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※県民の皆様からの意見については、取りまとめの上、趣旨をそこなわない範囲で意見を要約させて

いただきました。 

 

第２章 千葉県が目指す姿（基本構想編） 

第１節 時代背景と課題 

意見・要望要旨 県の考え方 

時代背景と課題の項目の 1 つとして、低成長時代におけ

る自治体の生き残り対策の視点から「自治体間競争の激化」

を取り入れていただきたい。 

御意見を踏まえ、第３章第１節「次世代につなぐ輝くち

ばへのチャレンジ」の【急激な人口減少・少子化への歯止

め】や【国内外への魅力発信】において、自治体間競争の観

点を盛り込んで記載しました。 

移住人口数：県の人口増は、都心とのアクセスが良好な

東葛地区やアクアライン接続部の牽引によるものであり、

県の移住政策の成功によるものではない。 

原案では、「（４）価値観やライフスタイルの多様化」の

中で、移住・定住を捉えている。しかし、場当たり的な移住

政策では、継続的な成果や政策としての進歩が見込めない。

現状の捉え方では、ブームを作ってきた他自治体の焼き直

し政策に終始してしまうので、よそからパイを奪い合う、

言わば経営の視点で移住政策を考えていただきたい。 

移住・定住促進の取組は、市町村等がそれぞれの地域特

性を活かしながら展開しています。 

県では、市町村等と連携しながら、各地域の魅力やくら

し情報を発信することで、地域の取組を支援していくこと

としており、農業や田舎のイメージだけでなく、様々な価

値観に対応した幅広い視点をもって取り組んでまいりま

す。 

企業誘致数：現在、千葉県の企業誘致実績は、全国で中

位に留まっている。隣県の茨城県は全国 1 位なので、立地

の問題ではない。 

県では、他自治体を真似して空き公共施設への誘致に力

を入れているようだが、目標件数は年 5件とのことである。

この目標値で、果たして競争に勝てるといえるのか。また、

工業団地についても売れ行きが好調なのは結構だが、それ

を受け、県ではどのように今後の展開、企業からの土地需

要を考えているのか、原案に記載はない。 

企業誘致セミナーや企業ニーズを把握するためのアンケ

ート調査、金融機関との連携などを通じて本県の立地優位

性を積極的に情報発信することにより、工業団地の整備に

限らず、地域の特性に応じた戦略的な企業誘致を進めてま

いります。 

ふるさと納税額：知事の方針や政府の意向があると思う

ので、指摘しづらいが、お返し品がチーバくんのクリアフ

ァイルでは、お茶の濁し方が少々雑ではないか。 

ふるさと納税については、今年 4 月に総務省通知が出さ

れたところです。県としましては、本来のふるさと納税制

度の趣旨を踏まえ、今後も返礼品に頼らない運用を継続し

てまいります。 

国による地方創生の政策の活用：本来は、県が別途作成

した地方創生総合戦略に記載されるべき内容かもしれない

が、そこになかったので、ここで記載する。 

たとえば、国家戦略特区の制度は「熱意ある自治体のた

めに」行われているが、県としてこうしたものに積極的に

応募する姿勢を見せるできではないか。内閣府の資料を見

ると、たしかに数年前に京葉臨海コンビナートについて、

近隣自治体と一緒に応募した実績があったようだ。残念な

がらこのときは採用されなかったが、こういった制度運用

で、国からの支援を狙っていくことは、他の自治体から一

歩抜け出す強みを生み出す環境を得られると思われる。 

そもそも、他県で見られるような地方創生を専門で行う

担当課がないのはいかがなものか。 

国は、「地方創生が目指すのは、地域に住む人々が、自ら

の地域の未来に希望を持ち、個性豊かで潤いのある生活を

送ることができる地域社会を形成すること」「地方と東京圏

を対立構造と考えるものではない」と言っており、国と地

方が総力を挙げて取り組むものと認識しています。 

急激な人口減少に歯止めをかけ、人口減少社会において

も持続可能な社会を維持していく地方創生は、県としても

重要な課題であると認識しており、千葉県地方創生「総合

戦略」を策定し、国の施策を活用しながら専門分野の担当

課と連携して取り組んでまいります。 

（１）②人口減少に伴う需要・供給構造の変化への対応 

高度経済成長期に県内に数多く建設された団地の老朽

化、住民の高齢化が深刻となっており、近年の都心回帰傾

県では、千葉県すまいづくり協議会住宅団地再生検討部

会において、モデルとなる既存の住宅団地の現状及び課題

を把握し、ハード・ソフトを含めた住宅団地の再生の総合
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向もあって県外への人口流出が進む恐れもある。バス交通

の観点からみると団地住民が減り続けることによって減便

等を余儀なくされ、団地周辺の住民の利便性にも影響が生

じる。老朽化団地の再生等、県外への人口流出を防ぐ手法

についても取り組んでいただくようお願いしたい。 

的な取組を行っております。頂いた御意見につきましては、

今後、施策をすすめていく上での参考とさせていただきま

す。 

（２）①大規模自然災害等に備えた防災対策の推進 

○の 1つ目について、以下の内容とする事を提案する。 

『平成 29年 1月、「今すぐにでも発生し得る大規模自然

災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進め

るためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、

優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然

災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及

び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させる

ことが必要である。」とした国土強靱化基本法の考え方に基

づき、「千葉県国土強靭化地域計画」を策定しました。来た

るべく大規模地震に備え、市町村、民間事業者、県民等、各

主体の参画・連携のもと、県土の健康診断にあたる脆弱性

評価を踏まえて迅速な復旧、復興が可能な千葉県を作り上

げる必要があります。』 

理由：平成 28年度に策定された「千葉県国土強靭化地域

計画」では、大規模災害で起こりうる被害を想定し、それ

ぞれの項目に対して具体的な対策が検討されている。総合

政策においても、具体的な施策が検討されているが、どち

らも自然災害への対応という同じ目的で検討された政策で

あるから、整合が図られるべきと考える。 

千葉県国土強靭化地域計画の考え方については、（２）①

の「○」の 2つ目に記載しております。 

また、千葉県国土強靭化地域計画は、国土強靭化に関し

て、県の計画等の指針となるべきものとして策定したもの

であり、総合計画における個別の施策等の中に反映されて

おります。 

（３）③成田空港の機能拡充 

航空機発着回数の最高値を更新していることは良いこと

だと思うが、羽田空港と比較して、老朽化が進んでいるよ

うに思われる。気持ちよく快適に利用することができるよ

う，ターミナルを含む空港の改装を検討する必要があるの

ではないか。 

成田空港では、これまでも、第 1 ターミナルの改修工事

を行ったほか、第 2 ターミナル「到着ロビー」の照明のＬ

ＥＤ化とともに、壁・床の色調及び天井のリニューアル、

また、第 1・第 2 ターミナルのショッピング＆ダイニング

エリア「エアポートモール」の全面リニューアルをはじめ

とした各店舗のオープン、デザイントイレの整備など、タ

ーミナル内施設の改修を計画的に実施していると聞いてお

ります。 

利用者の利便性、快適性向上のため、県としても、引き

続き、空港会社に働きかけてまいります。 

（４）③交通安全対策の推進 

自転車が加害者になる事故が問題となっていることは記

載の通りであるが、イヤホン装着やスマートホンを操作し

ながらなどの交通マナーの悪い自転車が自動車との事故も

誘発しているという問題も加えていただきたい。 

「時代背景と課題」である当該箇所については包括的な

現状認識を記載することとし、原案のとおりとしました。 

なお、第３章第２節「Ⅰ-２-②-３自転車安全利用の推進」

において、自転車利用者のマナー向上等のための取組を具

体的に記載しています。 

（４）③交通安全対策の推進 

免許証返納後は公共交通を利用することになり、公共交

通の利便性確保は「環境づくり」に含まれていると思うが、

より明確にするため例示等で記載していただきたい。 

公共交通機関の利便性については、第２章第１節（８）

①「アクアライン・圏央道などによる交流基盤の整備」に

おいて、「効率的で利便性・安全性の高い公共交通網として

いくことが重要」と記載しています。 

（５）①地球温暖化に対する取組 

○の 3つ目：「事業説明」に賛同する。また、さらに取組

の効果を上げるために、「分散型エネルギー・コージェネレ

ーションシステムや再生可能エネルギーの導入」の追加を

提案する。 

理由：分散型エネルギーは、エネルギーの効率的活用を

実現する。また、コージェネレーションシステムは、回収

した排熱を有効に活用することで、高い総合エネルギー効

「時代背景と課題」では、地球温暖化対策に対する取組

について、県民・企業・行政など全ての主体が一体となっ

て取り組むべきものの代表例として、「再生可能エネルギー

の導入」と「省エネルギーの促進」を挙げているものです。 

このため、個々の具体的な取組については、記載を省略

していますが、県では、エネルギーを有効活用するコージ

ェネレーションシステム等の導入について、第３章第２節

「Ⅰ-５-①地球温暖化対策の推進」の【主な取組】として
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率が実現可能であり、一次エネルギーの削減、さらにはＣ

Ｏ２削減に貢献すると考える。 

地域の特徴も踏まえた多様な供給力（再生可能エネルギ

ー、コージェネレーション等）を組み合わせて最適に活用

することで、エネルギー供給のリスク分散やＣＯ２の排出

削減を図れると考える。 

掲げている「再生可能エネルギー等の活用」や「省エネル

ギーの促進」の中で取組の促進を図ることとしています。 

（７）ＩＣＴ（情報通信技術）の進展 

最近の政府の動きや課題などを記載したほうがいい。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

（８）①アクアライン・圏央道などによる交通基盤の整備 

千葉市内から松戸・柏方面へ車で行く場合、国道 16号線

を通るが、渋滞も多く、非常に不便さを感じている。高速

を利用する場合には、一度首都高へ出て、6号三郷線・常磐

道経由で柏インターへ辿り着くが、同じ県内なのに、他県

を経由しないとインターへ着けないというのは不合理だと

思う。 

千葉市内から松戸・柏方面へ直通できる有料道路ないし

高速道路の整備を検討いただきたい。 

また、銚子方面についても、現在は横芝光までしか銚子

連絡道路が整備されていないが、こちらも、早く銚子まで

開通してほしいと思う。 

県内高速網の整備拡充が県内経済活性化のためには必要

だと感じる。 

外環道の開通により、千葉市を含む東京湾岸地域と松戸・

柏市を含む東葛飾地域の連携強化が図られ、今後は国道 16

号千葉柏道路や北千葉道路などにより、道路の骨格が形成

されることで、更なる交通の円滑化が期待されます。 

銚子連絡道路においては、現在、横芝光町から匝瑳市の

区間において整備が進められているところであり、今後も

整備を推進することにより、地域内外の交流・連携の強化

を図ってまいります。 

（８）①アクアライン・圏央道などによる交通基盤の整備 

○の 3 つ目：成田空港と圏央道のアクセスについて、茨

城県側からは現状の東関道経由でよいが、県南部からは、

空港と圏央道をつなぐ直結道路が不可欠であり、記述に加

えていただきたい。 

 圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の

動向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めてい

るところです。 

（９）2020年東京オリンピック・パラリンピック開催 

大会開催時においては円滑な輸送が不可欠であるが、

個々の企業や団体では得られる情報にも限りがある。大会

の成功に向けて、早期の情報提供や協議の促進を県が中心

となって進めていただくようお願いする。 

輸送業務全般の役割は組織委員会が担うこととなってお

り、組織委員会から得られた情報については、本県で設置

している官民連携組織等を通じて情報共有・協議を進めて

まいります。 

（９）①2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催

を生かした地域活性化と魅力発信 

以下の内容を追記する事を提案する。 

○パラリンピックの意義や魅力、競技種目の理解を深める

とともに、障がいのある人への心のバリアを取り除き、障

がいのある人と障がいのない人が一緒にスポーツを楽しめ

る共生社会の実現を目指します。 

理由：2020年東京オリンピック・パラリンピックの障が

い者スポーツに関する施策が不十分のように感じた。そこ

で、障がい者スポーツの普及推進による共生社会の実現を

目指した施策を追加していただきたい。 

第２章第１節（９）「2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催」で、県内での競技開催が将来を担う人づくり

等の絶好のチャンスとなり、スポーツの振興に確実に結び

つけていくことを記載しています。 

また、第３章第２節「Ⅰ-４-②-５東京オリンピック・パ

ラリンピックを契機としたスポーツの推進」で、オリンピ

ック・パラリンピック教育や積極的なスポーツ交流の促進

を通じて、スポーツに対する関心を高めるとともに、スポ

ーツを通じた障害のある人との交流や障害への理解を促進

し、誰もが互いを尊重し支えあう社会の実現を目指すこと

を記載しています。 

（１０）地方財政・地方分権 

地方財政・地方分権の時代背景や課題が書かれているが、

この解決策が具体的な施策として、どこに位置付けられて

いるのかが見えない。実施計画に埋め込まれているのかも

しれないが、できればきちんと項目をたてて、施策を示す

べきものではないか。 

 

分権社会を担う市町村の自主性・自立性の向上について

は、第４章第１節「施策推進の基本的な考え方（２）地方分

権の推進」において、その方向性を示しております。 

また、県の持続発展を支える行政・財政運営の推進につ

いては、別途行政改革計画・財政健全化計画を策定予定で

あり、その中で具体的な取組を示してまいります。 

（１０）④県民等との連携・協働 御意見のとおり、施策や取組の実施に当たっては、多様
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理念にとどまらず、個別の施策や事業実施に当たって、

多様な主体と連携・協働が進む取組（知事が提唱している

「チームスピリット」）が必要と考える。 

な主体との連携・協働が重要であると考えており、第４章

の「重点的な施策・取組の推進に当たって」に第１節（１）

として「チームスピリットの発揮」を記載しています。 

 

第２節 基本理念 

意見・要望要旨 県の考え方 

身の丈に合った理念、目標を掲げ、それに見合った施策

を立案し、実行していくことが重要であると考える。 

県内の地域・産業・文化がそれぞれの個性、多様性を発

揮し、総体として「彩り輝く元気な千葉県」というような

テーマ・方向性で、見合った施策・事業を展開し、住民満

足度の向上を目指していくことが大切ではないか。 

「くらし満足度日本一」という表現は、多くの県民に千葉

はくらしやすいと感じてもらいたいという思いを込めて、基

本理念に掲げたものです。千葉ならではの交流基盤や多様な

魅力を最大限に活用しつつ、相乗的な好循環につながるよう

に取り組み、県民みんなが生き生きと活躍できる千葉県を構

築することによって、本県の活力維持・向上を目指しており

ます。 

御指摘の各地域、各分野の特色や多様性を生かした、満足

度の向上の観点は含んでいると考えております。 

計画の基本理念、方向性として、「くらし満足度日本一」、

首都圏・日本をリードする「日本一の光り輝く千葉県」と

いう文言が使われているが、くらしの満足度はどのような

指標で測るのか。日本一、日本をリードする観点から、こ

れまでの実績をきちんと評価されているか。 

「くらし満足度日本一」は基本理念であり、数値目標では

ありませんが、多くの県民に、千葉県は日本一暮らしやすい

県だと感じ、誇れる県にしたいという強い思いを込めて基本

理念に掲げたものです。 

また、基本構想の目標である「県内にずっと住み続けたい

県民の割合」は、千葉で暮らしていくことに満足しているか

ら、これからも千葉に住み続けたいと感じているという側面

も含んでいると考え、基本構想の目標として掲げたもので

す。 

なお、基本構想の目標である「県内にずっと住み続けたい

県民の割合」は 28年度の世論調査で 80.6％であり、現行計

画の策定時（25年度：77.5％）より上昇しています。 

くらし満足度日本一を実現すると書いてあるが、千葉県

が今何位なのか書いていないと難しいことなのか簡単に

達成できることなのかわからない。また、目標が県内にず

っと住み続けたい人の割合になっているが、くらし満足度

日本一が目標じゃないのは整合性が取れていない。 

「日本一の光り輝く千葉県」について、日本に千葉県は

ひとつしかないため、“日本一の千葉県”という表現に違和

感を覚えた。もしそれを書くのであれば、「日本一光り輝く

千葉県」にするべきだと思う。 

多くの県民に、千葉は日本一暮らしやすいと感じ、誇りに

思える県にしたいという強い思いを込めて基本理念に「日本

一の光り輝く千葉県」を掲げたものです。 

 

第３節 目指す姿（基本目標） 

意見・要望要旨 県の考え方 

Ⅰ（３）健康で生き生き暮らせる地域社会 

・タイトルを「（３）健康で生き生き暮らせる支えあいの地

域社会」 

・これからの本格的な人口減少・超高齢社会のキーワード

は「健康」「いきいき」（生きがい）と「支えあい」である。

⑤に「支えあい」という言葉が出てくるが、もっと前の柱

の段階に位置付けるべきである。そのことが第３章の施策

項目Ⅰ-３-⑤「互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせ

る地域社会づくりの推進」へとつながる。 

・頭数の人口は減っても「支えあい人口」を増加させるこ

とが極めて重要である。 

「地域における支え合い」については、第２章第１節「(１)

③高齢化等による医療・福祉ニーズの増大」においても課題

として記載しているところです。少子高齢化が進む中、多様

な主体が地域を支える仕組みづくりを促進することは重要

であると考えており、第３章第２節「Ⅰ-３-⑤互いに支え合

い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりの推進」にお

いて取組を進めてまいります。 

Ⅰ（４）心豊かに元気に暮らせる地域社会 

・共生社会の実現 

第２章第３節「Ⅰ（４）心豊かに元気に暮らせる地域社会」

の②で「グローバル化が進む中で、医療、教育、住宅など、
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・障がいを持った人も健常者も、お年寄りも子どもも、外

国人も日本人も、人間と自然も、様々な主体が一つ千葉県

（日本・世界・地球）の上で「いっしょ」に心豊かに暮ら

せる地域社会をみんなで作り上げる「共生社会の実現」を

掲げるべきだと考える。そのことを県が先頭にたって謳う

とともに、オリパラを機に、世界に向けて宣言してほしい。

そうするだけの素地と機運のある県だと考える。キーワー

ドはみんな「いっしょ」！ 

生活に密着した分野で、外国人にも住みやすい県として、首

都圏に勤務する外国人が増えている」と記載しており、国際

的な意味での「共生社会の実現」の実質は記載されているも

のと考えられること、また、「輝け！ちば元気プラン」にお

いて、10 年後の目指す姿として、この表現で記載を行って

いるところであることから、引き続き同様の姿を目指してま

いります。 

また、第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレ

ンジ」において、高齢者も若者も、障害のある人も、県民み

んながそれぞれの人生を大切にしながら、地域活動等に参画

し、豊かに生活できる社会の構築を目指すこととしていま

す。 

Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

・子どもの貧困（連鎖）解消 

・子どもの貧困・格差（及び子どもの自殺）ほど心が痛む

ことはない。一番の宝は子どもである。第３章の施策項目

「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成長と自立」に「４子どもの

貧困対策の推進」の項目があるので、前段（上位）として

このことを強く掲げるべきである。他とあわせて千葉県の

一番の宝は子どもであることを強力にアピールする。 

少子高齢化が進む中、次世代を担う子どもたちが生まれ育

った環境に左右されることなく、健やかに育つ環境の整備と

教育の機会均等を図ることが重要であると考えており、第２

章第２節「基本理念」において、子育て、教育の分野におい

て日本一を目指すことを記載しております。子どもの貧困問

題については、第３章第２節「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成

長と自立」において、課題として記載し、第３章第２節「Ⅱ

-１-③-４子どもの貧困対策の推進」で、取組を進めてまい

ります。 

Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

目指す姿という項目だが、「～ている。」という現在のこ

としか言っておらず、そこからどうなるのかを明示して欲

しい。 

第２章第３節では、「目指す姿」として、おおむね 10年後

の千葉県の具体的な姿を現在進行形で記載しています。 

Ⅱ（１）安心して子どもを生み育てられる地域社会 

「生み」を削除して、「安心して子どもを育てられる地域

社会」と修正していただきたい。 

理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

「安心して子どもを生み育てられる」とは、第３章第２節

「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」

の【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対す

る不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる

社会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値

観を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考

えております。 

Ⅱ（２）郷土を愛し自立した健康な子どもの育成 

①の「コミュニケーション能力」を「コミュニケーショ

ン力」と修正していただきたい。 

理由：コミュニケーションの力は能力ではなく、他者と

の関係のなかで育つものである。 

新学習指導要領にも「コミュニケーション能力」と記載さ

れているので修正せず、原案のとおりとしています。 

Ⅱ（２）郷土を愛し自立した健康な子どもの育成 

④の「早寝早起き、食事、運動などバランスのとれた」

は削除していただきたい。 

理由：貧困と経済格差が拡大するなか、満足に食事が摂

れない子どもが増えている実態からかけ離れている。食や

修学を中心とした、子どもや家庭への具体的な支援策こそ

が緊急に求められている。 

第２章第３節では、おおむね 10年後の千葉県の具体的な

目指す姿を示しており、千葉の未来を担う子どもたちの健や

かな成長のためには、早寝早起き、食事、運動などバランス

のとれた生活習慣が重要であることから記載しました。 

なお、「子どもの貧困問題」への対応については、第３章

第２節「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成長と自立」において記

載しており、「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する

就労の支援」「経済的支援」を 4つの重点的支援施策とし、

子どもの貧困対策を総合的に進めてまいります。 

Ⅲ（１）国内外の多くの人々が集う魅力ある地域社会 

①成田と羽田のアクセスを考えるうえで都心部・湾岸部

渋滞時の迂回ルートとしても、圏央道と成田空港の直結道

路は不可欠と考える。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

（３）働く希望や多様な働き方がかなう社会 御意見を踏まえ、修正しました。 
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②「…仕事から帰って育児に参加するお父さんが増えて

いる。」 

根底に男女の役割分担が透けて見える言い回しで男女

共同参画推進を謳った本計画にそぐわない。働く親が男女

ともに育児や自分の時間を充実できる働き方ができる社

会を目指したい。 

（３）働く希望や多様な働き方がかなう社会 

・共働き世帯が子育て世帯の主流という認識のもとで支援

を展開する必要がある。 

②「育児に参加するお父さん」という認識による女性側

の支援のみでは女性就業者の負担が軽減されず仕事と家

庭の両立が実現しない。子育て期にある男性就業者への社

会的な支援の視点が必要。 

県としても、子育て期にある男性就業者への社会的な支援

の視点が必要だと考えております。 

なお、県では、第３章第２節「Ⅱ-１-①-４男女が協力し

て子育てできる環境づくり」において、「男女ともに育児休

暇・休業や短時間勤務などの両立支援制度を利用しやすい職

場環境整備の促進等に取り組みます。」としております。 

 

第４節 県づくりの方向性 

意見・要望要旨 県の考え方 

千葉県の地方部（特に香取・東総ゾーンや、南房総ゾー

ンなど）では、生鮮品等を売る商店の撤退や廃業による買

い物弱者、鉄道の路線縮小などによる交通弱者など、高齢

者を中心に「くらし満足度日本一」とは言えない県民が増

えているのが実態である。当然、その対策には市町村が主

導すべきだが、県としても地方部の生活環境の実態に目を

向け、市町村と連携しながら対応を図っていくことが必

要。 

地域の鉄道は地域住民の通勤・通学などの足として重要な

役割を担うとともに、地域における移動手段を確保する観点

から重要なインフラであることから、南房総ゾーンにおいて

地域の鉄道について記載しました。 

また、第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレ

ンジ」として、12の政策分野の全てにおいて、重視すべき横

断的な視点を記載しておりますが、御指摘を踏まえ、【超高

齢化社会への対応】として、公共交通の弱体化や商店などへ

のアクセス困難の問題について記載しました。 

前回の総合計画から4つの拠点都市に加えて5つのゾー

ンが示されたのは画期的と考える。心配されるのは、4つ

の拠点都市から外れた香取・東総ゾーンと南房総ゾーンで

ある。過疎化が進むこのエリア全体を観光拠点として、前

出の 4 つの拠点都市とあわせて「千葉新産業五角ビジョ

ン」などと命名し、新機軸を打ち立ててはどうか。東京オ

リ・パラのレガシーを享受するためにも、新たな未来を切

り拓く大きなビジョン（方向性）が必要である。 

香取・東総ゾーンや南房総ゾーンをはじめとした、地域の

特性や強みを生かした取組をさらに促進し、地域内外への魅

力発信を一層推進することで、交流の拡大を図ってまいりま

す。 

各地域の方向性が今一つ伝わってこない。各ゾーンの現

状・特性を「地域に暮らす人々」、「産業」、「まちづくり」

の 3つの切り口で分析しているので、方向性も「定住・移

住促進」、「産業振興」、「特色のあるまちづくり」など現状・

特性を踏まえたカテゴリー別で表現した方が、進むべき方

向性がより明らかになると思う。 

移住・定住の促進、産業振興、特色のあるまちづくり等が

相乗的に効果を生み出せるよう、まとめて記載しておりま

す。 

各地域の方向性のトップにビジョン的な言葉があるが、

東葛・湾岸ゾーンと南房総ゾーンで何れも「やすらぎ」と

いう言葉が出てくる。5つのゾーンの特性を表すのであれ

ば、できるだけ言葉は被らない方が望ましいものと考え

る。 

東葛・湾岸ゾーンは、県人口の 65％超が居住するととも

に、都市機能や産業が集積していることから、「にぎわい」

という、よりふさわしい言葉に置き換えました。 

千葉県内を地理的特性からみると、東京に隣接するいわ

ゆる千葉都民が暮らす地域（5ゾーン分類では東葛・湾岸

ゾーンがほぼ該当）、それ以外の地方都市・田園都市の特性

を有する地域に大きく分けられる。 

千葉県や県民を考える場合、この地理的な 2区分と年齢

5つのゾーン分けについては、共通する地域特性に加え、

日常生活での地域間のつながりや、交通整備網の状況、地域

の今後の可能性等も勘案して設定しました。 

今後の地域づくりには市町村同士や多様な主体による連

携・共同がますます重要になってきます。5つのゾーンを基
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の 2区分を大別し、クロスして 4区分でとらえ、その違い、

抱えている課題・ニーズを踏まえ、それぞれの地域の自治

体と連携して施策や住民の満足度を充足していくことが

肝要ではないか。 

本としつつも、それぞれの市町村が抱える課題やニーズに応

じて柔軟に広域的な連携を図ってまいります。 

○東葛・湾岸ゾーン 

千葉駅や柏駅では、駅前の百貨店が閉店し、にぎわいの

低下が懸念されている。この両市は、企業や商業施設、定

住人口を呼び込む力が大きく、本県の税収の稼ぎ頭とも言

える都市であることから、関係者の合意のもとにまちづく

りのグランドデザインを描き、まちの魅力を維持・向上さ

せていくことが求めらる。 

千葉市及び柏市が含まれる「東葛・湾岸ゾーン」の【地

域の主な方向性】では、主要駅周辺地域の活力低下への対

応など、中心市街地のにぎわい創出に関する記述がない。

県も地元関係者と積極的に連携し、これら地域のまちづく

りに関与していく必要があると考える。 

御指摘のとおり、主要駅周辺地域の活力低下への対応など 

中心市街地のにぎわい創出について、東葛・湾岸ゾーン問わ

ず、全県的な取組が必要と考えるため、第３章第２節「Ⅲ-

２挑戦し続ける産業づくり」において、県経済の活性化など

の取組を記載しています。 

○空港ゾーン 

【地域の主な方向性】で「圏央道のインターチェンジと

成田空港を結ぶ国道296号や県道成田小見川鹿島港線など

の整備を図りつつ、（以下略）」となっているが、圏央道と

成田空港の直結道路は不可欠と考える。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

○香取・東総ゾーン 

旭市の住民にとって、職場先として求めるのは成田市と

なっていることから、銚子連絡道路は匝瑳市まで出来れば

十分だと思う。 

銚子連絡道路は、旭市をはじめとする東総地域と圏央道を

結ぶ道路であることから、この整備により、圏央道と一体的

な道路ネットワークが形成され、県内及び全国との交流促進

が期待されます。 

また、圏央道（大栄・横芝間）が整備されることにより、

成田市までのアクセス向上が図られることとなります。 
○香取・東総ゾーン 

広域農道の延長と拡張により、旭市・成田空港間の所要

時間を、現在の約 1 時間から 30 分に短縮すれば、旭市の

農産物流通が大きく変わるとともに、若者も旭市に住んで

くれると思う。 

○圏央道ゾーン 

本納駅・永田駅エリア等から千葉市方面へ向かう場合、

大網街道か県道 21 号のどちらかに迂回しなければならな

いが、この両道路は比較的渋滞が発生しやすい。 

以前は、「榎神房地区⇒桂・砂田地区⇒砂田地区奥⇒東急

セブンハンドレッドゴルフクラブ脇を沿うような形で、昭

和の森野球場兼サッカー場に抜ける道」などを利用してい

たが、現在は、耕作放棄地や産廃投機等の影響により、一

部の農家しか活用する機会が無いような道路となってい

る。 

大網街道・県道 21 号の渋滞緩和等のためにも、千葉県

のリーダーシップにより、このような道を、メンテナンス

により、利便性の高い道にしていただきたい。 

大網白里周辺地域の渋滞緩和を図るため、大網街道に接続

する(仮称)大網白里スマートインターチェンジや大網街道

と国道 128 号との交差点部の拡幅事業の整備などを重点的

に実施することにより、県道 21号からの交通転換による渋

滞緩和を図ってまいります。 

○圏央道ゾーン 

圏央道ゾーンということで東西に延びた圏域を設定さ

れているが、木更津市在住の私が生活をしている中で、東

側との繋がりを感じることはほぼない。「日常生活での地

域間のつながり」という観点がおざなりになっているので

はないか。 

圏央道ゾーンでは、アクアライン・圏央道などによる交流

機能を十分活用した地域振興策を進めるとともに、これまで

の発展経緯や地域区分を超えて、地域内の資源な有機的な連

携を促進してまいります。 

○圏央道ゾーン 

共通する特性があるとは思えないので、内房と外房で分

圏央道ゾーンでは、アクアライン・圏央道などによる交流

機能を十分活用した地域振興策を進めるとともに、これまで
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割する必要がある。 

圏央道ででつながっていても、茂原や東金の人は千葉を

見ていて、木更津や袖ケ浦の人は対岸の神奈川を見てい

る。 

の発展経緯や地域区分を超えて、地域内の資源な有機的な連

携を促進してまいります。 

○南房総ゾーン 

【地域のおもな方向性】において、「また、行政、企業、

地域住民が一体となったホスピタリティの醸成を図り、本

地域を訪れる観光客や移住先として関心を持つ人々に対

し、自然の中での安心子育てライフ、趣味やレジャーを満

喫する二地域居住など、多様なライフスタイルを提案し、

積極的に地域の魅力を発信していきます。」とあるが、県南

地域では若者のＵ・Ｉ・Ｊ・孫ターンを推進し、将来の人

口減少を少しでも緩和させようとしているため、「積極的

に地域の魅力を発信することで、特に若い世代の定住人口

増加を目指す」という視点を加えていただきたい。 

南房総ゾーンにおける若い世代の定住人口の増加につい

ては、積極的な地域の魅力発信に加えて、今後需要の増加が

見込まれる高齢者を対象にした医療・健康産業等における雇

用の拡大などを促進し、生産年齢人口の増加を図ってまいり

ます。 

○南房総ゾーン 

5ゾーンの中の南房総は、高齢化率がきわめて高く、人

口は減少しているものの、海に囲まれ、自然環境に恵まれ

た温暖な地域であり、県内はもとより、首都圏の中でも、

例のない特徴のある地域である。この立地の特性を活か

し、地元の農漁業関係者、関連施設、住民の協力を得て、

県内外から人々を呼び寄せ、彼らに元気を与え、輝く場と

しての環境を整備し、積極的にアピールしていく。 

①子供たちの体験学習・活動 

②中高年層の生きがい・健康・レジャー 

③外国人の日本文化体験、技術の習得 

④地の利を活かした起業・ビジネス 

⑤IT企業の誘致・起業 

このような活動・事業は既に地域内の一部で行われ、関

係施設・組織もあるが、地域内でそれぞれに特化したエリ

アをより充実させ、県内外に積極的にプロモーションを展

開して、元気を産み出し、輝く源「南房総」に多くの人々

（交流・滞在・移住人口）を呼び寄せていく。 

南房総ゾーンにおいては、美しい自然や豊かな食文化を生

かしたグリーン・ブルーツーリズムやスポーツなどの取組を

促進します。 

また、観光と農林水産業を軸とした地域ならではの産業創

出や、空き公共施設を活用した企業誘致や起業支援を行って

まいります。 

 


