
■新「千葉県総合計画」原案に対する懇談会委員からの意見への対応状況

1 明石座長 ・東京オリンピック・パラリンピックを契機として、
成田空港から東京への観光客の流出を止める
ため、個人個人のニーズに対応した観光コン
テンツを用意し、「STOP！THE江戸川作戦」と
して県全体で取り組んではどうか

・主な取組Ⅲ-1-①-4「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたイン
バウンドの推進」に、「県内周遊型観光の促進」、及び「成田空港を活用
した観光の取組を促進する」旨を追加で記載しました。具体的には、外
国人旅行者向けの県内観光地を周遊するバスツアーに対して支援を
実施します（P134）

2 明石座長 ・県の取組について、どこまでがAIでできて、ど
こからが人がやらなければいけないか、財政的
な面も視野に入れながら各課で検討してはどう
か。また、千葉県版のビッグデータの集め方に
ついても検討してはどうか

・いただいた御意見を踏まえ、第4章「重点的な施策・取組の推進に当
たって」の第1節(6)「ICT（情報通信技術）の利活用」の記載を修正し、
IoTや人口知能など先端技術の積極的な利活用や、これらの利活用が
進む環境づくり等について追加で記載しました（P178）

3 明石座長 ・千葉県は「健康寿命日本一」を目指し、75歳
以上の高齢者にもボランティア活動等でもうひ
と働きしてもらってはどうか

・主な取組Ⅰ-3-⑤-1「若者、高齢者、地元企業等への参加促進」で生
涯大学校における地域活動の担い手の育成に取り組むよう記載してお
り、具体的には、生涯大学校で地域活動に取り組む人材を養成します
（P89）

4 石井委員 ・東京オリンピック・パラリンピックでは、市町村
まかせではなく、県としてのイニシアチブを発
揮していただきたい

・基本構想・時代背景と課題（9）「2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催」で、大会の成功に向け企業・団体・大学・行政などがそれぞれ
主体的かつ連携しながら、「オール千葉」体制で取組を進めることを記
載しています。大会の開催効果を県内全域に波及させて持続的な発
展につながるよう、県では、市町村間の広域的な調整を図りながら、大
会開催に向けたボランティアの確保・育成、大会3年前イベント等を通じ
た機運の醸成及び九十九里・外房地域の活性化に向けた取組等を進
めているところです。今後も、市町村等と十分に連携を図りながら、県と
しても主体的に取組を進めてまいります（P16）

5 石井委員 ・県民向けの冊子については、県がこの４年間
にやりたいことを県民にわかりやすく記載して
いただきたい

・いただいた御意見を踏まえ、計画の決定後に作成を予定している県
民向けの冊子については、県の取組がよりわかりやすく、県民の皆様に
伝わりやすい記載となるよう工夫します

6 石田委員 ・右肩上がりの観光の動向がある中で、地域で
は新しいことにチャレンジしていくという機運や
切迫感が少ないため、これからは意識改革や
人材養成が必要になってくるのではないか

・主な取組Ⅲ-1-①-2「観光産業の競争力強化」に、「観光の中核を担う
経営人材や観光現場で即戦力となる観光人材の育成強化に向け、研
修等の充実を図ります。」と記載しており、観光客へのおもてなしやサー
ビス向上などに関する研修等を実施します（P133）

7 石田委員 ・個人旅行へのシフトが進むインバウンド観光
客に対する観光情報の提供方法について、
SNSやAI、ICT等の活用を検討していただきた
い

・主な取組Ⅲ-1-①-2「観光産業の競争力強化」に、「インバウンド需要
を取り込めるようパンフレットなどの宣伝資材や外国人の情報源となる
ウェブサイトの多言語化と内容の充実を促進し、ICTなどを活用した観
光現場における接客力の強化を図ります。」と記載しておりますが、今
回、主な取組Ⅲ-1-①-4「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたイ
ンバウンドの推進」において、「SNS等を活用した効果的な観光情報の
発信体制を強化する」旨を追加で記載しました（P134）

8 石田委員 ・モノからコトへシフトしている観光客のニーズ
に応えるため、県内の観光施設等でも工夫が
必要ではないか

・主な取組Ⅲ-1-①-1「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」に、
「地域資源を生かした体験型・交流型の観光（ニューツーリズム）の開発
などを促進し、観光客のリピーター化を図ります。」と記載しており、県
内市町村が体験型・交流型観光を推進する事業に対して支援を図って
まいります（P132）

9 石田委員 ・インバウンド観光客の動向について、県が独
自にビッグデータを取れる仕組みが必要では
ないか

・主な取組Ⅲ-1-①-1「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」に、
「ビッグデータや各種統計情報の分析結果などを活用した観光地マー
ケティングの立案に向けた多角的な支援を行う体制の整備を支援しま
す。」と記載しており、観光客のSNS等の情報を活用し、観光施策に取り
組んでいるところです（P132）

10 石田委員 ・移住定住につなげるため、観光業の担い手
育成が必要ではないか

・主な取組Ⅲ-1-①-2「観光産業の競争力強化」に、「観光の中核を担う
経営人材や観光現場で即戦力となる観光人材の育成強化に向け、研
修等の充実を図ります。」と記載しており、研修等により観光客へのおも
てなしやサービス向上などを図ってまいります（P133）

11 石田委員 ・文化財は観光の大きな資源である。文化財保
全について、財政的支援の検討をしてはどうか

・主な取組Ⅰ-4-①-2「地域文化の保存・継承・活用による地域づくり」
で取り組むよう記載しており、具体的には文化財保存整備事業の実施
により文化財保全の推進を図ります（P92）

12 石田委員 ・インバウンド観光客に対する、災害時の情報
提供手段の検討が必要ではないか

・主な取組Ⅰ-1-①-2の事業「災害情報伝達機能の強化」にて実施しま
す。また、新防災情報システムは、今年度末までに多言語化対応を予
定しております（P52）

13 加藤委員 ・アートと観光が融合した取組を進めてはどう
か。特に、南房総方面でそうした取組を行え
ば、日帰りではなく宿泊滞在型観光にもつなが
るのではないか

・主な取組Ⅲ-1-①-1「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」に、
「地域活性化の取組や観光メニューづくりを進めるとともに、地域特性を
生かした広域的な周遊観光による滞在の長時間化など、宿泊型観光の
推進を図ります。」と記載しており、二次交通を活用した周遊観光プロ
モーション等により宿泊滞在型観光の促進を図ります（P132）
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14 加藤委員 ・ちば文化は伝統文化だけではないわけで、
現在の若者などが自分たちの文化に自信を持
つことができなければ、伝統文化を守ろうという
気持ちにはなかなか置き換わらないのではな
いか

・若者の文化活動への支援については、主な取組Ⅰ-4-①-3「ちば文
化の多様性と発信力強化による新たな価値の創出」に、若者の団体等
が行う創造的な文化芸術活動をはじめとした多様な文化の発展を支援
すると記載しており、今後も多様な文化の発展を支援します（P92）
・また、伝統文化の保存については、主な取組Ⅰ-4-①-2「地域文化の
保存・継承・活用による地域づくり」に、県民が伝統文化にふれる機会
を提供すると記載しています（P92）
・さらに、主な取組Ⅱ-2-①-5「郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍
する能力の育成」で取り組むよう記載しており、具体的には出土文化財
管理活用事業や県立博物館情報システム事業（デジタルミュージアム）
等で、郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進を図りま
す（P120）

15 加藤委員 ・金谷港と横須賀港は、フェリーでつながって
おり、それぞれに美術館があるため、ツアーに
組み込むなど何か連携した取組ができるので
はないか

・主な取組Ⅲ-1-①-1「何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」に、
「地域特性を生かした広域的な周遊観光による滞在時間の長時間化」
と記載しておりますが、今回、主な取組Ⅲ-1-①-4「東京オリンピック・パ
ラリンピックを契機としたインバウンドの推進」に、「隣接都県と協力した
広域的な周遊観光の取組を促進する」旨を追加で記載しました（P134）

16 加藤委員 ・千葉県が、成田空港から東京に行くまでの通
過点とならないよう、空港に降り立った外国の
方々にクーポン券を配って房総半島で旅館に
泊まると何か得があるという取組を行ってはどう
か

・主な取組Ⅲ-1-①-4「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたイン
バウンドの推進」に、「県内周遊型観光の促進」、及び「成田空港を活用
した観光の取組を促進する」旨を追加で記載しました。具体的には、外
国人旅行者向けの県内観光地を周遊するバスツアーに対して支援を
実施します（P134）

17 久保委員 ・保育士に対する処遇改善策について、早く具
体化していただきたい

・主な取組Ⅱ-1-②-2「保育人材の確保と質の向上」に記載されている
民間保育士の処遇改善について、今年度、本県の独自事業として「千
葉県保育士処遇改善事業」を創設します（P114）

18 久保委員 ・専門性とか資質向上には、研修をたくさん実
践していかなければならない。そんなことで研
修の費用というものがとても必要になるので、な
かなか勉強する機会がないということと同時
に、そういうチャンスを与えていただくということ
はとても大切なことだと思うので、よろしくお願
いしたい

・主な取組Ⅱ-1-②-2「保育人材の確保と質の向上」において、保育士
の経験年数や各施設の状況に応じた研修等の実施について記載して
います。今後、保育士のキャリアアップの仕組みの構築に合わせ、研修
機会の拡充に向け、検討してまいります（P114）。

19 久保委員 ・子どもの虐待については、地域の中で課題と
してもうちょっと取り組む必要があるのではない
か

・主な取組Ⅱ-1-③-3「児童虐待の防止と社会的養護が必要な子ども
への支援」で、児童福祉法等の改正主旨を踏まえ、児童虐待の発生予
防・早期発見・早期対応に向け、妊娠期から子育て期までの一貫した
相談支援や要保護児童対策など、地域におけるネットワークづくりを推
進する方針を打ち出しています（P116）

20 小泉委員 ・県産農林水産物の販売促進と、輸出拡大に
向けた取組強化に引き続き取り組んでいただ
きたい

・主な取組Ⅲ-4-①-2「県産農林水産物の販売促進と戦略的な輸出拡
大」で取り組みを記載しており、具体的には、県産農林水産物魅力発
信事業及び「世界に飛び出せ千葉の農林水産物」輸出促進事業の実
施により、県産農林水産物の販売促進と輸出拡大に向けた取組強化を
図ります（P156）

21 小泉委員 ・農林業の担い手となる人材の育成は必要不
可欠であるが、教える側の技術向上が必要で
はないか

・主な取組Ⅲ-4-①-3 「農林水産業を支える多様な担い手の確保・育
成」に記載する政策・施策を遂行するために、教える側の普及指導員
の資質向上は、必要不可欠であり、別途「千葉県普及指導員等人材育
成計画」を定め、技術向上に努めており、また、産地や農業者の課題
やその解決方法をグループ、課内で共有し、活動の継続性を図ってお
ります（P157）

22 小泉委員 ・有害鳥獣による被害を、何とか抑えられるよう
にしっかり取り組んでいただきたい

・主な取組Ⅰ-5-④-3「有害鳥獣対策の強化」及びⅢ-4-②-3「耕作放
棄地と有害鳥獣被害への対策強化」に、有害鳥獣対策について取組
を強化する旨記載しており、今後も生息数を適正な水準まで減少させ
ます。また、ご意見を踏まえ、農地を守る視点から、有害鳥獣対策の4
つのプロジェクト（防護・捕獲・資源活用・生息環境管理）による取組を
追記しました（P108、P163）

23 小泉委員 ・農業産出額について２位を奪還するために
は、予算の措置ということが一番大事なのでは
ないか

・施策項目Ⅲ-4-①の社会目標で農業産出額4,500億円・全国第2位を
掲げ、産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換に
係る必要な予算の確保に努めます（P154、P184）

24 小泉委員 ・梨の剪定枝をチップ化し、バイオマス発電に
利用する取組を行っているが、このような取組
がもっと広がれば良い

・主な取組Ⅰ-5-②-1「資源循環の基盤となる産業づくり」で、多様なバ
イオマスについて資源として一層の利活用を推進するよう記載してお
り、今後もバイオマスの利活用の推進を図ります（P101）
・また、主な取組Ⅲ-4-②-1「地域資源を活用した農山漁村の活性化」
でバイオマス資源の有効活用について記載しており、具体的には、新
「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業により、梨剪定枝のチップ化に
必要な破砕機などの導入に助成を行うことで取組を支援しています
（P162）

25 坂本委員 ・多様な担い手が漁業に参入できるよう支援等
対策を講じること。地域外の人材や企業など多
様な担い手が、事業利益追求のみではなく、
地域社会と協調しながら参入できるように地元
漁協などと連携して支援等対策を講じていた
だきたい

・主な取組Ⅲ-4-①-3 「農林水産業を支える多様な担い手の確保・育
成」に記載しているとおり、今後も多様な担い手が地域社会と協調しな
がら参入できるための支援等について取り組んでいきたいと考えており
ます（P157）
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No. 委員名 意見概要 対応状況

26 坂本委員 ・海上風力発電施設が魚礁機能を有するなど
漁業協調方策として活用でき、本県でも適地
があると聞いているので、水産振興面での活用
も計画で検討していただきたい。また、地元と
協調して取り組みを推進するようお願いしたい

・御意見を踏まえ、今後も関係部局及び関係者と連携しながら検討して
いきたいと考えております。（主な取組Ⅰ-5-①-1「再生可能エネルギー
等の活用」、Ⅲ-2-①-2「千葉の未来を支える新産業の振興」、Ⅲ-2-③
-4「再生可能エネルギー等の活用を通じた地域経済の活性化」に関連
記載あり）（P98、P140、147）

27 坂本委員 ・海外トップセールスでも本県水産物は高品質
であると評価されている。高鮮度の本県水産物
の輸出を更に進めていただきたい

・御意見を踏まえ、主な取組Ⅲ-4-①-2 「県産農林水産物の販売促進
と戦略的な輸出拡大」に輸出品目の例示として水産物を追記しました
（P157）

28 坂本委員 ・海外での知名度向上のためにもインバウンド
需要を取り込むことが必要である。海外からの
観光客に県内の産地で水産物を味わってもら
い、千葉県を知ってもらうこと。そして、帰国後
に県産の水産物を選んでもらえるような取り組
みも進めていただきたい

・御意見を踏まえ、主な取組Ⅲ-4-②-1 「地域資源を活用した農山漁
村の活性化」に、インバウンド需要対応を追記しました（P162）

29 坂本委員 ・近年の環境変化は、漁業にも大きな影響を与
えている。特にノリ養殖やアサリ漁業など東京
湾漁業では生産量が減少しており、漁業経営
も厳しい状況にある。研究機関の調査研究を
強化し、東京都や神奈川県などとも連携して対
策を講じていただきたい

・主な取組Ⅲ-4-①-5「試験研究の充実」及びⅢ-4-①-6「環境や資源
に配慮した農林水産業の推進」に記載しているとおり、今後も東京湾漁
業振興に係る調査研究や他県との連携などについて取り組んでいきた
いと考えております（P160）

30 清水委員 ・計画に具体性を持たせるため、達成時期と数
値目標を明記していただきたい。計画期間の
平成32年度までに達成できない取組について
も、できるだけ達成時期を明示していただきた
い（例えば「平成40年度ころ」等）

・総合計画は4年間で実施する政策・施策の基本的な方向性を示すも
ので、計画の推進に当たっては、32年度までの具体的な目標を明記す
るとともに、、県民と共有のうえ力を合わせてその実現を目指します
（P181～P185）

31 白戸委員 ・財政問題について。社会保障費が膨張して
財政を直撃している。すべてを取り上げるのは
難しい時代なので、事業をよく選択して強弱を
つけながら実施していただきたい

・本県の重点的な取組を盛り込んだ総合計画を着実に推進するため、
政策に充当できる財源の中長期的な確保に努めるとともに、行政コスト
を勘案しながら、適切な財政規模で各事業を実施してまいります
（P179）

32 白戸委員 ・元気な高齢者に防犯活動や防災活動の担い
手になってもらえれば、共助や生きがい、さら
には財政負担の軽減につながるのではないか

・主な取組Ⅰ-3-⑤-1「若者、高齢者、地元企業等への参加促進」で生
涯大学校における地域活動の担い手の育成に取り組むよう記載してお
り、具体的には、生涯大学校で防災や防犯に関する講義を実施します
（P89）

33 白戸委員 ・子育て支援について。保育施設の整備や保
育士の処遇改善、潜在保育士の掘り起こしな
ど大変ではあるが相当力を入れていただきた
い。

・主な取組Ⅱ-1-②-1「待機児童の解消に向けた保育所整備等の促
進」で保育所施設整備について記載しており、引き続き国の補助に県
独自の上乗せ補助を行い、施設整備を行う等、待機児童対策の推進を
図ります（P113）
・保育士の確保については、主な取組Ⅱ-1-②-2「保育人材の確保と
質の向上」で民間保育士の処遇改善や潜在保育士等に対する支援に
ついて記載しています。新たに「千葉県保育士処遇改善事業」を創設
するとともに、ちば保育士・保育所支援センターによる潜在保育士等へ
の就職支援等を進めてまいります（P114）

34 白戸委員 ・貧困の連鎖の問題については、子どもの責任
ではない。県でできる範囲で力を入れていただ
きたい

・主な取組Ⅱ-1-③-4「子どもの貧困対策の推進」で、「子どもの貧困の
原因がその保護者等の状況と複合的に結びついているため、保護者
に対する就労・経済的支援なども併せて、子どもの貧困対策を総合的
に進めます。」と記載したところであり、貧困が世代を超えて連鎖するこ
とがないよう注力していきます（P117）

35 白戸委員 ・道路ネットワークの整備は、農林水産業振
興、産業振興、企業立地、地方創生、さらには
税源の涵養にもつながるため、引き続き力を入
れていただきたい

・主な取組Ⅲ-5-①-2「交流を支える道路ネットワークの整備・有効活
用」に、高規格幹線道路、地域高規格道路、国道･県道のバイパス・現
道拡幅の整備や、主要な渋滞箇所の交通円滑化対策や主要な観光地
にアクセスする道路などについても整備を推進するよう記載しています
（P166）

36 白戸委員 ・「ロコモティブシンドローム」など難しい外来語
の言葉が多い。県民にわかりやすい計画にし
ていただきたい

・いただいた御意見を踏まえ、専門用語や新語など、一般的に分かりづ
らいと思われる用語については用語解説を加えるとともに、計画の決定
後に作成を予定している広報用の冊子においては、説明用の概念図
等を記載するなど、県民に分かりやすい記載を工夫してまいります

37 鈴木委員 ・市町村、民間企業、学校、金融機関も含めて
連携し、総合的に4年間、いつまでにどれくらい
のステップを踏んでいくかというところを明示す
る必要があるのではないか

・総合計画は4年間で実施する政策・施策の基本的な方向性を示すも
ので、計画の推進に当たっては、県民・市民団体・企業・大学・市町村
など多様な主体と連携・協働していくこととしています
・また、32年度までの具体的な目標を明記するとともに、それぞれの目
標については、その達成に向けて、施策の実施状況や達成度などを分
析し課題を把握する評価を毎年度実施し、必要となる改善につなげて
いきます（P181～P185）
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No. 委員名 意見概要 対応状況

38 鈴木委員 ・千葉県にも南北問題や東西問題があるが、
優先順位を示し、女性や高齢者が働く場づくり
に取り組んでいただきたい

・新総合計画では、政策分野Ⅲ-3「経済の活性化を支える人づくり」を
新設しました
・主な取組Ⅰ-3-③-1「生涯現役社会の実現に向けた環境整備と高齢
者の健康づくりの促進」及びⅢ-3-①-2「女性の起業・創業と就労の促
進」において、高齢者の雇用・就業の拡大や女性の就労の促進に取り
組む旨記載しており、千葉県ジョブサポートセンター事業において、県
内各市町村からの要請に応じ、女性や高齢者を対象とした出張セミ
ナー等の就労支援を実施しています（P79、P149）
・また、主な取組Ⅲ-3-②-3「多様な働き方の実現に向けた環境の整
備」において、年齢、性別等に関わらず、全ての県民がライフスタイル
に合わせてそれぞれの意欲と能力を生かして働くことができる職場環境
の整備を図る旨記載しており、「働き方改革」推進事業等を実施してい
ます（P152）
・さらに、主な取組Ⅲ-4-①-3 「農林水産業を支える多様な担い手の確
保・育成」に記載しているとおり、農林水産の分野でも女性や高齢者の
活躍の場づくりを今後も進めます（P157）

39 鈴木委員 ・男女共同参画条例は、全国で千葉県だけ策
定していない。女性活躍推進法の施行を踏ま
え、ゼロから策定に向け検討していただきたい

・本県は条例が無い中にあっても、法定計画である第4次男女共同参
画計画により、適切に施策を実施していると考えております。第4次男
女共同参画計画では、条例については県民の意見を踏まえて検討す
ると明記されています。また、昨年6月議会の公明党代表質問に対して
も、県議会や県民の意見を伺ってまいりたいと答弁しています。そのた
め、総合計画では、第4次男女共同参画計画に沿って取組を進めてい
ることを記載しました（P178）

40 瀧委員 ・人口減少と財政縮減の中で、県民に一番近
いところで行われる環境対策は、環境学習が
要になると考えている。そのため、「主な取組」
ではなく、「施策項目」に格上げしてもいいので
はないか。また、環境学習を環境改善や保全
にどう活用していくのかについても検討いただ
きたい

・環境学習は、多岐に渡る環境問題の解決に向けた横断的かつ重要
な事業と認識しております。そのため、政策分野Ⅰ-5「みんなで守り育
てる環境づくり」において、環境学習などにより一人ひとりの意識の向上
を図ることについて追加で記載するとともに、県民に身近な取組である
主な取組Ⅰ-5-②-2「3Rを推進するためのライフスタイルづくり」におい
ても、環境学習の推進について追加で記載します。また、環境に配慮
した行動を実践できる人材を育成し、環境学習が環境問題の解決や環
境保全に結びつくよう、各種取組の充実を図っていきます（P97、P101）

41 瀧委員 ・普段の生活の中で、生態系がどうあるべきな
のかを意識できるよう、もう少し生態系について
明確に位置付けていただきたい

・施策項目Ⅰ-5-④「野生生物の保護と適正管理」の「現状と課題」に、
生態系のバランスを崩さないように努めていく必要がある旨追記しまし
た。（P107）

42 瀧委員 ・廃棄物処理については、資源循環に向けた
研究・技術開発に力を入れていただきたい

・主な取組Ⅰ-5-②-1「資源循環の基盤となる産業づくり」で、リサイクル
に関する技術の普及促進やバイオマス利活用の推進を図ることとして
います。その一つの取組として、バイオマスの有効利用に係る研究など
を行ってきたところですが、今後も民間等との連携により、バイオマス等
の研究開発を行っていきます（P101）

43 田畑委員 ・健康寿命は現状、10年位しかない。これを
もっと伸ばすための取組が必要

・施策項目Ⅰ-3-②「生涯を通じた健康づくりの推進」の「取組の基本方
向」及び「主な取組」において、健康寿命の延伸に向けた取組を記載し
ています（P76）
・施策に記載のとおり、県民主体の健康づくりの推進、生活習慣病の発
症予防と重症化防止対策の推進、総合的ながん対策の推進、総合的
な自殺対策の推進により健康寿命の延伸を図ります

44 田畑委員 ・県内には千葉大しか医学部がなかったが、本
年、成田市の国際医療福祉大学に医学部が
できたので、千葉県でも医者がいっぱい増えて
いくのではないかと期待している

・主な取組Ⅰ-3-①-3「医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差
解消に向けた取組の推進において、県内の大学医学部との連携につ
いて記載しています（P74）

45 轟委員 ・地域公共交通の維持確保については、各市
町村が主体となって取り組んでいるが、単独市
町村の取組では限界がある。また、生活圏は
行政界を超える場合も多く、県には複数市町
村を束ねる調整を期待したい。また、情報化な
どの技術革新により、利便性や生産効率性を
向上できるが、交通事業者主体での推進は難
しい。県や国が積極的に支援することが不可
欠である

・主な取組Ⅲ-5-①-1「公共交通網の充実・確保」に関連記載があり、
地域公共交通については、鉄道・バス関連の地域協議会等において、
各市町村の現状の把握に努めるとともに、今後とも市町村や事業者等
と連携を図り、利便性の向上や安全対策の徹底など公共交通網の充
実・確保に取り組んでまいります（P165）

46 轟委員 ・広域ネットワークでは、アクアラインを活用した
高速バスネットワークを各事業者の壁を越えて
ハブアンドスポーク化（乗り換えシステム化）す
れば、より利便性を高められる。導入にあたっ
ては県等による調整を期待する

・主な取組Ⅲ-5-①-１「公共交通網の充実・確保」に関連記載があり、
高速バスのハブアンドスポーク化については、バスターミナルを所有し
ている各市の要望、今後の利用者の状況や速達性など様々な課題が
あり、県としても、こうした課題の把握・共有に努めるとともに、各市町村
や事業者と連携して取り組んでまいります（P165）

47 轟委員 ・広域の道路ネットワークは全体が完成してこ
そ効果が発揮されるため、ミッシングリンクの整
備を早めるべきである（北千葉道路や都内区
間含む）。また、三桁国道や県道などにも、拡
幅やバイパス整備が遅れている箇所がまだま
だあり、さらなる整備推進を期待する

・主な取組Ⅲ-5-①-2「交流を支える道路ネットワークの整備・有効活
用」に、高規格幹線道路、地域高規格道路、国道･県道のバイパス・現
道拡幅の整備や、主要な渋滞箇所の交通円滑化対策や主要な観光地
にアクセスする道路などについても整備を推進するよう記載しています
（P166）

48 轟委員 ・港湾については、高速道ネットワークが充実
してきたことから北関東へのアクセス利便性が
向上する。それを活かしたポートセールスを強
化すべきである（Ⅲ-2と連携）。また、大型のク
ルーズ客船を誘致できる環境整備も行うと良い
（Ⅲ-1と連携）

・主な取組Ⅲ-5-①-3「港湾の整備・振興」に、官民一体となった戦略的
なポートセールスに継続的に取り組むよう記載しています。また、大型ク
ルーズ船受入れに係る港湾の環境整備については、御意見を踏まえ
追加で記載します（P166）
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49 轟委員 ・空港施設の充実度からいえば、羽田より成田
のほうが優れている。さらに滑走路を増設すれ
ば、その優位性は大きくなる。ただ、立地の問
題（都心からの距離、周辺環境など）があるが、
それら課題解消により注力し、空港を核とした
地域づくりをさらに強化すべきである

・主な取組Ⅲ-5-②-4「成田空港への交通アクセスの強化」に記載のと
おり、成田空港と都心・羽田空港を結ぶ「都心直結線」の整備に向けた
協力や、圏央道・外環道・北千葉道路など高規格幹線道路等の整備促
進に取り組んでまいります（P169）
・主な取組Ⅲ-5-②-2「成田空港周辺地域の環境対策・地域共生策の
推進」に、環境対策・地域共生策を着実に実施する旨を記載しており、
住宅防音工事などへの取組や、（公財）成田空港周辺地域共生財団に
よるきめ細かな騒音対策への協力を実施します（P168）
・主な取組Ⅲ-5-②-3「成田空港周辺地域の振興」に、空港を核とした
広域的な地域づくりの検討に取り組む旨を記載しています（P168)な
お、空港周辺の地域づくりについては、県・空港会社・国が連携協力し
て、空港周辺9市町の意見や要望を丁寧に確認しながら、成田空港の
更なる機能強化に伴う地域振興策の方向性・内容をまとめた、空港周
辺の広域的なプランの作成に向けて検討を進めているところです

50 轟委員 ・成田空港から都心へのアクセスは、運行頻度
を上げるための複線化やスカイアクセス線の東
京乗り入れを強く要望するとともに、整備新幹
線計画の中で唯一中止された成田新幹線にか
わる高速鉄道（リニアなど）の整備を国に求める
ことは賛成である。海外の主要な国際空港で
は、高速鉄道へ乗り入れしているところが増え
てきている。インバウンド6,000万人対応には、
空港機能の強化にとどまらず既存アクセスの増
強は不可欠である

・主な取組Ⅲ-5-②-４「成田空港への交通アクセスの強化」に関連記載
があり、成田空港へのアクセスについて、利便性や速達性の向上を
図っていくことは重要と考えております。現在、空港会社では、空港内
の国際線と国内線の乗り継ぎの充実に取り組むなど、利便性の向上に
努めておりますが、県においても、速達性の向上のため、東京駅を経
由する都心直結線の早期実現や長期的には成田・羽田両空港間を結
ぶリニアモーターカーの実現について、重点事項として国に要望して
いるところです。まずは、こうした取り組みが確実に進捗するよう働きか
けてまいります（P169）

51 轟委員 ・人口減少下では、都市サービスの効率化の
観点から、コンパクトシティ化を強力に推進す
べきである。東葛・湾岸ゾーンの都市部と房総
などの地方部では、そのあり方は大きく異なる。
それぞれの特性に合ったコンパクト化について
も検討が必要である

・主な取組Ⅲ-5-④-1「時代の変化に対応したまちづくりの推進」に、社
会・経済情勢の変化に的確に対応するため、コンパクトな集約型都市
構造の実現に向け都市計画の見直しや、市町村の立地適正化計画作
成の支援を行うなどにより、地域特性を踏まえた持続可能なまちづくり
を進めると記載しています（P173）

52 轟委員 ・重点施策は、分野横断的に推進すべきであ
り、ここで掲げた横串を入れるような推進体制
を強化すべきである。特に交通基盤・ネット
ワークの活用（※整備・活用より利活用と表現し
たほうがよい）は、すべての目標達成を下支え
するものである。なお、本編には、概念図がな
いため、分野横断的な施策であることが、本編
だけではわかりにくい

・「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」に記載のとおり、横断的な
視点を持って施策の実施に取り組むとともに、相乗的な成果や好循環
につながるような先進的な取組事例については、県民にわかりやすく紹
介し、関心を持っていただけるようにしたいと考えております。なお、概
念図については、広報用に作成する冊子において図示等を行い、県
民へのわかりやすい周知を図る予定です（P47～P49）

53 轟委員 ・人口減少・少子高齢化により生産年齢人口が
減り、産業を維持する労働力確保が大きな社
会的問題になってきている。それを補うために
も、ICTはもとより様々な先端技術を導入したイ
ノベーションが不可欠である。イノベーションを
積極的に促す環境づくりに期待する

・いただいた御意見を踏まえ、第4章「重点的な施策・取組の推進に当
たって」の第1節(6)「ICT（情報通信技術）の利活用」の記載を修正し、
IoTや人口知能など先端技術の積極的な利活用や、これらの利活用が
進む環境づくり等について追加で記載しました（P179）

54 中尾委員 ・犯罪を起こりにくくし、事前に防ぐという考え方
を、より強調してはどうか

・施策項目Ⅰ-2-①「犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会
の構築」の「取組の基本方向」で、安全で安心な地域社会を実現するた
めには、犯罪を未然に防ぐことが何よりも重要である旨を追記しました
（P60）
・また、主な取組Ⅰ-2-①-3「犯罪の起こりにくい環境づくり」の中で、千
葉県安心安全まちづくり協議会の開催のほか、ちば安心・安全メール
の配信や防犯カメラの設置補助などの具体的な取組を記載しており、
今後も犯罪の起こりにくい環境づくりを推進します。（P61）

55 中尾委員 ・防犯意識の醸成だけでなく、そのためには具
体的にどうしたらいいのかという知識の部分を
もう少し深められるような取組を期待したい

・主な取組Ⅰ-2-①-1「地域防犯力の向上」において、「地域防犯力の
向上に関する交流大会」を記載しており、自主防犯団体の構成員の確
保や防犯活動の活性化策などを話し合い、防犯に関する知識を深め
ていくこととしています（P61）
・また、主な取組Ⅰ-2-①-2「自主防犯意識の醸成」において、電話de
詐欺をはじめとする犯罪情勢に即した抑止のための広報啓発や専用の
相談ダイヤルの運用などを記載しており、これらの取組により、犯罪抑
止のための具体的な活動につなげていきます。(P61)

56 中尾委員 ・若者を地域の防犯ボランティアにどう取り込ん
でいくかが課題である。両者のマッチングは市
町村の役割になるかもしれないが、県にもバッ
クアップしていただきたい

・主な取組Ⅰ-2-①-1「地域防犯力の向上」において、自主防犯団体の
構成員の確保や防犯活動の活性化策などを話し合い、防犯に関する
知識を深めてもらう「地域防犯力の向上に関する交流大会」や、学生等
の若い世代の自主防犯団体の結成時にパトロール用資機材を貸与す
る事業を含む「ヤング防犯ボランティアへの支援」の取組を記載してお
り、今後も若者が地域の防犯ボランティアとして活躍できるよう支援して
いきます(P61)

57 中尾委員 ・防犯に関しては、県や市町村、警察、地域が
それぞれ協力し、コミュニティポリシングという
考え方で一体となって推進していただきたい

・主な取組Ⅰ-2-①-2「自主防犯意識の醸成」及びⅠ-2-①-3「犯罪の
起こりにくい環境づくり」において、県（県警含む）、市町村、県民、自治
会、事業者等の様々な関係機関がそれぞれ主体性を持ちながら連携
して取組を進めていきます。具体的には、安心安全なまちづくりの取組
を進めていく「千葉県安心安全まちづくり推進協議会」について記載し
ており、今後も各団体を主体とした全県的な取組を推進していきます
(P61～P62)
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No. 委員名 意見概要 対応状況

58 中尾委員 ・一番犯罪に対する抵抗が弱い子どもの安全
について、もう少し考えていただきたい

・主な取組Ⅱ-2-②-7「安全・安心な学びの場づくりの推進」で取り組む
よう記載しており、保護者や地域と連携した「地域安全マップ」づくりの
推進や「学校安全教育推進事業」における講師の派遣により安全教育
の推進を図ります（P125）

59 花岡委員 ・スポーツをリハビリテーションとして位置付ける
ことが重要。パラスポーツ強豪国においては医
療とスポーツが密接な関係にあることが多く見
られる。急性期を脱した患者は積極的に体力
づくりとしてのスポーツをおこない、その先には
トップスポーツへの受け皿も用意されており、ス
ポーツそのものが人生においての目標になる
こともサポートしている

・主な取組Ⅰ-4-②-1「人生を豊かにするための運動・スポーツの推進」
などで取り組むよう記載しており、今後とも障害者スポーツの推進を
図っていきます。具体的には、東京オリンピック・パラリンピックアスリート
強化・支援事業（障害者スポーツ選手掘り起こし事業）などにおいて、
障害者スポーツの裾野を広げる取組等を行ってまいります（P95）

60 花岡委員 ・体力向上のための、加齢や障害によってス
ポーツ活動が困難になることのない、また年齢
や身体状況によって区別されない「専用ではな
い施設」などの環境づくりが必要である

・主な取組Ⅰ-４-②-2「スポーツ環境の整備」で取り組むよう記載してお
り、具体的には総合スポーツセンター施設整備事業の実施により安全
性・バリアフリーを目指した施設・設備の整備を図ります（P95）

61 花岡委員 ・各種指導者制度で養成された指導者の活動
場所として指導者育成の場となる、プレイヤー
と指導者のための、生涯スポーツとしての拠点
があれば、互いの自己実現の場として継続した
活動が可能である

・主な取組Ⅰ-４-②-2「スポーツ環境の整備」で取り組むよう記載してお
り、具体的には千葉県広域スポーツセンター事業（総合型地域スポー
ツクラブの設立・活動支援）により、生涯スポーツ拠点への活動支援を
行います（P95）

62 花岡委員 ・オリンピック・パラリンピック開催国に求められ
るのは、スポーツの振興にとどまらず、多様性
を認めあえるインクルーシブな社会の実現であ
り、それはパラスポーツの価値そのものでもある
と言える。その価値をスポーツそのものの価値
とする取組みを千葉県から発信してはどうか

・主な取組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」で取り組むよう記載しており、具体的にはオリンピック・パ
ラリンピックを活用した教育推進事業等の実施により共生社会に向けた
アプローチの推進を図ります（P96）

63 花岡委員 ・現在、体育課で進められているスポーツ審議
会で検討されているスポーツ施策の推進及
び、市民、行政、学校、企業などと連携したイ
ンクルーシブな集合体をモデルケースとして構
築し、多様なスポーツとの関わり方を提案し、
自発的で持続可能な組織への成長を促進して
はどうか

・主な取組Ⅰ-４-②-2「スポーツ環境の整備」で取り組むよう記載してお
り、具体的には千葉県広域スポーツセンター事業（総合型地域スポー
ツクラブの設立・活動支援）により、生涯スポーツ拠点への活動支援を
行います。また、御意見を踏まえ、具体的な事業に「誰もがスポーツに
親しみ、参加しやすいシステムづくりの推進」を記載しました（P95）

64 水野副座長 ・交通インフラの充実、工業団地の新設や立地
促進、2020年東京オリパラ開催、人口増加、地
方創生の効果という現状認識のもと、各産業政
策について、今後、実現に向けた具体的な動
きを期待したい

・いただいた御意見のとおり、本県の現状を丁寧かつ的確に把握したう
えで、千葉県の「強み」を活かしながら、各産業政策について具体的な
取組を進めていくこととし、各「主な取組」の中に、「具体的な事業」を記
載しました

65 水野副座長 ・千葉県は、立地の優位性を考えると、我が国
屈指の観光立県を目指すべき。そのために
は、インバウンド観光客が千葉でじっくり楽しん
でもらえるような、広域観光の推進に取り組ん
でいただきたい

・主な取組Ⅲ-1-①-4「東京オリンピック・パラリンピックを契機としたイン
バウンドの推進」に、「県内周遊型観光の促進」、及び「成田空港を活用
した観光の取組を促進する」旨を追加で記載しました。具体的には、外
国人旅行者向けの県内観光地を周遊するバスツアーに対して支援を
実施します（P134）

66 水野副座長 ・千葉県に転入してきた高齢者が、できるだけ
長く元気に、そして元気な限り働き続けることが
できる環境を整備することが必要である。一義
的には市町村の役割が大きいと思うが、県の
貢献できるところも多いと思う

・主な取組Ⅰ-3-③-1「生涯現役社会の実現に向けた環境整備と高齢
者の健康づくりの促進」において、高齢者の雇用・就業の拡大に取り組
む旨記載しており、具体的には、千葉県ジョブサポートセンター事業に
おいて、県内各市町村からの要請に応じ、出張セミナー等の就労支援
を実施しています（P80）
・また、主な取組Ⅲ-3-②-3「多様な働き方の実現に向けた環境の整
備」において、全ての県民がライフスタイルに合わせてそれぞれの意欲
と能力を生かして働くことができる職場環境の整備を図る旨記載してお
り、具体的には、「働き方改革」推進事業等を実施しています（P152）
・さらに、主な取組Ⅰ-3-③-2「地域包括ケアシステムの推進体制構築
への支援」で市町村への支援を行うこととしていますが、その他の在宅
医療・介護連携など様々な取組で高齢者の暮らしを支える地域包括ケ
アシステムの構築を推進します（P80）

67 水野副座長 ・地域の看護師等保健医療専門職のリーダー
を育てる機関として、県は「県立保健医療大
学」を設置しているが、こうした看護師等保健
医療専門職を確保、スキルアップ策として、同
大学を今後これまで以上に活用する必要があ
り、そのためには施設整備・大学院設置など、
これまでから懸案になっていた同大学の機能
強化を急ぐ必要があると考える。総合計画の中
でもこうした方針を明示してほしい

・主な取組Ⅰ-3-①-3「医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差
解消に向けた取組の推進」に、「保健医療大学における時代のニーズ
に合わせた人材育成及び機能充実についての検討」と記載しており、
保健医療大学の施設整備・大学院の設置等については、平成28年7月
に決定された公の施設の見直し方針において、「大学機能のあり方に
ついては、今後の社会ニーズ等を踏まえ、検討する」とされたことを踏ま
え、県立大学として求められる役割や効果等を考慮して検討してまいり
ます（P74）

68 水野副座長 ・「Ⅰ-3　健やかで生き生きと自分らしく暮らせ
る社会づくり」では、「循環型地域医療連携シス
テム」、「地域包括ケアシステム」、「在宅医療・
介護連携」などの用語が使われていて、相互
の関係・違いが分かりにくい。言葉だけでなく
図も使って出来るだけわかりやすく記述してほ
しい

・専門用語や新語など、一般的に分かりづらいと思われる用語につい
ては用語解説を加えるとともに、計画の決定後に作成を予定している広
報用の冊子においては、説明用の概念図等を記載するなど、県民に分
かりやすい記載を工夫してまいります
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69 宮入委員 ・煌びやかなプランを立てることは楽しいが、よ
り実効性のあるものにするためには、職員が着
地点のイメージを持つことが大事。一石何鳥と
いうビジョン構想力を持って、施策の実現に取
り組んでいただきたい

・「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」において、「光り輝く千葉
県」を次世代にも引き継ぐため、施策の実施に当たり、各分野横断的に
取り組むために考慮すべき5つの視点について記載しています（P47～
P49）

70 宮入委員 ・多様な主体を巻き込んで、リードしていくとい
うコーディネート力や、変化し続ける組織能力
が行政には必要。また、行政が立てやすい目
標を立てがちになるという「指標の落とし穴」
や、しっかり計画どおり進捗していますという報
告をすることが目的になってしまうという「PDCA
の落とし穴」に陥らないようにしていただきたい

・前計画においても、施策や主な取組に対して、社会目標や行政活動
目標といった具体的な数値目標を掲げていますが、新計画では、でき
る限り客観的な目標設定となるよう、数値目標の見直しを図りました
（P181～P185）
・第4章「重点的な施策・取組の推進に当たって」の第2節「効率的かつ
着実な推進について」に記載のとおり、PDCAサイクルに基づく政策評
価を実施することで、施策の実施状況や達成度などを分析し、課題を
把握したうえで、必要となる改善につなげていきます（P179）

71 宮入委員 ・「第3章第1節の【重視すべき横断的な視点】
を設定されたことは新たな試みとして期待した
い。そのためには、これまでの縦のテーマの施
策の取組をオープンに共有し、コラボレーショ
ンすることで、限られた資源（人的、経済的、時
間的）を最大限活用して成果を出せるよう、より
一層庁内外への働きかけを意識的に行ってい
くことが担当部署や職員に求められると考え
る。また、評価にあたっては、取り組みを列挙し
て○×をつけるのではなく、横断的な取り組み
によって生まれた効果や変化など、プロセスに
も注目した表現を視覚的に行って、わかりやす
く伝えていくことが肝要と考える

・「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」に記載のとおり、横断的な
視点を持って施策の実施に取り組むとともに、相乗的な効果や好循環
につながるような先進的な取組事例については、県民にわかりやすく紹
介し、関心を持っていただけるようにしたいと考えております（P47～
P49）

72 山崎委員 ・施策項目Ⅰ-1-③「危機管理対策の推進」が
少し弱いかと思う。Ⅰ-1-①「自助・共助・公助
が一体となった地域防災力の向上」の5番（石
油コンビナート防災対策の推進）と6番（事業者
による防災対策の推進）は、③に移してもいい
のではないか

・施策項目Ⅰ-1-③「危機管理対策の推進」では、空港や石油コンビ
ナートなどで県民の安全を脅かす緊急事態が発生した場合など様々な
危機に迅速かつ的確に対応するため、、関係機関との連携により、県
内全体の危機管理体制の充実強化などに取り組むこととしております
（P58～P59）
・なお、施策項目Ⅰ-1-①「自助・共助・公助が一体となった地域防災力
の向上」では、自助・共助の取組を強化するとともに、県や市町村等は
県民の安全・安心を守るためにとり得る手段を尽くすこととしており、「防
災連携体制の充実強化」をはじめ様々な防災対策に取り組むこととして
おります（P50～P54）

73 山崎委員 ・主な取組Ⅰ-1-①「自助・共助・公助が一体と
なった地域防災力の向上」では、共助として地
域における企業や大学・専門学校の学生を取
り込んではどうか

・主な取組Ⅰ-1-①-1「自助・共助の取組の強化」に記載の防災基本条
例では、県民、事業者に対し、地域の防災活動への自発的かつ積極
的な参加を努力義務として定めており、周知啓発も行っています。県内
の大学や専門学校の学生も県民として地域防災への参加が期待され
ます（県開催の地域・学校防災教育セミナーでは、県内大学あてにも募
集を行っています）（P51）

74 山崎委員 ・主な取組Ⅰ-1-②「災害に強いまちづくりの推
進」では、インフラと公共施設の耐震化など、
ハード面の整備を着実に進めていく必要があ
る

・主な取組Ⅰ-1-②-1「災害に強い社会資本の整備」に、橋梁の耐震補
強、耐震強化岸壁の整備を促進するよう記載しているほか、高潮、波
浪、津波に対する施設整備の推進、また、災害時の道路ネットワークの
確保や避難地等として機能する県立都市公園の整備を推進するよう記
載しています（P56）

75 山崎委員 ・災害が起きた際、早期に情報共有を図るた
め、インターネットやSNS等を有効利用してはど
うか

・主な取組Ⅰ-1-①-2の事業「災害情報伝達機能の強化」にて実施して
おり、現在、千葉県ホームページからアクセスできる「千葉県防災ポー
タルサイト」に、リアルタイムの防災情報を県民の皆様に発信しているほ
か、SNSを活用し、住民互助による減災を目的とした「ちば減災プロジェ
クト」を運用しています。また、来年度には、県民の方からの災害・天候
情報を取り入れると同時に、それらの情報へアクセスできる仕組みを構
築する予定です（P52）

76 吉田委員 ・女性活躍は、具体的にどう進めていくのかが
課題であり、ぜひセミナーや企業向けプロジェ
クトなど、民間企業を巻き込んでいただきたい

・主な取組Ⅲ-3-①-1「女性が個性と能力を発揮できる環境づくり」にお
いて、女性活躍について企業への働きかけに取り組む旨掲載してお
り、働き方改革の意識醸成のため、企業向けセミナーの開催や企業へ
のアドバイザーの派遣などの取組を実施してまいります（P148）
・また、主な取組Ⅲ-3-①-3「女性の活躍に向けた意識の変革と情報発
信」で、市町村や産業界等、多様な主体との連携体制を構築し、官民
一体となって取り組むと記載しており、具体的には、男女共同参画推進
連携会議事業の実施により、経済産業団体との連携により取組を進め
ることとしています（P150）

77 吉田委員 ・女性活躍には、生活環境が大事。今、在宅勤
務ということも言われてきているが、家では仕事
がしにくいので、週に１、２回本社に出社すれ
ば良いというようなサテライトオフィスの誘致が
有効なのではないか

・主な取組Ⅲ-3-②-3「多様な働き方の実現に向けた環境の整備」に、
「空き公共施設等を活用した企業誘致」を記載しました。今後、空き公
共施設を有する市町村と企業とのマッチングを図るフォーラム等の機会
を通じて、IT・ベンチャー企業のサテライトオフィス等の誘致を進めてま
いります（P153）
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No. 委員名 意見概要 対応状況

78 吉田委員 ・働き盛りの女性は乳がんのリスクが高いため、
女性活躍を推進するという観点から、ピンクリボ
ン運動と絡めた取組を進めていただきたい

・主な取組Ⅰ-3-②-3「総合的ながん対策の推進」において、がんの予
防・早期発見の推進に取り組む旨記載しており、乳がん検診受診勧奨
については、がん予防展・がん講演会、ピンクリボンキャンペーン事業
等で、がん体験者や専門家の講演、啓発物資の配付、乳がん検診等
の事業を実施しています（P78）
・また、主な取組Ⅲ-3-①-3「女性の活躍に向けた意識の変革と情報発
信」で、女性の活躍推進に向けた広報・啓発に取り組むよう記載してお
り、具体的には、男女共同参画センターフェスティバル等で乳がん模型
の触診体験やリーフレットの配付を行ってまいります（P150）
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