
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光客数見込み 海外 国内宿泊 国内日帰り 

5,050（千人） 808 1,010 3,232 

出典 みずほ総合研究所 

2020東京オリンピックの経済効果2013.9.27より 

 

 

 

 

 

 

 

 
開催日程オリンピック 7月 24日～8月 9日 

パラリンピック 8月 25日～9月 6日 

大会期間中観客動員数 １，０１０万人 

１日あたり  最大９２万人 

（東京都立候補ファイル） 

年間訪日外国人の増大  

１，０００万人⇒２，０００万人 
（政府目標） 

 
千葉県への経済波及効果 

８５２億円 

神奈川県、埼玉県と同等 
（ちばぎん総研調査） 

 

 

◆プレ大会の合宿招致、観戦客の受け入れ 

◆県内ホテル・旅館客室数 52,136室 

◆道路整備の前倒し効果など 

◆バリアフリー化による住環境整備の推進 

など 

 

 

オリンピック・パラリンピック開催効果と千葉県のポテンシャル 

 
千葉を世界にアピールし、知名

度を一気に高め、その効果を次世

代にしっかりと引き継ぐ基盤づく

りに向けた絶好のチャンス！ 
 
 

 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

都内の宿泊施設は、半数が大会関係者向け、 

絶対的に不足、交通アクセスを生かし、県内各

地の集客を誘致 

・会場１０Ｋｍ圏内宿泊施設８７，０００室 

 
 

 

 キャンプ招致 

 

 道路、鉄道 
 

◆県内道路整備計画 
○圏央道開通見込み 

（稲敷～神崎）25年度、（神崎～大栄）26年度 

○外環道開通見込み（市川～松戸）29年度 

○アクアライン８００円継続  

◆都心直結線により   
○成田空港～東京駅 約36分へ（17分短縮） 

○羽田空港～東京駅 約18分へ（9分短縮） 
 

◆国体・障害者大会で使用された会場多数 

◆豊富な国際大会の実績 
国際千葉駅伝、世界競泳、千葉国際クロスカントリー 

世界選手権等 卓球、柔道、バレーボール、 

トライアスロン 
◆五輪事前キャンプ〈北京オリンピック合宿状況〉 

長柄町 カナダ（ソフトボール） 

勝浦市 カナダ（柔道） 

習志野市 イタリア（競泳）、ニュージーランド（競泳） 

イスラエル（競泳） 

 

 

 
キャンプ招致は、世界への魅力発信の投資 

一過性のイベントではなく、大会後の合宿や 

観光客のリピート化を目指したキャンプ招致

が必要 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 訪日外国人受入体制 

◆1000万人突破も世界３３位、 

外国人が感じる不便さ 

○「無料公衆無線ＬＡＮの環境」 

○英語などの「コミュニケーション」の不足 

○「交通の経路情報の入手」困難 
（観光庁） 

草の根レベルでのグローバル化、い

つでも、誰でもアクセスできる、イ

ンターネット環境の整備により、国

際会議招致、インバウンドツーリズ

ムの取り込みへ 

 
 

障害者スポーツの普及や、観光地の

バリアフリー化は、ユニバーサル観

光や高齢者の健康増進など、高齢化

社会に向けての先行投資 

 
 

 千葉県の人口 

と人口構成 

 ◆２０１０→２０２０年 

○人口 6,216→6,122千人 0.4％減 

○６５歳以上の人口割合 21.5％→28.8％ 

4人に１人が高齢者！ 

○生産年齢人口 65.4％→60.5％ 

女性、高齢者、外国人労働者の確保が必要 

（国立社会保障・人口問題研究所） 



千葉県における国際大会等の実績 

競技種目 市町村 大会 

駅伝 千葉市 国際千葉駅伝(毎年開催） 

クロスカントリー 千葉市 千葉国際クロスカントリー(毎年開催） 

卓球 

  

千葉市 ９１’第４１回世界卓球選手権 

千葉市 ０７’世界知的障がい者卓球選手権 

体操 千葉市 第65回全日本体操競技団体・種目別選手権大会（２０１１） 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 千葉市 １２’ﾖﾈｯｸｽ BWF世界ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 

柔道 千葉市 ９５’世界柔道選手権 

ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞー  

 

 

千葉市 ０７’オセアニアゾーンｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞー 選手権 

千葉市 １３’ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞー 日本選手権大会 

千葉市 １４’ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞー 日本選手権大会 

サッカー 

  

  

千葉市 キリンカップサッカー（２００７） 

千葉市 キリンチャレンジカップ（２０１２） 

千葉市 国際親善試合（２０１３） 

バレーボール 千葉市 ９８’バレーボール世界選手権 

  成田市 ０３’シッテイングバレーボールアジア大会 

ペタンク 成田市 ０８’日本ペタンク選手権大会 

クライミング 習志野市 １０’視覚障害者クライミング世界選手権 

  印西市 １２’リードワールドカップ印西大会 

水泳 千葉市 世界水泳２００７ 

水上スキー 香取市 ９２’アジア・オーストラリア地区水上スキー大会 

トライアスロン 館山市 １２’トライアスロンアジア選手権 

オープンウォータースイミング 館山市 １３’OWSジャパンオープン 

フリーダイビング 館山市 13’フリーダイビングインドアカップ 



千葉県における外国チームのキャンプ、事前調整の実績 

市町村 施設名 対象大会 競技種目 利用国 利用形態 

千葉市 稲毛海浜公園スポーツ施設 2002FIFAワールドカップ サッカー ｱｲﾙﾗﾝﾄ  ゙ キャンプ 

成田市 中台運動公園陸上競技場 1998年ソウル五輪 陸上 ｶﾅﾀﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 事前調整 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2002年日韓Ｗ杯 サッカー ﾄﾞｲﾂ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 公式練習 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2002年海外遠征 サッカー 日本 事前キャンプ 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2002年AFC U-20大会 サッカー マレーシア 事前キャンプ 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2002年国際ユース大会 in新潟 サッカー ペルー 事前キャンプ 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2004年代表キャンプ サッカー 日本 事前キャンプ 

成田市 中台運動公園陸上競技場 2005年代表キャンプ サッカー 日本 事前キャンプ 

成田市 中台運動公園体育館 2013年グラチャンバレー バレーボール ロシア トレーニング 

長柄町 生命の森リゾート 1988年ソウル五輪 陸上競技 アメリカ、イギリス 事前合宿 

長柄町 生命の森リゾート 1991年世界陸上東京大会 陸上競技 アメリカ、スペイン 事前合宿 

長柄町 生命の森リゾート 2000年シドニー五輪 陸上競技 ロシア 事前合宿 

木更津

市 

オークラアカデミアパークホテ

ル 

2002年ＦＩＦＡワールドカップ サッカー 世界各国からの審判

団 

レフェリー本部設

置 

勝浦市 柔道場 2008年北京五輪 柔道 ｽｲｽ・ｷｭｰﾊﾞ・ﾌﾞﾗｼﾞ

ﾙ・ｶﾅﾀﾞ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

事前合宿 

勝浦市 柔道場 2013柔道ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ 柔道 ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ・ﾁﾘ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 事前合宿 

 

  



１９６４年オリンピック東京大会開催時の千葉県の取組 
 

●オリンピック国民運動 

［推進主体］ オリンピック国民運動千葉県推進連絡会議（会長：知事、構成：庁内２２課及び民間８３団体） 

［目的］   オリンピック精神の普及高揚及び市民性の向上 

［運動内容］ オリンピック理解運動、国際理解運動、公衆道徳高揚運動、交通道徳高揚運動、商業道徳高揚運動、国土美化運動、健康増進運動 

［本県の主な取組］ ・ホテル用語（英語）講習会、英文千葉県地図の配布  ・郷土美化運動ポスター、パンフレットの配布 

          ・交通道徳高揚ポスター、壁新聞の作成配布      ・オリンピックを迎える心得（冊子）の配布 

          ・商業道徳高揚に関する座談会            ・オリンピックしおり（２０種目の解説）の作成配布 等 

［国民運動経費］ ８０万４，３５０円 

 

●聖火リレー 

［主催団体］ オリンピック組織委員会・千葉県・千葉県教育委員会・千葉県体育協会  

       ※千葉県聖火リレー実行委員会及び通過市町の実行委員会が主管 

［県内リレーコース］総距離９２km・５７区間（国内聖火リレー第４コース） 

 水郷大橋～佐原市役所（泊）～神崎・下総・成田・酒々井・佐倉・四街道～千葉県庁（泊）～習志野・船橋～市川橋 

［参加者数］    リレー参加者：１，３１１名、 沿道応援：延べ約５８万人 

［聖火リレーに要した経費］ ８０万５，５８８円 

 

●近代五種競技クロスカントリーの開催（県内唯一の開催競技） 

［会場］   東大検見川総合運動場 

［受入体制］ オリンピック近代五種競技受入れ対策協議会（千葉県、千葉市の関係課長で構成）を設置 

［主な取組］ オリンピック組織委員会検見川競技場事務所（所長：県体育課長）を開設。会場管理・警備交通・庶務関係等に県・市職員が協力 

       東大検見川総合運動場への聖火台設置（県教委）、会場周辺の道路整備・環境浄化（千葉市） 

［開催状況］ １５か国３７選手が参加、競技・表彰式終了後、知事・千葉市長共催のレセプション 

［クロスカントリーに要した経費］ ２６０万円 

 

●県内からの代表選手   陸上競技、近代五種など９種目に１４名が代表選手として参加。４名のメダリストを輩出 


