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基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 

政策分野１「千葉の輝く魅力づくり」 

  
 
 
 
 
                       

②千葉の飛躍拠点である成田国際空港の機能拡充 

目標：成田国際空港の更なる容量拡大（年間発着枠 30 万

回）の早期実現を目指します。成田国際空港と都心・

東京国際空港（羽田空港）間の交通アクセスなどを

更に強化します。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
21,360,424 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 2 

27,940,538 千円 目標に届いていない 1 

24 年度の取組（例） 

(1)経済、交通、物流、観光、行政など様々な分野の委員で構成

する「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」を開催し、

9月に提言をまとめました。 

(2)航空機騒音から住民の生活環境を保全するため、成田国際空

港株式会社及び市町等と協力し、市町等が行う共同利用施設建

設事業、住宅防音工事事業、空調機器更新事業に係る費用を補

助しました。 

課題 

(1)引き続き地元の理解と協力を得ながら、年間発着回数 30 万回

に向けて空港機能の拡充を進める必要があります。 

(2)国・県・空港周辺 9 市町及びＮＡＡの四者間で年間発着枠 30

万回について合意された結果、空港の容量拡大に伴う地域住

民への騒音障害などマイナス影響の拡大が見込まれます。 
今後の取組 

(1)「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」の提言実現に

向け、官民連携により「（仮称）成田空港活用協議会」を設立

し、成田空港の更なる利用促進と本県経済の活性化を図りま

す。 

(2)年間発着回数 30 万回に向けて空港機能を拡充するため、国・

県・空港周辺 9 市町及びＮＡＡの四者で協力して、住宅防音

工事などの環境対策・地域共生策の推進に取り組みます。 

③東京湾アクアラインによるポテンシャルの開花 

目標：東京湾アクアラインを有効に活用することにより、県

内に埋もれている多くの宝・ポテンシャルに磨きをか

け、経済の活性化や地域振興を図ります。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

16,643,494 千円 目標を達成 3 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

16,995,283 千円 目標に届いていない 0 

24 年度の取組（例） 

(1)アクアライン通行料金の引下げ効果を活かすべく、次世代を担

う高い技術力を持った企業・研究所を中心に 160 件の企業訪問を

実施し、かずさアカデミアパークへの誘致に努めるとともに、企

業立地の一層の促進を図るため、「かずさアカデミアパーク事業

の新たな展開」に基づき、各種規制の見直しなどに向け、関係機

関と協議・検討を行いました。 

(2) アクアラインの着岸地である金田地区などのポテンシャルを

高めるとともに、地域の交流と連携の強化や、物流の効率化を図

るため、千葉県における道路網の骨格をなす首都圏中央連絡自動

車道や東関東自動車道館山線の４車線化の整備促進を国などに

働きかけました。 

課題 

(1)東日本大震災の影響により、減少していた企業からの引き合い

が回復の傾向にあり、また、圏央道も延伸されたことから、この

機を逃さず、積極的な企業立地促進に向けた取組が必要です。 

(2)アクアラインの通行料金引下げによる県内経済活性化に大きな

効果をもたらすためには、道路ネットワークの充実・強化が必要

です。とりわけ、既に事業化されている圏央道の大栄から横芝間

については、早期に本格的な事業着手が必要です。 

今後の取組 

(1)立地企業補助金の助成制度を拡充し、様々な進出形態による企

業の立地を促進するとともに、関西地区に企業誘致専門員を配置

して、関西地区からの企業誘致を強化します。 

(2) 引き続き、地元市町村及び関係団体と連携を図りながら、道路

整備の事業促進を国に強く働きかけていきます。 

④魅力満載「千葉の観光」 

目標：効果的なプロモーション活動により観光入込客の増加

を図るとともに、本県の持つ魅力を十分に生かした魅

力的な観光地づくりを推進し、地域経済の活性化を目

指します。 

総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

530,243 千円 目標を達成 4 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

414,114 千円 目標に届いていない 0 

24 年度の取組（例） 

(1)戦略的なプロモーションによる効果的な情報発信として、大規

模な観光 PR イベントの開催及び季節に応じた切れ目ない観光キ

ャンペーンを実施しました。 

(2)地域への経済効果を高める観光客の滞在の長時間化や宿泊客の

増加を図るため、農林水産業の体験施設等の整備や市町村が行う

宿泊滞在型観光推進の取組に対して支援を行いました。 

課題 

(1)(2)東日本大震災及び原子力発電所事故の風評等の影響により、

国内及び外国人を含む観光客が激減するなど、県内観光は非常に

厳しい状況にあります。震災から二年以上が経ち、徐々に回復傾

向にあるものの、引き続き本県観光の回復を図っていく必要があ

ります。  

今後の取組 

(1)圏央道の木更津・東金間の延伸や成田国際空港のオープンスカ

イ化やＬＣＣをはじめとする国際線・国内線の新規就航・増便な

どの様々な機会を捉え、市町村・地域及び民間事業者等と連携を

図りながら、国内外に向けた効果的な情報発信に努めます。 

(2) 千葉県観光のファンやリピーターを増やしていくなど、時々の

経済・社会状況に左右されない観光立県千葉の実現に向けて、魅

力ある宿泊滞在型観光を促進し、地域観光の担い手を育成するな

ど、誰もが何度も訪れたくなる魅力ある観光地づくりを進めてい

きます。 

 

【２４年度のまとめ】                 

政策分野１に掲げた５つの社会目標

のうち、観光入込客数及び宿泊客数に

ついては２４年の実績値が判明してい

ません。東日本大震災及び原子力発電

所の事故の風評等の影響により、平成

２３年度は大きく落ち込みましたが、 

平成２４年度は全体として回復傾向が見込まれています。 

今後も、成田国際空港の機能拡充や東京湾アクアラインを活用した戦略的な観

光振興の強化など、本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信することで、引き

続き、千葉の輝く魅力づくりに向けた取組を推進していきます。 

（本県には埋もれている宝・ポテンシャルがたくさんあります。東京湾アクアラインや、高い実力を持つ農林水産業、各地域が持つ豊かな自然環境や歴史・文化などの観光資源をはじめと

する、本県の持つポテンシャルを最大限に発揮させ、「光り輝く千葉」を目指します。） 

当初予算額 39,554,251 千円 

決算見込額 46,336,469 千円 

進展が図られています 2 

概ね進展が図られています 2 

一部の進展にとどまっています － 

 

(万人) (施策③④) 

(件) (施策③) 

(万人) (施策④) 

 
 

(件) (時間) 
(施策①) 

①光り輝く千葉の魅力発信 

目標：本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信し、千葉県

の知名度を高めます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

1,020,090 千円 目標を達成 2 

決算見込額 目標を概ね達成 3 

986,534 千円 目標に届いていない 1 

24 年度の取組（例） 

(1)在京キー局のテレビ番組やラジオ放送、新聞広告を活用したＰ

Ｒを推進するとともに、アクアラインマラソンや成田空港の新

規路線就航などの機会を捉え、関係部局と連携しつつ千葉の魅

力を発信しました。また、知事がセールスプロモーションや地

域のイベント、各種メディアに登場することによって、より効

果的に千葉の魅力を多くの人々に印象づけました。 

(2)県産農林水産物については、「食の宝庫ちば」の知名度向上のた

め、ブランド化を進めるとともに、トップセールスやマスメデ

ィアなどを活用し、県内はもとより首都圏をはじめ全国へ県産

農林水産物の魅力を発信しました。 

課題 

(1)引き続き時機をとらえ知事のトップセールスを行い、より積極

的な魅力発信に努める必要があります。 

(2)今後もイベントでのＰＲ活動やＨＰを通じて千葉県産農林水産

物の安全性や地産地消の取組を周知していく必要があります。 
今後の取組 

(1)圏央道の開通、成田空港への新規就航や平成２６年度開催予定

のアクアラインマラソンなどの時機をとらえ、トップセールス

や各種メディアを活用した魅力発信を実施します。 

(2)県内で人口の多い都市部や首都圏をはじめ全国への県産農林水

産物の魅力を発信するとともに、県産農水産物の知名度向上を目

的とした広報活動やイベント等を支援し、地産地消の取組を推進

します。 

増加を 

目 指 し

ます 

 

(施策②) (万人) 

H２４年度 政策分野別概要資料 
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≪「輝け！ちば元気プラン」３か年の総括（２２年度～２４年度）≫

３か年の総括

３年間の主な成果・課題・次期計画への反映 H22 H23 H24

①光輝く千葉の魅力発信

【３年間の主な成果】
・パブリシティ活動による各種メディアへの掲載件数及びテレビ番組の放送時間については、平成20
年度の数値と比べてテレビ番組の放送時間については倍増、各種メディアへの掲載件数については
3倍増以上と大きく伸びています。
【課題】
・平成23年3月の東日本大震災の影響で、「県産農産物の購入意向」など、目標を達成しなかった指
標も一部ありました。
【次期計画への反映】
・知事のトップセールスや時機をとらえた積極的な情報発信の取組を進めるとともに、国内はもとより海
外も視野に入れ、本県のイメージアップと、観光や県産農林水産物など千葉の魅力の発信を進めて
いきます。

概ね
進展

概ね
進展

概ね
進展

②千葉の飛躍拠点である成田
国際空港の機能拡充

【３年間の主な成果】
・平成22年10月に国・県・空港周辺9市町及びＮＡＡで構成する四者協議会において、成田空港の年
間発着枠30万回の合意をし、平成24年度末に年間発着枠が27万回となり、年間発着回数は21万回
を超え過去最高となりました。また、平成22年7月に成田新高速鉄道（成田スカイアクセス）が開業し、
都心と成田空港への交通アクセスが向上しました。
【課題】
・発着枠30万回の合意による成田空港の機能拡充を、県経済の活性化につなげることが必要です。ま
た、更なる成田空港と都心・羽田空港間の交通アクセスの一層の強化を図るためには、圏央道・北千
葉道路の建設促進や鉄道アクセス改善の必要があります。
【次期計画への反映】
・ＬＣＣの新規就航や国内線、国際線の充実など、成田空港を取り巻く新たな動きを、時期を失するこ
となく活用し、本県経済の活性化を図るため、（仮称）成田空港活用協議会を通じて全県の経済活性
化につなげる取組を進めます。あわせて、県内外と成田空港との交通アクセスの強化を図ります。

進展
概ね
進展

概ね
進展

③東京湾アクアラインによるポテ
ンシャルの開花

【３年間の主な成果】
・数多くの宝・ポテンシャルに磨きをかけて、県内経済の活性化や地域振興に確実に結び付けるた
め、「東京湾アクアライン活用戦略」に基づき、市町村や民間団体などと連携して様々な施策を進めま
した。県内への企業立地件数が3年間で126件になるなど、多くの指標で目標を達成し、計画期間を
通じて概ね進展しました。
【課題】
・アクアラインからつながる圏央道が、平成25年4月に松尾横芝まで開通したことから、今後は、アクア
ライン及び圏央道を生かして本県の更なる発展につながるような取組を進める必要があります。
【次期計画への反映】
・アクアラインは、圏央道と一体となって首都圏の骨格を形成し、広域的な交流・連携の重要な基盤と
なることから、アクアライン・圏央道沿線地域への企業誘致と産業振興を図ります。

概ね
進展

概ね
進展

進展

④魅力満載「千葉の観光」

【３年間の主な成果】
・観光入込客数は、震災等の影響により、平成23年に大きく落ち込みましたが、、観光プロモーション
や観光トイレや案内板等の整備を進めたことにより、地域により差異はあるものの、全体として回復傾
向にあります。
【課題】
・観光入込客数及び宿泊客数については、平成24年度調査結果が未判明ですが、県全体では、震
災前の水準までに回復していないことも想定されます。本県観光客数の増加を図るため、より一層、戦
略的・効果的な観光プロモーションを展開する必要があります。
【次期計画への反映】
・首都圏からの観光客や急増するシニア層を意識し、観光関連施設の整備促進や地域が主体となっ
た観光資源の磨き上げを進めるなど、ハード、ソフトの両面から何度でも訪れたくなる魅力ある観光地
づくりに取り組みます。また、アクアラインや圏央道を活用した戦略的・効果的な国内観光プロモーショ
ンを展開するとともに、成田空港の発着枠30万回化に向けた訪日外国人の増加を踏まえ、東アジア、
東南アジアを重点市場として積極的な誘客を図っていきます。

概ね
進展

概ね
進展

進展

施策項目

施策年度別評価結果

１　千葉の輝く魅
力づくり

Ⅲ　経済の活性化と
交流基盤の整備

政策分野の総括（まとめ）

　本県には、アクアラインや成田空
港、豊かな自然や観光施設など数
多くの魅力や宝があります。　「千葉
の輝く魅力づくり」の政策分野では、
本県の多彩な魅力を積極的に発信
するとともに、様々な宝を活用して経
済の活性化や地域振興を図るた
め、４つの施策項目を展開してきま
した。

　特に、平成21年8月から開始したア
クアラインの料金引下げ社会実験
は、物流の効率化、企業立地の促
進、観光の振興など経済の活性化
に大きく寄与しました。また、成田空
港の年間発着枠は、平成22年4月に
は22万回でしたが、27万回まで拡大
し、さらに30万回化に向けた地元合
意がなされたことにより、LCCの新規
就航などの効果が現れてきていま
す。

　また、こうしたインフラ整備をＰＲの
好機ととらえ、タイミングを合わせて
積極的な広報活動を実施したことな
どにより、各種メディアへの掲載が
大きく増え、効果的な情報発信を行
うことができました。震災と原発事故
により大きな打撃を受けた観光面で
も、こうしたＰＲ活動や施設整備等に
より、回復の兆しが見えてきていま
す。

　今後は、圏央道の開通や成田空
港の路線拡充等により、これまで以
上に多くの方々が本県を訪れること
を踏まえ、海外も視野に入れて、より
積極的な魅力発信を進めるととも
に、市町村や民間企業等との連携を
強化し、観光地の魅力向上、企業の
ニーズを踏まえた企業立地促進策
の充実等により、県経済の一層の活
性化を図っていきます。

基本目標 政策分野
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