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3.4. 地域との共生のための戦略 
  
企業と住民の双方に高い効果が得られ、2.6で示した地域共生に係る課題である「①相互の

特性・資源を活用した地域環境の向上」、「②環境と産業の新たな共生モデルの創造」を実現

していくためには、3.2及び 3.3で紹介した競争力強化のための戦略も踏まえた上で、地域・
行政と企業、企業間が連携して地域の環境保全、地球環境保全、資源制約への対処、更には

地域の教育や人材開発への貢献などの先進的取り組みを進めることが重要である。 
3.1で示した通り、京葉臨海コンビナートでの取り組みが有効な地域共生の分野としては、
環境・エネルギー、学術研究、緑化保全の３分野が挙げられ、その具体的な実現方策として

として、 
・ 環境・エネルギー： 

 グリーンボイラーの地域活用の推進 
 水素エネルギーの地域への供給 
 省エネ・新エネ関連施設のネットワーク化による普及・啓発・集客ゾーンの形成 

・ 学術研究： アジア・環太平洋の地球環境問題のセンター機能を担う国家戦略拠点とし

ての「地球環境研究施設（千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェ

クト）」 
・ 緑化保全： 地域の環境保全に資するとともに従業員や住民の癒しの場となる「京葉臨

海コンビナート企業『癒しの森』（仮称）」 
を構築し、3.2 及び 3.3 に述べた省エネルギーや競争力強化のための企業間連携と並行した
戦略を展開していくことが有効である。 
 以下では上に掲げた３つの戦略について述べる。 
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図表 3.4-1 地域との共生の全体像 
 

臨海コンビナート地域企業が、周辺地域の特性･資源等
を活かし、企業･住民双方にメリットのある地域活性化に
資する先進的な社会貢献活動に取り組む。

（１）環境･エネルギー
・新エネルギー、省エネルギーをテーマとした施設等

（２）学術研究
・地球環境、生物多様性実験プラント等

（３）緑化保全
・森林保全、自然散策、滞在施設、森林里山等

行政 臨海部企業 地域住民

自然体験交流ゾーン
・牧場、自然散策、森林浴
・滞在施設、企業保養施設
・バンガロー、別荘

目的

機能

企業連携による工場見学の充実
次世代エネルギー展示施設

・新エネルギー
・高リサイクル技術

新エネルギー実験プラント
バイオマス、太陽光
小型風力発電所、
燃料電池、水素エネルギー

新エネルギー展示施設

連 携
〔取組イメージ〕

臨海部企業が連携して取組む

調
整
･
協
議

・千 葉 県
・関係市町村
・経済産業省
・地域住民等
・学識経験者

上総地域（アカデミアパーク）等の周辺地域

グリーンボイラー活用 地域への水素供給
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（１）環境・エネルギー 

 

これらの地域共生の施策の推進にあたっては、先に述べた企業間連携のための施策を基軸

としてくことが重要である。 
環境・エネルギーの施策については、先の省エネルギーを伴う企業間連携策で挙げた 

① グリーンボイラーの地域活用 

② 水素エネルギーの地域への供給 

③ 省エネ・新エネ関連施設 

等の施策が大きく関係しており、これらを中核とした地域共生を展開していくことが重要で

ある。 
 以下ではそれぞれについて述べる。 
 
① グリーンボイラーの地域活用 

バイオマス資源を利活用していくことは、地球温暖化対策、循環型社会の形成、地域社会

の活性化、産業育成などの観点から重要である。我が国では 2002年 12月に「バイオマス・
ニッポン総合戦略」が閣議決定され、78の具体的行動計画に基づき様々な施策が行われてき
た。また、2005 年 2 月に京都議定書が発効し、実効性のある地球温暖化対策の実施が喫緊
の課題となるなど、バイオマスの利活用を巡る情勢の変化に対応する必要が生じた。そのた

め 2006 年 3 月にバイオマス・日本総合戦略の見直しがなされ、国産バイオマス輸送用燃料
の利用促進、農作物非食用部や林地残材といった未利用バイオマスの活用等によるバイオマ

スタウン構築の加速化などが新たな戦略のポイントとして掲げられている。 
千葉県では、「バイオマス立県ちば推進方針～資源循環型社会づくりの環の一つとして ～」
を 2003 年 5 月に制定し、その具体的な取組を実現するための基本方針を定める「バイオマ
ス総合利活用マスタープラン」を 2004 年 3 月に策定して、バイオマスに対する取組を進め
ている。 
「バイオマス立県ちば推進方針」では、県内の地域特性を生かして、 
・ 臨海部のメタン発酵施設やガス化溶融炉、その需要者となる企業群の集積を生かした

ハイテク・バイオマスタウン 
・ 農村部のたい肥化等の大規模共同利用施設、飼料化施設を利用したアグリ・バイオマ

スタウン 
・ 林業関連地域での大型の製材機や破砕機などの施設を生かしたウッド・バイオマスタ

ウン 
・ 南房総地域や九十九里地域での観光関連施設などを利用したフラワー・バイオマスタ

ウン 
の 4つの種類のバイオマスタウンの実現を目指し、バイオマスの製品やエネルギーを地域利
用するために市町村・ＮＰＯ等との協力、産学官・異業種間の連携を進めるとしている。 
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図表 3.4-2 千葉県におけるバイオマスへの取組イメージ 

 
出典：「バイオマス立県ちば推進方針」（2003年 5月） 
 
推進方策、およびマスタープランにおいて、臨海工業地域に求められている役割としては、

大きく次の 2つが挙げられる。 
まず一つが、ハイテク・バイオマスタウンとしての役割である。これは、鉄鋼関連、機械

関連、石油関連などの企業が集中する臨海工業地帯におけるバイオマス関連の新技術の研究、

開発力を活かして、これを展開してバイオマス利用を推進する役割である。 
もう一つが、ウッド・バイオマスタウンの中での掲げられている熱需要先としての役割で

ある。これは、熱需要の大きい臨海工業地帯に近い地域において、チップ、木炭、廃パレッ

トなどを熱源として利用できるボイラー、燃焼炉等や発電時の廃熱を場内利用できるコジェ

ネレーション施設の普及を図り、産業部門での需要開拓に寄与するものである。 
 
図表 3.4-3 ハイテク・バイオマスタウン(左)、ウッド・バイオマスタウン(右)のイメージ 

 
出典：「バイオマス立県ちば推進方針」（2003年 5月） 
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以上の通り、国、および千葉県の施策に鑑みると、京葉臨海コンビナートに企業が連携し

てグリーンボイラーを設置し、地域で発生する下水汚泥や間伐材、廃建材等をエネルギー源

として活用することが、地域社会や日本全体の課題に合致する取組となる。 
また、石油残さとバイオマスを混焼させることにより、水分を多く含み低カロリーのバイ

オマス単独の燃焼よりも高品位の熱を利用でき、また石油残さ単独での燃焼よりも CO2 排
出量を低減することが出来る、というようなメリットを得ることが出来る。 
以上の通り、未利用エネルギーである石油残さおよびバイオマスエネルギーを利用するこ

とで、省エネルギー、二酸化炭素排出量の削減はもちろん、その他、地域の廃棄物の削減、

森林・里山の整備・再生等、地域の環境保全等の推進に寄与することが可能となる。 
グリーンボイラーの地域活用の推進のイメージを図表 3.4-4に示す。 

 
図表 3.4-4 グリーンボイラーの地域活用の推進のイメージ 

東京湾アクアライン

グリーンボイラー
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② 水素エネルギーの地域への供給 

 
「水素エネルギー社会」もしくは「水素社会」という言葉はクリーンエネルギーである水

素を基調とした分散型エネルギーによる社会を指すものであるが、それが２１世紀のエネル

ギー社会を考える上で欠かせないキーワードであることは間違いない。 
世界的な水素社会に向けての潮流の中、日本では水素拡大の基盤として、その利用技術で

ある燃料電池の開発が積極的に進められてきた。 

燃料電池に取り組む理由としては以下の 5つが挙げられ、これらが日本における水素エネ
ルギー開発の主目的、ひいては水素（エネルギー）社会構築の意義と認識される。 
① 高効率（省エネルギー効果） 
② 環境負荷低減 
③ エネルギー供給源の多様化 
④ 電源の分散化 
⑤ 新規産業・雇用の創出 
このように、燃料電池・水素技術は、省エネルギー、環境負荷低減、石油代替・エネルギ

ー供給の多様化、新規産業創出等に資する水素エネルギー利用社会構築を実現するための核

となる技術であり、エネルギー利用に係る環境制約や資源制約の高まりに従い、その重要性

が増している。 
 水素・燃料電池の普及を図る上で大きな課題と認識されつつあるのが、その製造から利用

を構成する各プロセスの経済性と大規模な水素エネルギー需要の創出に他ならない。 
 これらの２つの課題はそれぞれ密接に関連しており、一定のエネルギー安定供給が成立し

ている状況下においては、その経済性の確保はエネルギー需要の創出の大前提にあるともい

える。技術開発が進展し、そのエネルギー利用効率、耐久性、生産性などが向上すれば、水

素エネルギー利用のコストは低減し、それはユーザーにとっての導入のし易さに直結する。

しかしながら、それだけでは十分とは言えず、様々なユーザーに対し、 
・ 水素が利用し易いエネルギーであること 
・ 環境性や安全性にも優れること 
・ 水素が持続可能な社会をもたらすエネルギーであること 
などを、リアルな導入事例を通じて訴求していくことが重要といえる。 
 具体的には、京葉臨海コンビナート地域において製造された水素を、各種自然エネルギー

の導入施策と融合させつつ、コンビナート周辺地域の水素ステーションに供給し、集合住宅

や戸建て住宅、バス等の公共交通や自動車などのエネルギー源として積極活用していく。そ

の実用を大規模に推進し、地域やその他の人々に啓蒙する存在として空港での活用などを実

現していくことも有効である。 
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図表 3.4-5 水素エネルギーの地域への供給のイメージ 

飲食店等高純度水素

集合
住宅

燃料電池自動車

戸建
住宅

集合住宅

燃料電池

Ｈ２Ｈ２Ｈ２

他の
水素源

グリーン
エネルギー

水素ｴﾝｼﾞﾝ自動車

コンビナートコンビナート

風力、太陽光、
汚泥、廃建材、
立枯れ杉、竹、他

ｸﾞﾘｰﾝ電力、蒸気

水素ＳＳ

国･県･市･臨南協議会

複合水素供給チェーン複合水素供給チェーン

電解、ＣＯＧ

ガス化水素
（ｱｽﾌｧﾙﾄ）

水素原料

水素消費チェーン水素消費チェーン
京葉臨海コンビナート地域における水素エネルギー
の取り組みを活用し、水素エネルギー社会の構築に
向けた先進的な地域づくりに貢献する。

大規模水素利用施設
（水素エアポート）
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③ 省エネ・新エネ関連施設のネットワーク化による普及・啓発・集客ゾーンの形成 

先にも述べたとおり、京葉臨海コンビナートには、２つの鉄鋼一貫製鉄所、５つの火力発

電所、一つのＬＮＧ基地が連なり、237の企業群が集積している。 
コンビナートへの資源、エネルギー投入の量は極めて大きく、石炭、石油、天然ガスの化

石燃料については輸入の玄関口としての機能はもちろん、先進的な調整、精製、貯留、移送、

利用のための大規模施設が連なる。これらの従来型燃料に加え、先に述べた新エネルギーの

導入も活発に進められており、日本のエネルギー多様化、ベストミックスをコンビナートそ

のものが体現しているともいえる。 
このように、京葉臨海コンビナートが産み出すあらゆる付加価値は日本の経済力の根幹を

担うものでもあり、エネルギーの大消費地である首都圏や千葉港・木更津港、新東京国際空

港、東京国際空港などの物流の集積地に近接していることからも、各構成要素や全体の姿は

観光資源としても極めて重要な意味を持つ。 
現状においても各企業が工場見学の受け入れなどを実施しているが、多様なエネルギーを

もとに我々の暮らしの根幹を支える様々な素材や製品が産み出されていく様子を体系的、連

続的にディスプレーする手段は持ち合わせていない。 
このような認識のもと、京葉臨海コンビナートにおける地域共生の一環として、様々なエ

ネルギーや素材、工業製品を産み出すというコンビナートそのものを企業間連携のもとに観

光素材として演出し、地元地域のみならず、首都圏、あるいは全国、世界から人が集まる観

光拠点を整備する。 
具体的な取り組み案を以下に示す。 
・ コンビナートを構成する各種生産技術、コンビナート内のユーティリティー、生産物や

廃棄物などの移動（企業間連携の様子を含む）、それらを支える先進的な環境技術や新エ

ネ・省エネ施設を対象とした見学ツアー 

 次世代エネルギーパークを中心としたエネルギー展示ゾーンの整備 

・ 一次エネルギーの調達や貯蔵等を担うタンカーや受入施設、二次エネルギーとしての発

電所（石炭火力、ガス火力、太陽光発電、バイオマス発電、大型風力発電、廃棄物発電

等）、水素製造施設等の地域に賦存する先進的なエネルギー施設を連続的に演出すること

で、環境学習や技術学習の場として地域への貢献を図る。 
・ ＮＥＤＯ実証研究等の先端研究の場として活用することで、社会的な注目度を高めて、

ひいては地域の集客力、ブランド力の強化を図る。 
・ コンビナート内の新エネルギーもしくは産業関連のパビリオン施設とWeb等でのソフト

的な取組を連携により、興味の喚起・事前学習、来場者自身の参加・体験、知識の進化

などに効果を与える。 
・ そのほか、新エネルギーからの電気、熱を、たとえば地域共生のための施設で利用した

り、電気自動車を域内交通に利用したりするなど、複数の施策を連携させていくことも

有効である。 



エネルギーフロントランナーちば推進戦略（中間とりまとめ：省エネルギー編） 

 

 169

平成１９年２月

 
図表 3.4-6 京葉臨海コンビナート周辺における新エネルギー構想 
地点 地域 内容 

Ａ地点  廃棄物・バイオマスボイラ設置 
Ｂ地点  風力・太陽光複合発電蓄電池併設  
Ｃ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
京葉コンビナート 全域 各工場事務等屋上への太陽光発電設備設置 

→太陽パネルを利用した冷房エネルギー消費低減

Ｄ地点  下水汚泥燃料化設備、ランドフィルガスによるガ

スエンジン発電 
Ｅ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
  被害木によるガスエンジン発電、木材チップ化工

場、廃タイヤチップ化工場 
一般ゴミ飼料化設備、廃プラスチック処理設備 

Ｆ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
Ｇ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
Ｈ地点  下水汚泥燃料化設備導入 
 
 

図表 3.4-7 京葉臨海コンビナート周辺における新エネルギー構想図 

銚子

旭

勝浦

館山

市原

袖ヶ浦

富津

新エネ検討ＰＪ

風力発電所
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＜エネルギー展示ゾーンの整備＞ 

 以上に基づくと、京葉臨海コンビナート地域における普及・啓発・集客ゾーンの形成につ

いては、図表 3.4-8 及び図表 3.4-9 に示す通り、エネルギー展示ゾーンを中核とした展開が
有望である。 
 

図表 3.4-8 エネルギー展示ゾーンの概要 
趣旨 ・ エネルギー多消費産業地域としての取組み 

・ 地域の特性を生かしたＣＳＲ 

・ 環境共生型コンビナートとしての地域ブランドの強化 

設置目的 □地球温暖化対策への貢献 

□新エネルギーの普及啓発 

□産業教育 人材育成・確保 

□産業観光 世界最先端の環境・省エネ技術の披露、環境共生型コンビナートとし

てのＰＲ   

施設・設備 □既存の省エネルギー・新エネルギー施設・設備の公開 

□新エネルギーの集中導入 と公開 

・太陽光発電施設 

・風力発電施設 

・バイオマス資源の活用施設 

□太陽電池パネル、風力発電等の実験フィールドの設置 

・ 県内企業・大学等の参加による太陽電池パネル、風力発電等の実証公開実験 

□展示・研修施設の活用  

展開 上記施設・設備のネットワーク化によるワンストップのエネルギー普及啓発 

① エネルギー展示ゾーンにおける新エネルギーの普及啓発、環境教育 

② ①に加え、火力発電所、石油精製工場、石炭研究所、天然ガス施設等を活用し

たエネルギー問題全般についての見学・啓蒙活動の展開 

③ ②に加え、製鉄所や石油化学工場等を活用した産業教育、産業観光の展開 
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図表 3.4-9 エネルギー展示ゾーンの展開 

産業観光・産業教育の展開

エネルギー教育の展開

エネルギー展示ゾーン

・既存省エネルギー・新エネルギー施設・設備の公開

・新エネルギーの集中導入

ソーラー発電、風力発電、バイオマス等

・太陽電池、風力発電等の実験フィールドの設置

・展示・研修施設の活用 等

製鉄所、

かずさアカデミアパーク 等

 

 

図表 3.4-10 エネルギー展示ゾーンを中核とした京葉臨海コンビナート産業観光のイメージ 

太陽光発電

火力発電所

蓄電システム

変電所

次世代エネルギー

石油、石炭、天然ガス関連施設

水素製造施設、水素ステーション

新エネルギー

コンビナート

発電所関連施設

・日本最大級のコンビナートの概況
・世界に誇るべきコンビナート内各種製造プロセス
・品質確保のための取り組み
・企業間連携の姿
・地域共生の姿

・一次エネルギーと二次エネルギー
・エネルギー需給の全体像（ベストミックス、現状と将来）
・省エネ・エネルギー利用効率化のための取り組み
・次世代を担うエネルギーの可能性

・多様な新エネルギー、これからの新エネルギー
・新エネルギーの可能性と実力

鉄鋼

石油化学

その他

＜訴求テーマと理解の深化・広がり＞

・コンビナート内のモノの動き
・エネルギー間、産業間の密接な関係

・コンビナートと都市との関係
・コンビナートと世界との関係

研究施設

巡回燃料電池バス

風力発電

展示・研修施設の活用
（TEPCOエネルギーパーク等）

農林水産資源、下水汚泥等
バイオマス利用施設

 

 

エネルギー展示ゾーン 

火力発電所 
石油、石炭。

天然ガス関

連施設 

エネルギー関連施
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（２）学術研究：千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクト 

これまでに述べてきた産業施設、エネルギー施設の集積は、最先端の産業技術のみならず、

工業生産に絡む環境技術、エネルギー技術の集約を伴うものであり、その点に着目した先端

的環境研究、エネルギー研究を推進していくことが当該分野の技術進展に大きな効果をもた

らす。 
このような観点から、イギリスのエデンプロジェクト、CATなどのように、地球環境・エ

ネルギーに関する研究・教育・観光的側面を兼ね備えた研究施設を地域内に整備することで、

研究者のみならず、県内外からの観光需要も想定できる。 
千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトは、「バイオーム（大型環境傾

度実験施設）構想」を中核にアジア・環太平洋の地球環境問題のセンター機能を担う国家戦

略拠点の形成を図るものであり、以下に示す具体的な取り組みにより構成される。 
 

 

＜千葉県・東京大学かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトの概要＞ 

 

①地球環境問題の解決に資する世界初の東京大学「バイオーム（大型環境傾度施設）」の設置

促進 

②ノーベル賞級の研究開発（地球温暖化対策のＣＯ2固定化、新エネルギーの先進モデル技術

開発 等）  

③アジア・環太平洋地域の地球環境予測、環境対策に係る経済効果シュミレーション等の国際

連携ネットワークの構築 

④（仮称）沖縄科学技術大学院大学等と連携した「アジア・地球環境ゲノム研究センター」（構

想予定）の設置 

⑤中国、インド等のアジア・環太平洋地域の国際シンポジウム、研究技術研修の開催 

⑥先進的な環境技術に対する知財の集積や地球環境ファンドの形成などセンター機能を担う。

 

 

 主要研究テーマとしては、新エネルギー・新素材、地球規模の食糧問題解決のための植物・

微生物の有効活用、廃棄物の低減・有効活用、ガス化溶融等が想定され、これらのテーマに

ついて国際的なネットワーク連携に基づく研究が推進されることが期待される。 
平成 19年度においても、その具体的取り組みとして、 
① 生物資源(DNA、微生物)の有効活用に関する共同研究(バイオエタノール等) 
② ゲノム科学を応用した育種活性化共同研究 
③ 植物のゲノム情報を活用した育種活性化共同研究 
が計画されており、千葉県・東京大学かずさ国際地球環境研究拠点形成プロジェクト事業推

進協議会（仮称）が産学官連携による研究プロジェクトを推進していくことが計画されてい
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る。 
なお、研究計画における目指すべき方向として、以下の９点が掲げられており、エネルギ

ーフロントランナーちばの全体構想及び地域共生の目的意識と共通する部分が多い。 
 

 

＜かずさ国際環境研究拠点形成プロジェクトの目指すべき方向＞ 

 

① 将来、アジア･環太平洋地域の先端的頭脳集積地域として発展させていく 

② 世界の科学技術の発展に寄与すること 

③ ノーベル賞級の世界最高水準の研究開発 

④ アジア・環太平洋地域から研究者が集積する場 

⑤ ODA 資金の国内投資の先導的プロジェクト 

⑥ 海外の一流大学やアジア・環太平洋地域の大学と連携。 

⑦ 最先端の研究施設設備や優れた居住環境を整備。 

⑧ 国内外の企業の研究所やベンチャー企業を誘致 

⑨ 一般の人々（特に若者）に対する地球環境、植物、資源などを体験・教育する機能・施設

の設置 
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図表 3.4-11 東京大学「バイオーム（大型環境傾度実験施設）構想」の概要 
概要 東京大学大学院新領域創成科学研究科において構想している地球環境問題などに

資する世界初の実験施設 

熱帯から寒帯にかけての環境を巨大ドーム型の実験施設において再現する。 

異なった環境下での動植物の動態や環境間での相互作用、移動・拡散のプロセス

を実験・検証するための施設で、大型バイオームと中・小規模のバイオーム群から

構成される。 

※「バイオーム」は、「生態系」「生物群系」という意味。熱帯バイオーム、砂漠バイオ

ームといった使われ方をする。 

施設概要 ①巨大環境傾度バイオーム(長さ２００ｍ、幅５０ｍ、高さ４０ｍ) 

②中小バイオーム(最小のものは、１×１×１ｍ) 

③環境評価施設、環境制御、情報処理施設、ライシメータ 等 

④予算規模(概算) 

○ 建物建築費 約４０億円 

○ 設備費 約４５億円 ※ トータルで５０億円という試算もある。 

○ 運営費 年間約５～10 億円   

期待される 

成果 

○ １００年・５００年後の植生変化・生態系変化の早期把握 

○ 地球温暖化で生態系に何が起こるか？の早期予測 

○ 生態系相互作用における物質・エネルギー循環及び化学プロセスの解明 

○ 生態系相互作用で生ずる種組成（樹種、共生菌等）の変化プロセスの解明 

○ 生態系野外調査指針の構築 

○ 環境植生、健康植物の選抜（ゲノム解析植生の指針の提供） 

○ 植生管理手法・技術の開発 

○ 生態系モニタリング・観測機器・技術の開発 

○ 大型構造物・宇宙建造物の環境制御技術の開発 

○ 人間（健康植物）・物質（生理活性・ゲノム解析・化学プロセス）・地球（生態系）・

宇宙（宇宙建造物環境管理）研究のプラットフォーム 

○ 市民環境体験教育のプラットフォーム 

○ アジアにおける環境研究・教育センター  
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（３）緑化保全：企業による『癒しの森』づくり 

これまでに述べてきた各種施策全体に絡む取り組みとして、京葉臨海コンビナートを将来

にわたり持続可能な存在とするためにコンビナート内の緑地整備などの地域共生を図ってい

くことが望ましい。 

コンビナートが緑地を確保する機能を有することは、地域の緑地を長期的に確保すること

に繋がる。 

 千葉県では、平成１８年４月施行の工場立地法地域準則条例により、工業専用地域の緑地

率を２０％から１０％に変更する措置がとられているが、緩和相当分を京葉臨海コンビナー

ト地域外に確保するなどの努力により、総緑地量を減らさない取組が重要といえる。 
 地域の環境保全に資するとともに、従業員や住民の癒しの場ともなり得る森づくりについ

て、京葉臨海コンビナート地域企業が連携して取り組み、本県におけるフロントランナーの

役割を担っていくことが期待される。 
 

図表 3.4-12 『癒しの森』づくりのイメージ 

・企業の社会貢献活動の顕彰・広報・評価
・コーディネート組織の支援

森林整備の意義
・森林の整備・保全・活用
・都市と地元住民の交流推進

県の役割

・森林の利活用への協力
・持続的な森林保全活用

・プロジェクトの提案
・森林保全活用活動への参加

県 民

(ＮＰＯ，個人 等）

行政･森林所有者
（自治体、国、企業、個人 等）

県内企業

・森林保全活用事業の支援
・従業員による森林保全活用
活動

・先導的役割

現状と課題

・森の荒廃
・企業の社会貢献意識の高まり
・県民の自然体験志向の高まり
・地球温暖化対策や生物多様性の保全

千葉の森林・自然豊かさ

◇暖流と寒流の交差する多様な植生
・千葉の原風景・里山、田園の屋敷林
・白砂青松・海岸林、漁業を守る魚つき林
・都市に残る斜面林、広域都市公園
・公害防止のための緩衝林、工場内緑地

◇千葉の森林
・森林面積：165,408ha （県土の32％）
・自然公園
（国定公園2カ所 県立公園8カ所）

・広域都市公園（広域都市公園13カ所）
・県民の森（6カ所）

県民・NPO参加の
森林保全・里山整備

沿道景観の 再
生・形成

自然・森林公園の
交流・滞在機能の整備

・企業の社会貢献・イメージアップ
・社員の福利厚生・先導的インパクト

 
 
 


