましても、私どもとしても

しっかり進めていくというふうに考えております。 

 また、そういったインフラをうまく使って、例えば先ほどちょっと出ましたバス輸送なんか

も、東京のバスで対応できる部分とできない部分が出てくると思いますので、輸送計画なども

っと具体的に話を詰めていくことになってくるんではないかと思っております。 

○前田副座長 前倒しの道路整備を御示唆いただいたというように理解をしておりますが、ま
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たそれらもより観光面でも広域的な連結をお願いできれば、オリンピック後も県のインフラと

して非常に有用になると思います。 

 また、既存道路を使った、例えば国の制度にあるスマートインターチェンジをたくさんつく

るとか、今あるインフラをなるべく少ない投資で有効に活用できるような整備も御配慮いただ

けたら大変ありがたく存じます。 

 そのほか御意見いかがでしょうか。では増田明美委員、先にお願いいたします。 

○増田委員 先ほど千葉は何をアピールしたらいいかということを言われましたけれども、私、

そのアピールの中の一つに、先ほど副知事さんがお話された千葉の人柄、優しい千葉、あった

かさ、大らかさ、誠実さがあると思います。千葉らしいおもてなしという視点に立ってみると、

先ほど障害者の国際的な大会を千葉でどんどん誘致という意見について述べましたが、それも

優しい千葉の中に入っていくと思うんです。じゃあ、どうしたらいいかというと、インフラ整

備が必要だと思います。 

 障害者の方にお話を聞くと、大会によっては、大会に行くまでに疲れてしまうという声も聞

きます。競技場の中ではバリアフリーができているけれども、道路ですとか駅なんかで疲れて

しまうという声があります。障害者の方に対してストレスを与えない環境整備ということを考

えて準備をすると、その環境というのは後々には高齢者に優しいまちづくり、環境づくりにも

つながっていくと思うんですね。だから、優しい千葉というアピールというのは、やっぱり県

民性が平均的にそうなので、いいのではないかなと思います。 

 そしてもう一つ、これは余談かもしれないんですけれども、ロンドンオリンピックとパラリ

ンピックのときに私あちらに行っていまして、すごく感動したことがあったんですね。それは

ロンドンではゲットセットという教育プログラムが作られていて、オリンピック、パラリンピ

ック、どの会場においても小学生たちが前のほうで大会競技を見ていました。 

 さっき後藤さんが言われたように、例えばパラリンピックの選手なんかに小学校に来てもら

って、パラリンピックの自分の種目ってこういうのなんだよって、自分の人生ってこういうこ

とがあって今頑張っているんだよというようなことをお話しに来てもらったり、一緒に競技を

したりするということは、本当に宝をつくるという面でいい交流になるのではないでしょうか。 

 京谷さんなどのような人が来られたら、ちゃんとそういう方にも報酬、指導料を払っていく

と、後輩の皆さんなんかもそこでやりがいができると思いますし、子供たちも育っていくんじ

ゃないでしょうか。少なくとも、千葉で何かの機会にパラリンピック選手と子供たちが触れ合

う活動なんかができないかなと思いました。 
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○前田副座長 大変貴重な御意見、ありがとうございます。優しい千葉、それから競技を事前

に予習するというのは非常に競技者以外の者にとっては新鮮な視点の御提案だったと思います。

ありがとうございました。 

 そのほか御意見いかがでございましょうか。花田委員、お願いいたします。 

○花田委員 このＣＨＩＢＡというのは結構ポイントの表現ですね。英国人が読むとどういう

ふうに読むんですか。どういう発音になるんでしょうか。スペイン語でいくと、我々は素直に

チバと読めるんですが、世界中にアピールしていったときに、これがチバと読んでいただける

のかなというのがちょっと。それを覚悟してこれで行くという、もちろんそういう点があるん

ですが。現実の問題として、出てきたときに、あるいはこのアピールその他が非常に成功した

ときに、我々の感覚と違ったときに、予期したとおりだということで行くのなら行くというこ

となんですか。ちょっと懸念を持ったものですから。 

○前田副座長 このローマ字のＣＨＩＢＡでございますけれども、なかなか我々にとってはな

れ親しんでいるんですけれども、皆様方から千葉からＣＨＩＢＡという合言葉について何かほ

かに御意見ございますか。 

 これはたたき台なのか、これで行こうというところなのか、基本的なところは。 

○今泉政策企画課長 ＣＨＩＢＡということで表しておりますが、まずＣＨＩＢＡで千葉とい

う地名を覚えていただくということが一つだと思うんです。それから、それに絡めてＣＨＩＢ

Ａというところからつながって、その特色を外国の方にも理解していただこうということで、

こういう単語をいろいろ使いまして工夫をしたわけなんです。 

 なかなか日本人が考えている英語とネーティブの人が考えている英語というのは、若干ニュ

アンスが違うことももしかしたらあるのかもしれませんが、これをつくる段階で千葉県庁に仕

事に来ていただいている外国人の方にも、こういう表現についてどうかという相談もしながら

これをつくっております。 

 ただ今後これをアピールしていく段階で、さらにもっといろんな人の意見も聞きながら、よ

りアピールできるような形というのをまた考えていきたいと思っております。 

○前田副座長 このオリンピックを機に、ぜひ千葉の世界へのブランディングをお願いできた

らと思います。 

 あともう１つ２つ御意見をいただいて終わりにしていきたいと思うんですけれども、どうで

しょうか。京谷委員、最後でよろしゅうございますか、お願いいたします。 

○京谷委員 先ほどの増田委員の話に関連することなんですけれども、やはり今の小中学生に
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対してオリンピック・パラリンピックの実際のアスリートたちを見て触れるということは、今

現在の小学生たち６年後、実際会場に足を運んで、実際見て、そのとき感じたまた感動だった

りとかいろんなものが、多分それぞれの子供たちに気づきを与えると思うんです。それがみず

からスポーツ選手として、オリンピックの舞台に立ちたいという思いが出てくる人もいるでし

ょうし、実際自分がその現場に行ってそういう人たちをサポートしたいという思いが出てくる

生徒たちもいるでしょうし、また実際海外に行ってもっと英語をしゃべりたいとか、スペイン

語をしゃべりたいとか、それでそういう選手たちとコミュニケーションをとっていきたいとい

うところに発展していくと思うので、これからこれをやることによって、次世代の子供たちに

何か残せるとしたら、そういうところなんじゃないのかなと。実際見たときの感動で、それか

ら先それぞれがどういうふうに考えて、それぞれの世界に羽ばたいていくかというところにな

ってくると思うので、ぜひ子供たちに対してオリンピック・パラリンピックを感じてもらうた

めの体験とかを積極的にやっていってほしいなと思っています。 

 先ほどインフラのことでお話があったと思うんですけれども、多分、東京都内、交通のとこ

ろでいうと、高速道路などは多分オリンピック専用レーンというのができるはずなんですね。

例えば成田と東京を結ぶときに、県民の皆さんとかいろんな方に御迷惑をかけると思うんです

けれども、東関道をオリンピック専用レーンで結ぶと渋滞がなくそのまま会場に行けるという

のは、どこの大会でもやっていたことなんです。その辺は千葉も多分考えていらっしゃること

だと思うんですけれども、そういうものをうまく使えば、大きなバスとか自家用車とか、それ

でそこを通れるための証明書みたいなのを前のほうに載せて走るとか、そういうことをしてい

けばうまく移動手段ができるんじゃないのかなというのは感じているところです。その辺でう

まくやっていただければと思っております。  

○前田副座長 御意見ありがとうございました。ぜひ次世代の子供たちの記憶に残るオリパラ

になるような準備等をお願いできたらと思っています。皆様からの意見、本日よろしゅうござ

いましょうか。大体本日それぞれの委員から御意見をいただき、幾つかのトピックについて御

議論をいただきました。事務方のほうからいかがでしょうか。 

○今泉政策企画課長 今日は本当に貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。い

ただいた御意見につきましては県に持ち帰ってよく検討させていただきます。その上で基本方

針、これから策定してまいりますので、その中に反映してまいりたいというふうに考えており

ます。今後ともよろしく御協力をお願いしたいと思います。 

○前田副座長 それでは、これから基本方針策定ということでございますけれども、そのスケ
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ジュールについては今後いかがになりますでしょうか。 

○今泉政策企画課長 それでは、御説明させていただきます。 

 お手元に資料３というものをお配りしてございます。こちらをご覧いただきたいと思います。 

 現在この素案につきましては、パブリックコメントと市町村への意見照会を行っております。

本日いただいた御意見と、またパブリックコメントや市町村からいただいた御意見を踏まえて、

基本方針案を作成しまして、７月中旬を目途に基本方針を決定してまいりたいと考えておりま

す。 

 ８月には第３回基本方針策定協議会を開催させていただきまして、基本方針を具体的に推進

するための、今度はもう少し具体的な戦略というものを策定して、また組織のあり方について

御意見をいただきたいと思っております。 

 その後、９月から10月には戦略の策定や具体的な取組を推進する新たな組織の立ち上げとい

うことを考えております。このようなスケジュールで進めてまいりたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○前田副座長 ただいまのスケジュールについて、皆様方から何か御質問ございますか。では

後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 スケジュール、よくわかりました。今まで話し合われた内容でさらに検討を加え

て一つの案をおつくりになるんだと思うんですが、それについてのコメントというか意見とい

うのは、こんなものをつくりましたよというものが我々のほうに配られるんでしょうか。 

○今泉政策企画課長 今日いただいた御意見、またパブリックコメント、市町村の意見、こう

いったものを踏まえ形をつくり、固まる前に皆様方にも一度ご覧いただくような形をとりたい

と思います。 

○前田副座長 そのほかよろしゅうございましょうか。 

 それでは、本日の議事のほうはこれで終了させていただきます。ぜひ千葉県御当局には答申

に向けて今後より充実した作業をお願いしたいと思います。本日は御審議誠にありがとうござ

いました。 


