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次世代が誇れる輝く千葉へ
更なる飛躍を！



はじめに

千葉県は、首都圏に位置し、豊かな自然環境や世界に誇れる社会基盤、バランスの取れた産業

構造など、様々なポテンシャルに溢れています。こうしたポテンシャルを最大限発揮させ、本県

の一層の発展につなげるため、これまでの8年間、アクアラインの通行料金引き下げなども活用し、

観光振興、企業立地の促進、物流の効率化などに努めてまいりました。

この間の我が国の経済は、緩やかな回復基調が続き、景気回復期間は戦後2番目の長さとなり、

有効求人倍率も高水準を維持しています。また、訪日外国人観光客は2,000万人を突破し、旅行

消費額も3兆円を上回るなど、経済情勢は総じて好調に推移しています。

その一方で、少子高齢化は一段と進み、2025年には本県の高齢化率は30% を超え、県民の

約3人に1人が高齢者になる見込みです。人口も現在は増加基調にありますが、中長期的には

減少していくと考えられ、これまで経験したことのない人口減少に直面することになります。

そこで、今後人口減少社会を迎える中にあっても、首都圏、日本をリードする光り輝く千葉へ

更に飛躍するため、「次世代への飛躍　輝け ! ちば元気プラン」を策定いたしました。

本計画では、首都圏中央自動車連絡道や東京外かく環状道路の整備の進捗など、内外からの

アクセス性の飛躍的向上を、本県の活力が高まる重要な契機ととらえています。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、県内で計8競技が開催されること

から、本県の魅力を国内外に発信する絶好の機会でもあります。

この計画に基づき、本県が持つ可能性を最大限生かし、交流基盤・ネットワークの活用や国内外

への魅力発信に努めつつ、急激な人口減少や少子高齢化への対応を図り、県民の皆様が生き生きと

活躍できる社会の実現を目指してまいります。

未来の千葉を担う次世代の若者や子どもたちが誇れるような千葉県の実現に向け、オール千葉で

取り組んでまいりましょう !

平成29年10月

千葉県知事
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千葉県総合計画「次世代への飛躍　輝け ! ちば元気プラン」 概要図

第1章 計画策定の基本的な考え方

計画策定の趣旨 ( 要旨 )
「くらし満足度日本一」を目指して進めてきた実績をベースとし、人口減少・少子高齢化などの課題へ対応するとと

もに、様々なチャンスを生かし、次世代が誇れるような光り輝く千葉へ更に飛躍するため、千葉県が目指す姿 ( 基本
構想編 ) の総仕上げとなる新たな計画として策定しました。

計画の性格
県政運営の基本となるもので、本県の政策の基本的な方向を、総合的・体系的にまとめた県政全般に関する最上位

の基本的かつ総合的な計画です。

第2章 千葉県が目指す姿（基本構想編：平成22~32年度［2010～2020年度］）

時代背景と課題
基本理念

千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、県民が「くらし満足度日本一」を感じ、誇れる千葉を実現します。
基本目標・目指す姿

県づくりの方向性
県づくりの基本的な考え方と地域の方向性
地域の特性・可能性を踏まえた 5 つのゾーンを設定し、それぞれの地域の主な方向性を示します。
●東葛・湾岸ゾーン、●空港ゾーン、●香取・東総ゾーン、●圏央道ゾーン、●南房総ゾーン

第3章 重点的な施策・取組（実施計画編：平成29~32年度［2017～2020年度］）

第4章 重点的な施策・取組の推進に当たって

総合計画指標一覧

次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ
・急激な人口減少・少子化への歯止め　　　　・超高齢社会への対応
・交流基盤・ネットワークの整備・活用　　　 ・国内外への魅力発信

各施策の実施に当たっては、将来を見据えたこれら 4 つの視点を持つことで、県民みんなが活躍できるよう取り組みます。

施策の内容

基本目標 I
安全で豊かなくらしの実現

< 目指す姿 >
1 自助・共助・公助でつくる災害に強く

様々な危機に対応できる地域社会
2 治安が行き届き、安全で安心して　　

暮らせる地域社会
3 健康で生き生き暮らせる地域社会
4 心豊かに元気に暮らせる地域社会
5 豊かな自然を継承し、
　持続的に発展できる地域社会

基本目標 II
千葉の未来を担う子どもの育成

< 目指す姿 >
1 安心して子どもを生み育てられる　　

地域社会
2 郷土を愛し自立した健康な子どもの育成

基本目標 III
経済の活性化と交流基盤の整備

< 目指す姿 >
1 国内外の多くの人々が集う魅力ある　

地域社会
2 挑戦し成長し続ける産業
3 働く希望や多様な働き方がかなう社会
4 地域を支える力強い農林水産業
5 誰もが住みたくなるようなまちづくり

防災・危機管理
防犯・交通安全・消費生活

医療・健康・福祉・地域社会
文化・スポーツ

環境

交流
産業

雇用・人材育成
農林水産業

県土基盤・交通

子育て
教育

P.5

P.1

P.63

P.271

P.279

県内にずっと住み続けたい県民の割合が平成32年度（2020年度）において
85％を超えることを目指します。


