
 

 

 

 

 

第１回 

千葉県総合計画策定懇談会 

 

平成２９年６月６日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 総合企画部 政策企画課 

 



－1－ 

第１回千葉県総合計画策定懇談会の開催結果概要 

 

１ 日 時  平成２９年６月６日（火）１４時００分～１６時００分 

２ 場 所  京葉銀行文化プラザ ６階 欅Ⅰ 

３ 出席者 明石委員、石田委員、加藤委員、久保委員、小泉委員、清水委員、白戸委員、 

鈴木委員、瀧委員、田畑委員、中尾委員、水野委員、宮入委員、山崎委員、 

吉田委員 

４ 座長の選出 委員の互選により選任 

座 長  明石委員（千葉敬愛短期大学学長） 

副座長  水野委員（株式会社ちばぎん総合研究所取締役社長） 

５ 議事の概要 

（１）新「千葉県総合計画」原案について 

（２）新「千葉県総合計画」策定スケジュールについて 

 

 

○明石座長 では、議事を進行させていただきたいと思います。 

 まず初めに、本日の議題となっております、新「千葉県総合計画」原案があります。及

び新「千葉県総合計画」策定スケジュールがあります。一括して、事務局から御説明をお

願いしたいと思います。 

 高橋課長、お願いします。 

○高橋政策企画課長 政策企画課長の高橋でございます。 

総合計画の原案について御説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、着座にて御説明いたします。 

 お手元にございます資料のうち、資料２の冊子になっているのが、原案の本体という形

になります。合計158ページと大部になりますので、説明のほうはＡ３判縦長の資料１、

概要を用いて説明いたしたいと存じます。 

 資料１の１ページ目をごらんください。これは、計画全体の構成を章立てで説明したも

のでございまして、構成は、前計画の「新 輝け！ちば元気プラン」を基本としたものと

なっております。 

 第１章が、計画策定の基本的な考え方でございます。この第１章の部分につきましては、
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２章のところもそうですが、前回と主な変更のあるところにあえて下線をつけて、わかり

やすくしてございます。 

 第１章の第１節におきましては、計画策定の趣旨といたしまして、くらし満足度日本一

を目指して推進してまいりましたこれまでの実績をベースとして、今後加速する少子高齢

化や産業の国際競争力強化など、県政の課題克服に向けてしっかりと取り組んでいくとと

もに、本県にとって追い風となっておりますさまざまなチャンスを捉えながら、千葉県が

目指す姿の実現に向けた総仕上げとして、今後４年間で取り組む政策や施策を示す新たな

総合計画を策定するという趣旨を記したものでございます。 

 第２節、計画の性格につきましては、県政全般に関する最上位の基本的かつ総合的な計

画であるという、この計画の位置づけを記してございます。 

 第３節、計画の構成と期間につきましては、基本構想の期間を修正してございます。前

計画におきましては、基本構想の期間を、当初構想を策定しました平成22年を起点としま

して、10年後の31年度までとしておりましたが、今回、新たな実施計画の終了年度に合わ

せまして、32年度までとしてございます。 

 第４節、計画の特色でございます。前回の計画から引き続きまして、千葉県のポテンシ

ャルを生かすための計画であることや、県内各地域の特性、可能性を踏まえた方向性を明

示していることなどを記載してございます。 

 続きまして、第２章、千葉県が目指す姿（基本構想編）でございます。 

 まず、第１節の時代背景と課題の部分につきまして、（１）人口減少・少子高齢化の①

千葉県の将来人口推計を掲げてございます。この概要には細かな数字までは記載してござ

いませんが、県では、今回の計画策定に当たりまして、平成27年の国勢調査の結果を踏ま

えて、独自の人口推計を行ってございます。この推計結果におきましては、本件の総人口

は平成32年に624万7,000人でピークを迎えまして、その後、減少傾向に転じ、平成42年に

は611万6,000人まで減少する見込みとなってございます。 

 また、高齢者の人口の割合で見ますと、平成27年には総人口に占める割合が25.9％でご

ざいましたが、平成32年には28.6％、平成42年には31.5％と、急速に高まっていくことが

予想されております。すなわち、足元の平成27年の国勢調査段階では４人に１人の高齢者

人口が、それから15年後の平成42年には３人に１人になるという数字が予測されていると

ころでございます。 

 これを踏まえまして、その右側にございますように、②人口減少に伴う需要・供給構造
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への変化の対応、③高齢化等による医療・福祉ニーズの増大、④未来を担う子どもの育成、

⑤人口減少に対応した地域づくりなどにおきまして、今後４年間で取り組むべき重要な課

題として取り上げているところでございます。 

 また、第１節におきましては、その下、数行いっていただきまして、（６）に下線部が

ございます。「価値観やライフスタイルの多様化」の項目を新たに追加してございます。

これは、近年の技術革新やグローバル化の進展などによりまして、人々の価値観やライフ

スタイルの多様化が進んでいることを踏まえて、多くのポテンシャルを秘めた女性や高齢

者などが、みずからの希望に応じた多様な働き方を選択し、活躍できる環境づくりを進め

ていく必要があるという認識で、今般、新たに追加したものでございます。 

 また、その下、（７）ＩＣＴの進展におきましては、いわゆるＩｏＴやＡＩ、人工知能

などの新しい技術をあらゆる分野で戦略的に活用すべきであるといったようなこと。また、

（８）広域道路ネットワークの形成では、人、物の流れの向上を生かして、地域の活性化

や魅力発信につなげるべきことなどについて、今回、原文の文章を充実して記載してござ

います。 

 次に、第２節、基本理念におきましては、くらし満足度日本一の千葉を実現するという

前計画の理念を踏襲しているところでございます。 

 その下の第３節、基本目標・目指す姿では、時代背景と課題を踏まえました上で、基本

理念の実現に向けて、ローマ数字でございますように、Ⅰ、安全で豊かなくらし、Ⅱ、千

葉の未来を担う子どもの育成、Ⅲ、経済の活性化と交流基盤の整備という３点で、基本目

標を設定しているところでございます。 

 下線にございますとおり、Ⅲの経済のところにおきましては、時代背景において追加し

ました価値観やライフスタイルの多様化も踏まえまして、（３）として、「働く希望や多

様な働き方がかなう社会」という項目を、新たに追加してございます。 

 次の第４節が、県づくりの方向性でございます。本県では、これまでも地域ごとに特色

ある産業や文化が育まれ、地域の個性が醸成されてきたところでございます。加えて、将

来にわたりましても、直面しているさまざまな人口問題や、それに伴う需給構造の変化な

どの見通しも、各地域でさまざまでございまして、地域ごとに異なる対応が求められてい

るというふうに考えております。 

 そこで、各地域の特性や強みを生かした地域づくりを目指すという趣旨で、地域間のつ

ながりであったりとか、地理的な条件、交通網の状況、今後の可能性などを勘案した上で、



－4－ 

県内を、記載してございます①から⑤のゾーンに分けまして、それぞれの地域の方向性を

示しているところでございます。 

 以上までが第２章になります。 

 １枚めくっていただきまして、こちらが第３章、重点的な施策・取組（実施計画編）に

相当するものでございます。こちらでは、今後４年間に実施する主な施策を体系的に整理

してございます。 

 体系的な整理が第２節以降から始まりますが、今回、それに加えて第１節を挿入いたし

ております。タイトルは、「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジという」タイトルで

ございます。 

 今回の実施計画は、くらし満足度日本一の総仕上げとして、また次世代を担う若者や子

どもたちの活躍の舞台として、将来にわたって首都圏や日本をリードする千葉県であり続

けられるよう、将来のための基盤づくりを果たすという趣旨を、責務、言いかえればチャ

レンジという形で、記載しております。 

 その上で、各取り組みの実施に当たりましては、これまで蓄積してきた千葉ならではの

強みである交通ネットワークの充実、多様な魅力といったものを最大限に活用しながら、

他方で人口減少や少子高齢化といった課題への対応を図るべきこと。さらには、こうした

取り組みが互いに作用し合いながら、相乗的に好循環を生み出していくように取り組むこ

とによって、次世代の人々を含め、県民皆様が生き生きと活躍できる千葉を実現するとい

う視点を記載したものでございます。 

 続きまして、第２節、施策の内容でございますが、こちらは、基本構想で掲げた３つの

基本目標に沿いまして具体的な取り組みを整理した部分でございまして、本編におきまし

ては、約100ページがこれに割かれているという、一番のボリュームを示すところでござ

います。 

 これにつきましては、もう１枚めくっていただきまして、体系の表が合計３枚ございま

すが、これを用いまして主な取り組みを順次説明させていただきたいと思います。 

 まず、構造でございますが、一番左のローマ数字の基本目標のところがⅠ、Ⅱ、Ⅲと、

くらし、子ども、経済という３つの一番大きなくくりになります。その右側が12の政策分

野。真ん中辺が37の施策項目。一番右側が177の主な取り組みと、このような構造になっ

てございます。 

 まず、Ⅰの安全で豊かなくらしの実現の部分から、順次主なポイントを御説明いたしま
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す。 

 １、自助・共助・公助が連携した防災先進県づくりでは、①として地域防災力の強化、

②としてまちづくり、③として危機管理などの項目に分けて施策を整理してございます。 

 その下の２の、くらしの安全・安心を実感できる千葉県づくりにおきましては、中段に

ございますように、①が防犯、②が交通安全、③が消費生活という整理をしてございまし

て、例えば①の５のところの訪日外国人への対応であったり、②の２及び３にございます

高齢者や自転車に関する交通安全につきましては、細かな内容をかなり強化しているとこ

ろでございます。 

 その下が、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ございます。①の

医療から②の健康づくり、③高齢者、④障害者、⑤地域社会といった視点から整理してご

ざいます。①の３では医療人材、③の５では介護人材など、現在課題となっております人

材確保の取り組みを記している部分でございます。 

 続きまして、別紙のもう１枚めくっていただきまして、くらしの４のところをご覧いた

だければと思います。文化とスポーツで輝く社会づくりでございます。こちらにおきまし

ては、①が文化、②がスポーツで構成されておりますが、いずれにおきましても、2020年

の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした取り組みを記載してございます。 

 その次の５、みんなで守り育てる環境づくりにおきましては、①として地球温暖化対策、

②として循環型社会、③として自然・大気・水環境などについて整理を行っているほか、

今回、新たに④野生生物の保護と適正管理を追加してございます。これは、有害鳥獣対策

の重要性等を踏まえまして、今回、新たに項目として設けたものでございます。 

 続きまして、Ⅱ、中段以下でございますが、千葉の未来を担う子どもの育成でございま

す。 

 １の子どもと子育て世代への強力サポート体制づくりにおきましては、①として親御さ

んの視点での出産・子育ての環境づくり、②は教育環境としての保育人材の確保、③は子

どもの視点での児童虐待防止策などをまとめている部分でございます。 

 続きます、２の世界に通じ未来支える人づくりにおきましては、①としてチャレンジす

る人材として子どもさん自身の育成を、②には土台としての学校づくりについて、③は家

庭や地域での教育力について、④では青少年問題についての取り組みを整理してございま

す。 

 １枚めくっていただきまして、最後のこちらのページが、経済の活性化と交流基盤の整
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備についてでございます。 

 まず、最初の１、国内外の多くの人々が集う魅力ある県づくりにおきましては、①とし

て観光による交流人口の増加や移住・定住について、②におきましてはさまざまな分野で

の国際的な対応について、取りまとめてございます。 

 その次が、２、挑戦し続ける産業づくりでございます。①では産業育成や企業誘致につ

いて、②では中小企業支援について、③では地域経済の振興について整理してございます

が、今般、特に②の中小企業のところで、新たに小規模事業者の育成といった視点を言葉

として明記しているほか、右側の５のところでは、事業承継という今日的なニーズへの対

応を追記しているところでございます。 

 続きまして、３、経済の活性化を支える人づくりでございます。これは、先ほど申し上

げました基本構想における時代背景の認識を踏まえた上で、今回、新たに政策分野として

追加した箱でございます。内容といたしましては、①にございますように女性の活躍であ

ったり、また②にありますように雇用対策や産業人材の確保に取り組むといった内容を記

してございます。 

 その下の４が、豊かな生活を支える食と緑づくりでございまして、こちらは主に農林水

産業に関する取り組みを記載させていただいております。①におきましては競争力強化や

高収益性といったような、いわば輸出などを含むビジネス局面について、②におきまして

は農産漁村づくりという地域づくりの視点から、取り組みを整理しているものでございま

す。 

 最後に、５が活力ある県土の基盤づくりでございまして、①におきましては交流基盤の

強化として、鉄道や道路、港湾などを整理してございます。②のところでは成田空港の機

能拡充とその地域振興を特出ししてございます。③では河川や公園などの社会資本につい

て、④では住宅やまちづくりなどについて、それぞれ取り組みを整理してございます。 

 ただいま御説明申し上げました実施計画につきましては、表の上で、一番右の177の主

な取り組みまでを今回の原案で整理してございますが、今後、さらにこの主な取り組みの

下に、具体的な取り組み事例というものを、事業ベースでの記載を追記した上で、最終案

につなげていく予定としてございます。 

 以上が第３章でございます。 

 第４章につきましては、恐れ入りますが、先ほどの表から２枚目のページにお戻りいた

だければと思います。一番下の箱の第４章でございますが、第１節、施策推進の基本的な
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考え方といたしまして、分権型社会の主役である市町村との連携強化、広域的な連携の必

要性などを記載し、またその下の第２節におきましては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて実

施計画の政策評価を行うことなどを記しているところでございます。 

 以上が原案の概要の説明を駆け足で行わせていただきました。 

 続きまして、関連がございますので、議題２にございますスケジュールにつきましても、

資料３のスケジュール表に基づいて御説明を申し上げたいと思います。 

 本日、御提示いたしました計画の原案につきましては、皆様方からの御意見を頂戴する

とともに、去る５月26日から約１カ月間をかけてパブリックコメントを実施しているとこ

ろでございます。今後、これら各方面からの御意見を頂戴した上で、この原案を修正し、

７月中旬ごろには修正原案という形を作成いたしまして、７月末に開催予定の第２回の策

定懇談会におきまして、再度皆様の御意見を頂戴しながら修正を加えることとしておりま

して、その上で８月下旬ごろには、今度はさらに最終案という形を作成いたしまして、９

月中旬から開かれます定例の県議会に議案として提出できるように作業を進めてまいると。 

 以上のような段取りを考えているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○明石座長 高橋課長、ありがとうございました。 

 今、事務局より、新「千葉県総合計画」の概要説明を含めて、スケジュール説明がござ

いました。 

 御意見をこの後、順番にいただきますけれども、まずその前に、今の御説明に関する御

質問がありましたらよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、大変失礼ですが、順番に、専門のこととか専門以外のことも含めて、御意見

をいただければと思っております。 

 まず最初に、石田委員からお願いいたします。大体３分をめどにお願いできればと思っ

ております。 

○石田委員 千葉県観光物産協会の石田でございます。私のほうは、観光につきまして幾つか

お話をさせていただきたいというふうに思っております。 

 今の千葉県の観光の現状でございますけれども、平成19年の２月から４月、千葉デステ

ィネーションキャンペーンを実施いたしました。そのときと、今公開されております観光

統計が平成27年というようなことでございますので、その数値を比べますと、観光の入り
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込みで4,000万人増えて、１億7,000万人でございます。宿泊のお客様につきましては、27

年と19年を比較いたしますと200万人の増ということで、1,700万人の方に千葉にお泊まり

をいただいております。 

 また、観光の県内の消費額でございますけれども、27年で１兆2,000億円。平成27年度

の千葉県の一般会計の当初予算とほぼ同額でございます。ちなみに、訪日外国人もここの

ところ急増してございまして、国の流れとも連動するような形であるかと思いますが、28

年で340万人でございまして、25年で143万人、３年の間で約200万人増えているというよ

うな現状でございます。 

 また、千葉県を取り巻く観光のいろいろな環境につきまして、先ほど知事の御挨拶にも

ございましたが、アクアライン800円とか、圏央道、また外環、北千葉道というような道

路アクセスが大変充実して向上してきている。成田空港の機能も拡充、強化され、ＬＣＣ

の便数も相当増えてきております。 

 それから、今、社会実験ベースではございますが、木更津港などでの大型外航客船の誘

致というようなことも、今、動き出しております。また、プロモーションについても、知

事のトップセールスということで、国内外さまざまな商談会にも足を運んでいただいてお

ります。 

 また、おもてなしでは、千葉県の独自性があらわれているかと思いますが、トイレの整

備につきましての県の助成というようなこと、またＷｉ－Ｆｉの環境整備、それからプロ

モーション協議会のほうでのおもてなしバッジ、チーバくんバッジを機運醸成のために着

用するというようなことでございます。 

 そんな中で、一体地域の人たちは、これだけ成果があらわれてきているんだけれども、

観光についてどんなマインドを持っているのかといいますと、なかなかそこが難しいとこ

ろがございまして、これだけ右肩上がりの観光動向の中で、なかなか地域の方たちがもう

一歩踏み込めない。従前の、まだ海水浴、民宿ブームのときの夢が覚めきれなかったりと

か、そこそこお客さんに来ていただいている、ところによっては相当なお客さんがおいで

になっていることなどもあり、新しいことにチャレンジしていくというような機運がやは

り少し足りないのかなと。切迫感がなかったりというようなことがございますので、その

辺の意識改革とか、地域の人材養成とかというようなことが、これから必要になってくる

のかなというふうに思います。 

 おもてなし、おもてなしとよく観光では言われます。観光の一番ベースになるところで
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ございますけれども、やはりそれにつきましても、受容とか共感とかというものがないと、

本来の意味でのお客さんに来ていただく観光というものにはならないのではないかという

ふうに思っております。 

 そんな中で、戦略的にどう取り組んでいくかということでございます。もう皆さん御案

内のとおり、旅行の形態が、従前の団体から、今、個人の旅行に変わりつつあります。特

に欧米ではほとんど団体旅行というのはございませんし、アジア圏でも、そろそろいろい

ろな国へのリピーター化が始まって、個人旅行にシフトしてきているというような状況で

ございます。 

 そういう中で、戦略的に情報をどういうふうに伝えるかということですけれども、各個

人に確実に伝わるような、ＳＮＳとか、これからはまた未来発展型のＡＩとか、ＩＣＴと

かというような機器を活用して、情報を提供していくというようなことが必要かと思いま

す。 

 それから、観光のニーズのほうも、従前の物見遊山のことということから、物から事へ

というようなことで、事柄に体験ものとか、そういうものに今、シフトをしてきてござい

ます。 

 一例でございますけれども、あるイチゴ園さんで、従前のイチゴ狩りスタイルは、30分

食べ放題2,000円とかというのがプランの形でございました。ところが、おいしいイチゴ

の見分け方、食べ比べ、イチゴを使ったスイーツ作りというような体験ものを加え、料金

アップやお客さんの回転数の増加につながりました。そうしましたら売り上げが６倍にな

ったという、本当にちょっとした工夫で体験ものを上手にデザインしていったというだけ

でも、これだけ経済効果が生まれて、お客様にも喜んでいただける。まさにここに観光の

エッセンスがあるのではないかというふうに感じているところでございます。 

 それからまた、マーケティングということが観光、どうしても大きい経済の柱という中

では必要になってございます。特にビッグデータとかというものを使いながらやっていく

必要があるかと思います。 

 それから、あと県のほうでも、例えば訪日客についてはなかなか独自データがとれなく

て、国のデータの割り返しというようなこともございますので、なるべく県のほうでも独

自データをとれるような工夫、仕掛けが必要になってくるのではないかと思います。 

 それから、やはり地域を生かしていくには、人材の養成ということが必要になります。

オペレーションのできる人、クリエーター、起業家というような、こういう人たちを生み
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出すには、地域の中でのネットワークが必要になってくるかと思います。 

 こういうところでうまくいきますと、移住、定住にもつながってくるのかなということ

でございます。 

 それから、今、千葉県の中で文化財がどんどん消失してございます。これは千葉だけで

はなくて、全国的な傾向でございます。文化財というのは、観光の大きい資源の一つにな

りますので、資金的な支援の方法を検討いただければありがたいなというふうに思います。 

 それからあと、インバウンドで一つでございますが、災害時対応でございます。この間

の熊本の震災のときにあった例でございますが、海外のお客様が日本の施設では情報がと

れない、言葉が通じず情報がとれない。どうしたかというと、ＳＮＳを使って情報を本国

からもらった。これではあまりみっともない。観光立国を標榜するにはみっともない。県

の中でも、危機管理というのはトップで標榜されております。ぜひとも海外の方への災害

時の情報提供というようなことについても御検討いただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

○明石座長 貴重な御意見ありがとうございました。 

 続きまして、加藤委員、お願いいたします。 

○加藤委員 加藤です。よろしくお願いします。 

 私は千葉大学教育学部で美術を担当しています。専門領域は絵画です。ここに呼ばれま

したのは、その絵画という切り口から、人をつなぐ活動をしているからかと思います。昨

年も、統廃合で閉校になる小学校の小学生たちと行った記念壁画制作や、西千葉駅との協

力で、小学生につくってもらった500枚の抽象画を大学生が貼るという、 次世代への価値

伝承を目的とした地域連携型の壁画制作を企画実践しました。 

 さて、今回の原案には賛同しておりまして、それが具体性を持って実現することを強く

願っています。美術領域から何点か話をさせていただきますと、美術、芸術ということを

狭く捉えないでほしいということと、アートと何かを組み合わせてはどうかということで

す。先ほど石田委員からも観光についての詳しい話がありましたが、ぜひそういった領域

ともアートをつなげて頂けたらと思います。 

 例えば、昨年の活動報告書の写真を見ても、文化というものが、伝統文化に押されてい

るかのように感じました。伝統文化を守っていくことは重要ですが、狂言・歌舞伎を現在

の若者が自分たちの文化として受け入れられるか疑問で、現在の彼らの文化も認めること

で、伝統文化を守ろうという気持ちを育てなくてはならないと思います。資料では主な取
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り組みとして、５つありますが、①の１、①の２に関しては、これまでの策定計画とも共

通する内容かと思いますが、①の３、①の４、①の５、の部分がどれだけ内容的に拡張で

きるかだと思います。 

 そうして考えますと、房総半島の観光資源の再発見、価値の再構築と、アートの連動が

考えられるかと思います。皆さんも御存じのように、新潟の越後妻有アートトリエンナー

レ、瀬戸内の芸術祭トリエンナーレのような、アートによる地域活性の成功例があります。

この２件のトリエンナーレがあってから、日本各地でビエンナーレ、トリエンナーレが繰

り返されてきました。確かに市原アートミックスも開催されましたが、前例と比較します

と成功しているとは言えない。その原因は、東京との距離感ではないかと思われます。つ

まり日帰りできる範囲内ということです。 

 新潟とか瀬戸内は、言ってみれば、自然豊かで土地がいっぱいある長閑な地域です。で

すからそこに行くには、出かける側も覚悟して行きますので、どうせ行くなら何を食べよ

うか、どこに泊まろうか、その土地の伝統的文化にも触れてみたいとなるわけです。旅

館・飲食店をはじめ地域にも経済的還元もあるでしょう。しかし、市原の場合は日帰りで

きそうなので行ってみようと思う距離感です。できれば房総半島のもう少し南方に、拠点

を移してはどうでしょう。千葉市からですと館山までは２時間で着きますが、片道２時間

以上の距離を往復して日帰りしようとは思わないと思うのです。熱海と同様、関東圏の南

国のような館山をアートミックスの拠点としてはいかがでしょうか。 

 また東京ディズニーランドとか、東京ドイツ村とか施設名に「東京」を入れるなど、東

京に追随するような傾向がありますが、「スローライフ」をキーワードに、千葉であるこ

とのよさを前向きに捉えていくことが良いかと思います。 

 例えば、20世紀の半ば、ニューヨークのアーティストたちにとってはマンハッタンで制

作・展示して、週末はロングアイランドのリゾート地で過ごすという生活スタイルがステ

ータスだったようですが、それができる条件を房総半島は満たしています。 

 バブルのときにはマンション・別荘が多く建ちましたが、経済的余裕と時間があったら

住みたい場所が房総半島だったのでしょう。もしできることであれば、県主導の地域・物

件のリノベーションを行い、コミュニティー（芸術村など）を再構築してはいかがでしょ

うか。ゼロからのインフラではありません。 

 また金谷港から横須賀方面へのフェリーボートも魅力的です。到着が久里浜港なので、

車でしばらく北上すると中型で現代的な横須賀美術館があります。金谷にも美術館があり
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ますので、横須賀美術館と金谷美術館が連動する企画を立て、フェリーボートの利用をツ

アーの一部に組み込むなどすると、魅力的なツアープランができそうです。フェリーボー

トに乗っている時間も40分で、ちょうど良いです。 

 あとは、多くの観光資源を体験してもらうために、「房総の風景を描く」といったコン

クールを企画してはいかがでしょうか。風光明媚な伊豆や尾道などでは風景画コンクール

がされています。応募者もとっておきの風景を見つけて描こうと、しばらく現地滞在して

取材や制作をされるでしょう。話題性があり観光スポットも口コミで伝わることと思いま

す。長野冬季オリンピックでも絵画コンクールはありました。 

 それから、オリンピック・パラリンピックに関しては、ぜひ成田国際空港のあることを

強みに、空港に降り立った海外の方々を房総半島観光ツアーに集客できるようにして、東

京までの通過点にしないような努力が必要かと思います。成田空港を使用した人にクーポ

ンのような特典を付け、房総半島内の旅館宿泊にメリットがあるなど。とにかく観光資源

は見ないことには伝わらないので。 

 またオリンピック・パラリンピックでは日本に関心を持っている多くの海外の方々が来

日されると思いますが、この機会に十分日本・千葉を味わっていただき、できれば少子化

対策の観点からも、「定住」にも結びつける切掛けづくりとなればと思います。 

○明石座長 すみません、全ての方に御意見をいただきたいので、お１人３分をめどにお願い

します。 

 では、久保委員、お願いします。 

○久保委員 保育協議会の久保です。 

 私のところでは、やっぱり子どものことということがどうしても話題になります。千葉

県は広いので、私のところは成田で、本当に待機児童が多くてどうしようということなん

ですけれども、房総のほうに行くと、そろそろ子どもは少なくなってきたという地域もあ

るので、一概には言えないんですけれども、今もお隣の方と結構多いですか、船橋のほう

も多いですねというようなお話をしていたんですけれども、本当に東京に近いところは子

どもが多くて、人材不足というんですか、保育士がいないというのが非常に大きな課題に

なっています。 

 どこへ行っちゃうんだろう、あんなに卒業生がいるのにというふうに思うほど、実際に

は保育士不足ということで悩んでいるのが多くのところです。東京に近いところは、特に

東京都がすごくいろんな面で優遇しているので、みんな逃げていっちゃうので、もうちょ
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っとよくしてくださいというような話がたくさんあるんですけれども、ここで千葉県もと

てもうれしいニュースで、処遇改善というんでしょうか、それを少しつけてくださったと

いうことで、とてもうれしく皆がやりがいを感じる所です。ただ、具体的にまだ見えてこ

ないので、できるだけ早くその具体策が見えてきたら、さらにいいなというふうに思いま

す。 

 なお、やはり主体的な子どもたちを育てていきたいということで、子どもが、この間も

実習生が来て、机の反対側にタイヤがついていて、引っ張るとうまく自分たちで動かせる

んですけれども、それを反対に実習生が動かしていたら、子どもが、「反対だよそれ」と

言って、大人に注意していたというようなこともあり、子ども自身が主体的に育ってきた

なということは、すごくうれしく思うんですけれども、それにつけても、やはり専門性と

か資質向上には、研修の確立という点では、どうしても保育者の研修計画というんですか、

それをすごいたくさん実践していかなければいけないので、私どもの会では、プロポーザ

ルを受けて県から補助金をもらうために、計画を立てながら、非常に力を入れているんで

すけれども、そんなことで、研修の費用というのがとても必要になるので、その辺も専門

性、専門性と言うけれども、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かなというふうに思いますので、

その辺についてよろしくお願いいたします。 

 あと、子どもの虐待や子どもの貧困ということがどうしても県下でありますし、何か食

事もできないというような子どもたちには、地域を広めて、地域の中でということをもう

ちょっと課題にしながらしていかないといけないのかなというような気がします。 

   いろんなことがたくさんありますけれども、時間を手短にということですから、この辺

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○明石座長 どうもありがとうございました。 

 では、小泉委員、お願いします。 

○小泉委員 小泉でございます。私、中央会の会長でありますけれども、市川で梨をつくって

おります認定農業者の一人であります。 

 そういったことで、全体のことといいますよりも、多少偏りがありましょうけれども、

４点ほどお願いしておきたいと思います。 

 まず１点が、県の農林水産物の販売の促進、そしてまた輸出の拡大について。第２点が、

担い手の確保・育成について。第３点、有害鳥獣について。４点目といたしまして、先ほ
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どありましたけれども、何とか２位を奪還したいと。その４点を強くお願いして、一つ一

つちょっとだけお話しさせていただきます。この４点を言っておけば、途中で切れること

はありません。この４点を中心にお願いします。 

 まず第１に、輸出の拡大でありますけれども、知事と一緒に東南アジア等も行っており

ますし、私、市川では、特にドバイ、アブダビ、そして昨年はカタールにも行ってきまし

て、ところがちょっと断交しちゃったら今年まずいですけれども、ああいうカタールのほ

うは評判よくて、１個5,000円で買ってもらえるというようなことで、昨年からカタール

にも足を延ばしまして、たまたまその中で、ちょうどいいところで一緒に行ってきまして、

この後、台湾についても何年も、その前も行って、去年も政権がかわって云々だというこ

とで、日華の関係で市川の市長さん、あるいは会長さん等々と台湾に２度、３度行って、

何とかなりそうに、副総統までお会いしたんだけれども、政権がなかなか進んでいないと

いう状況でありますけれども、向こうのほうで剪定枝の芽が欲しいと言って、いろんなと

ころからリスト化しているんですよね。夏はだめなんだけれども、そういったところで、

少しずつはつながりがあります。 

 担い手の育成についてでありますけれども、御案内でしょうけれども、昔、我々が若い

ころは、農業事務所というのは普及所があって、先生が一生懸命技術を教えてくれたんで

すよ。ところが、今はなかなか少ないもので、そういう技術のわかる先生というのが少な

いんですよね。我々、手を取ってもらって教えてもらったんですよ。40年前ですけれども。

そういったこともあると、農協だけではなかなか、非常に難しいところもありますが、両

方一緒にやるとすごい効果が上がる。 

 有害鳥獣についてでありますけれども、御案内のように、向こうのほうはイノシシや何

かでひどい被害。我々のほうは逆に上から収穫間際のものを鳥に、あるいは雹害といって、

毎年ではないですけれども、そういったような鳥獣被害というのを何とか抑えられるよう

に、よろしくお願いしたいと。 

 あと、２位になるためでありまして、それも非常に難しいことがたくさんあるのであり

ましょうけれども、予算の措置というのは一番大事なのではないかというふうに思ってお

りますし、また、今、もう一つ、進み始めているんですけれども、市川市と船橋市は農協

が同じなもので、一緒に剪定枝というのがございまして、３年前から、処分をするとお金

がかかるんですよね、焼却場で。キロ幾らというふうに。それを、たまたまでありますけ

れども、実験的にやりまして、去年まではまだ300トンです。今年は、市川のストックヤ
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ードで600トン、印西のほうに船橋の剪定枝が300トン。九百何十トンというものがストッ

クして、それをチップ化して、市原のほうに持っていってバイオマス発電ということで、

多少、産業廃棄物より高い値段で買ってもらえそうで、剪定枝そのものを0.5円で買い上

げていただいている。そういったものを今、取り組みを進めて、市役所の補助金も少なく

て済むし、我々もお金を出さなくて済むと。そういったようなこと。 

 あと、まちの人に迷惑がかからないように、非常に周りが違いまして、難しい状況であ

りますけれども、そういったことを進めていると。よろしく御指導いただければありがた

いと。 

 ３分過ぎました。ありがとうございました。 

○明石座長 どうも小泉委員、ありがとうございました。具体的に４点、もらいました。 

 では、清水委員、お願いします。 

○清水委員 総論としては、非常によい案をまとめていただいたと思っております。市町村で

はカバーしきれない部分をカバーしていただいている。例えば、圏央道とか外環道とか北

千葉道路、そういった広域的なこともカバーされているということで、結構だと思います。 

 ただ、ぜひお願いしたいのは、先ほど加藤先生からも具体性というお話が出ましたけれ

ども、達成時期と数値目標をぜひ具体的に書いていただきたい。いろんな取り組みがある

わけですけれども、例えば広域道路ネットワークの形成、そういったことについても、達

成時期を明示していただきたいということであります。いついつまでに完成するというの

は、表現するのは難しいでしょうけれども、「知事の御意志」ということでも結構ですの

で、ぜひ時期というふうなことを明記していただければありがたいと思う次第です。 

 本計画は平成３２年度までが期間ですが、当然、平成３２年度までに達成できない事

業・取り組みが多々あるわけですが、そういった事業についても、出来るだけ時期を明示

していただきたいです。例えば「平成４０年度頃」とか。と申しますのも、市町村では、

県の事業計画を踏まえて、１０年や２０年の総合計画を作るわけですが、その際に、県の

事業のおおむねの達成時期の目安がないと、市町村の計画も立てにくくなるもので。 

 最後に、北総線については、どこかに書いてあるのでしょうか。 

○明石座長 具体的にありがとうございました。 

 引き続きまして、白戸委員、お願いします。 

○白戸委員 私からは、分野を限定せずに３点を申し上げたいと思います。 

 一つは財政の問題で、人口減少、それから高齢化がこれだけ急激に進んでくると、計画
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をつくるというのも非常に難しいなというふうに思います。 

 私、今、社会福祉協議会におりますが、社会保障費がどんどん膨張する一方で、国、県、

市町村の財政を直撃していると思います。何でもかんでも全てを取り上げるというのはな

かなか難しい時代ですから、強弱をつけながら、事業をよく選択していただいて、強弱を

つけながら実施していただくということを考えていただければというふうに思います。 

 私、地元で自治会活動をやっておりまして、その中で、元気な高齢者が非常に多いです。

弱っている人もおりますけれども、元気な人も相当多い。そういう人に防犯活動なり防災

活動をやってもらっておりますが、非常に喜んでやってくれています。これが共助にもな

りますし、生きがい対策にもなります。 

 そういう意味で、さらに財政負担の軽減にもつながりますから、ぜひこういう点をよく

見ながら、計画を立てていただきたいと思います。 

 それから、次、もう一点は子育て支援です。久保委員もおっしゃいましたが、子育て支

援というのは喫緊の課題だろうというふうに思います。施設整備の問題もありますし、保

育士の処遇の改善、潜在保育士の掘り起こしといった問題もあります。ぜひ、大変ではあ

ろうと思いますが、相当力を入れて進めていただければと思います。 

 それともう一点、私、何か心配に思っていることは、貧困の連鎖といいますか、これが

貧困の連鎖というのは子どもの責任じゃないんですね。たまたまそういうところに生まれ

て大変な思いをしているということですから、この貧困の連鎖を何とか断ち切っていただ

くということが必要ではないかと。ただ、税制の問題だったり、あるいは社会保障制度の

問題も絡んできますから、県だけでというのはなかなか難しいとは思いますが、県ででき

る範囲でもって、相当力を入れていただければというふうに思います。 

 それから、もう一点は、農林水産業の振興ということにも関係しますが、道路ネットワ

ークの整備、これをぜひ進めていただきたいということであります。産業の振興にもなり

ますし、企業立地の推進にもなりますし、今、盛んに言われております地方創生にもなり

ますので、ぜひ進めていただきたい。それとあわせて、税源の涵養にもなりますから、こ

の道路のネットワークの整備を進めていただければというふうに思います。 

 それから最後、これはまた蛇足かもしれませんが、いろいろこれずっと私、いただいた

資料も目を通しまして、思いましたのは、例えばスポーツのところで、ロコモティブシン

ドロームとかというような表現が出てきまして、これは一体何だろうかと思って、パソコ

ンを開いて調べましたけれども、一般の県民が読めるような冊子に、ぜひ計画にしていた
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だきたいというふうに思います。外来語が非常に多く使われていますから、その辺は十分

注意しながら進めていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 連合の鈴木でございます。 

 何点かといいますか、特に雇用、働く者の立場の視点というところで、特に強調したい

のが、やはり女性活躍推進法が施行されました。県の県南なんか見ても、これにかかわる

実行計画の策定、各行政という部分でも、民間企業も300万以上という事業所、この行動

計画の策定、それ以下は努力義務ということになっているんですが、先ほど来、話が出て

おりますけれども、少子高齢化、いわゆる人手不足、働き手不足というのはこれから先も

続くわけでありまして、続くといいますか、こういう類いの、とりわけ現役がリタイアし

て、いわゆる団塊の世代が後期高齢というのが見えて、数字的には千葉県も見えている、

また各業者も見えているわけです。そういうことを前提に、今回の女性活躍推進法という

ものを、どう千葉県として、また県下54市町村、行政、あるいは民間企業を含めてですが、

はっきり申しますと、産業界、官、また民間まで含めて産業、官、学、学校、あわせて労

働、我々も連合としての労、それと金融界、資金的な部分も含めて、ここら辺にも３つじ

ゃなくて５つ、最低申し上げてそれぐらいを、県としてもどう連携をとっていくか。ぜひ

これは全体的に、総合的にどう４年間、清水市長さんもありましたけれども、明確なとこ

ろが示せなくても、ある程度メンバー、あるいは構成、その時期、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、県民にわかりやすく明示することが、私も必

要ではないかというふうに思います。 

 今、本当に早急に手を打つことは、千葉県のためにも、また我々も千葉県で雇用の場を

どうつくり上げていくか。それは農林水産業、みんな働く現場は、相当強い思い入れがあ

ると思います。 

 あわせて、千葉県は半島ですので、全国の縮図のような県でありますから、どうしても

南北問題と東西問題、先ほど来、房総の話が出ていましたが、房総でも、内房と外房の違

いは明確に、これは御承知のとおり、あるわけでありますので、この辺の地域の、格差と

は申しませんが、優先順位をどのように、内房は確かに交通の便、道路の便はいいですが、

外房はなかなか難しい。あわせて九十九里、銚子等々も、極めてここも問題です。その辺
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のところは、一気には確かに難しいですから、そちらの部分をどう優先順位をつけて、プ

ライオリティーをつけてやっていくかというのも、当然、そこを示していただいて、女性

の活躍の場、高齢者の働く場、活躍していただく場をどのようにつくり込んでいくかとい

うことが、やはりわかりやすく、すとんと落ちるようなものに、私はしていただければと

思います。 

 そういうことで、千葉は確かに森田知事おっしゃるように、ポテンシャルは確かにあっ

て、それを生かしきれていないというのが課題だというふうに思いますし、ぜひ女性活躍

推進法、これは女性に特化したものではありませんで、もう一回、男女平等参画という部

分では皆さんも御承知だと思いますが、千葉県だけ、県としての条例が策定されていない

唯一の県になっておりまして、これも長い歴史があるんですが、堂本さん時代から含めて、

なかなか条例策定までいっていないんですが、政令市も全国20の中で、全部制定されてい

るんですけれども、千葉市も当然政令市に入っているわけですけれども、千葉県の行政を

見ても、７つほど、それぞれ条例を策定されているということで、逆に地域行政のほうが

課題認識を持っておられるというふうに、私は受け取っているんですけれども、そういう

意味で、推進法の施行に伴って、この辺もゼロからで結構ですので、これまでも県として

も策定して、示されたんですが、なかなかまとまりがきかないというのは重々承知の上で、

やはりこの時期、新たな総合計画策定に当たっても、今、私は必要ではないかというふう

に思います。 

 そういう千葉県もやったなという強いアピールも、逆に私は逆手にとることも必要では

ないかと。言い方はあれなんですけれども、ぜひそういう部分では、潜在的な部分でも、

やはり今のいわゆる働き方改革も、これからが法制が進んで、長時間労働の是正も、それ

も設けられるという中でも、全てを一体的に考えながら、ぜひこの総合計画の中にも入れ

込んでいただければということでございます。 

 以上です。 

○明石座長 どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、瀧委員、お願いします。 

○瀧委員 環境についてお願いを３点ほど、お話しさせていただきたいと思います。 

 １つは環境学習について。２つ目は廃棄物について。それから３つ目は生態系の扱い方

について。これについてお話、お願いしたいと思います。 

 まず、環境学習がなぜかといいますと、千葉県は人口が減っていくという問題と、それ
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からそれに伴う財政が縮減の状況につながっていくだろうと予測されます。また、公害時

代の環境問題についてはある程度めどがついてきたと考えられます。そういう中で、千葉

県民が環境とどの様に付き合って行ったらいいのかということになろうかと思います。 

 現在、これ以上の環境をよくするということになりますと、相当量の予算も必要であり、

人的投入も必要になるわけです。県民一人一人の意識改革と行動が必要であるということ

であります。そこに環境学習というものが出てくるであろうというふうに思うわけですね。 

 この環境学習にかかわる事業は、私の知る限りでは５つほどあると思われます。それら

の内、今や県が100％指示できるところもありますが、あるいは部分的にしか関わること

のできないところもあるわけです。そういうところをどうやって今後まとめて一つの方向

に持っていくか。こういうことが非常に重要であろうと思われます。これは予算の集中化

ということにもつながっていくだろうということであります。 

 今後、これをぜひとも検討していただきたい。そして、環境学習を、講習を行ったとい

うだけで終わるのではなくて、それを環境改善あるいは保全にどのように活用していくか

という、そこら辺をぜひとも御検討いただきたいということであります。 

 それから、２番目に廃棄物の問題です。この原案を拝見させていただく限りでは、どち

らかというと規制が目立つわけです。規制ということは、法的に、あるいは法以外の部分

で問題を起こす、そういうものに対しての規制ということが多いわけですが、これはそう

ではなくて、「使えるもの」という、資源の循環とかリサイクルとか、そういうものをも

う少し検討していただきたいということです。実用化への研究ですね。技術開発とか、そ

ういうところに力を入れていただきたい。誰もが喜んで不法投棄するわけではありません

ので、そういう意味で、喜んで資源循環というものに回すような、そういう技術開発をし

ていただきたい。先ほど言われた剪定枝の再利用などもその例だと思います。実用化への

研究をもっともっと推進するような案としていただきたいと思うわけです。これが廃棄物

に関する事柄です。 

 それから、３番目の生態系の事柄についてです。この原案を拝見する限りでは、まだ入

り口で、これから具体的になっていくと思われます。これまでの生態系改善あるいは保全

の考え方に止まるという考えではなくて、私たちの生活の中の生態系がどのようにあるべ

きか。そういうことが見えてくるような、そういうような生態系への捉え方が必要だと思

います。 

 これには環境学習もかかわってくるわけですけれども、県民の方々のふだんの生活の中



－20－ 

で、生態系というものが意識できる、位置づけられるような、そういうつくり方をする必

要があるのではなかろうかと思うわけです。なぜならば、例えば最近、トンボが少なくな

ってきたねとか、増えてきたねとか、あるいはカエルが多くなってきた、そういう生態系

への関わりが、環境の多様性豊か場の創生へと繋がって行くように思われるわけです。千

葉県の環境がよくなってくると、住みやすい、あるいは住みたいという、そういうものに

つながってくるのではなかろうかと思うわけです。 

 このような訳で、この生態系というものをもう少し明確に位置づけしてほしいと思いま

す。 

 以上をまとめまして、最後に４つ目と言ったらいいんでしょうか、「環境のかなめ」は

環境学習にあるのではなかろうかということです。当然、企業の環境に対する位置づけも

ありますけが、これからはどちらかというと「県民一人一人の環境」の捉え方、方向付け

が重要であるように思います。この度の体系（案）では、環境学習は最後の枝のほうに入

っていますが、もうちょっと⑤ぐらいに、環境学習という形で位置づけしたほうが、千葉

県としての方向性を明確にすることが出来るように思います。ぜひともそのあたりも含め

て御検討いただきたいと思います。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、田畑委員、お願いします。 

○田畑委員 千葉県医師会の田畑と申します。 

 私のほうとしては、千葉県の現状の介護保険、また高齢化率、そして医療費についてお

話ししたいと思います。 

 最初に、介護の状況でございますが、千葉県を見ますと、千葉市を中心に東と西で、明

らかに介護の需要が違います。千葉市から西側のほうは、今後、高齢化率が著しく上昇し、

その結果介護需要の増加が予測されております。一方で東側のほうは、既に高齢化が進ん

でいる地域が多く、介護需要についても緩やかな増加が予測されております。実際に高齢

化率を見ますと、平成27年度実績で一番高いのが県南のほうで、勝浦が37.8％、そして鋸

南町が43.6％、御宿に至っては47.6％となり、千葉県全体で25.9％ですので、非常に高い

高齢化率であります。 

 一方で、高齢率が低いのは、皆さん御存じのように東葛エリアになりますが、中でも浦

安市が15.9％と県内で一番低くなっております。この様に過密と過疎が共存する千葉県に

おける医療・介護の状況は、いわゆる日本の縮図とも言われております。 
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 従いまして、今後高齢化が進んでいく地域においては、介護需要が増えるので介護施設

やサービス、介護人員が更に不足すると推定されております。 

 一方で、皆さんも知っていると思うんですけれども、現在、一般的に、日本の家計資産

は1,500兆以上と言われています。一方で、それに対していわゆる国の借金は、1,000兆円

を超え増加の一途をたどっていると言われています。このため、毎年毎年社会保障費が増

加しており、これは高齢化に伴う自然増の部分が殆どでしょうがないとは思うのですが、

プライマリーバランスの改善を目指すため、この自然増分も制限されているのが現状です。 

 あともう一つ、わかってほしいのは、皆さん知っているように、平均寿命というのと健

康寿命でございますね。平均寿命というのは、生まれてから亡くなるまでの平均ですが、

健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のことを健康寿命といいまして、日本の

データですけれども、まず健康寿命は、2015年では男性が71.1歳、女性が75.5歳。一方で、

平均寿命は、男性が80.75歳、女性は86.99歳。したがって、10年ほど自立が失われた状態

で生活する期間があるということです。いい人生を得るために、できるだけ健康寿命を長

くすることが大事だと思うんですけれども、そのために県にいろいろやってもらっていま

すが、さらに延ばしてほしいと思っております。 

 あと、次は医療費ですけれども、2015年度で41.5兆円かかっています。中でも、調剤が

前年比で9.4％増加したということで、ブルチニブやオプジーボ等の高額な新薬の影響が

大きいと言われております。これに関連し、日本は今まで２年間に１回、薬価の改定を行

っていましたが、これらの高額な新薬の登場により、特定の薬剤については、毎年価格を

見直す方針で現在話が進められております。 

 あとは、医療関係で言いますと、今まで千葉県では医学部に関しては、千葉大にしかな

かったんですが、本年、成田市の国際医療福祉大学に医学部が開設致しました。したがい

まして、実際は６年以上先ですけれども、全国的に見ても医師が不足している千葉県に残

って、診療をしていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、中尾委員、お願いいたします。 

○中尾委員 私のほうからは安全・安心の分野、特に防犯についてお話をさせていただければ

と思います。 

 こちらの体系（案）の２つ目の段のところにある、犯罪の起こりにくい、安全で安心し
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て暮らせる社会の構築ということで、ここにも起こりにくいという文言があるとおり、犯

罪に関しては、起こった後にどうするかではなくて、やはりいかに起こらないようにする

かという考え方が非常に重要かと思います。ですので、この基本計画でも、事前に防ぐん

だというところを強調して言っていただければいいのかなというふうに思っております。 

 主な取り組みのところの地域の防犯力の向上に関してなんですが、私自身は防犯活動に

自分自身も取り組んでいますし、いろんな団体から話を聞くこともあるんですけれども、

若い人のボランティアをする人と地域でずっと防犯活動に取り組んでいる方々の間に、同

じところを目指しているのに、ギャップというか、なかなか若い人も入っていけなくて、

地域の人は若い力が欲しくてというギャップがあると思いますので、その辺のマッチング

を推進するようなことを、これは市町村レベルになるのかもしれないですけれども、検討

してバックアップしていただければというふうに思っております。 

 それから、自主防犯意識の醸成というふうにあるんですけれども、多分、いろんな事件

が起きてからにはなると思うんですけれども、防犯活動に取り組んでいる方々というのは

既に意識は非常に高いので、意識の醸成だけではなくて、具体的にどういったことをやっ

たらいいのか、どういった考え方で推進したらいいのかという知識の部分を、もう少し深

められるような取り組みを期待したいというふうに思っております。防犯に関しては、県

だけとか市町村だけとか警察だけ、地域だけという形で動けばいいというものではありま

せんので、そこがみんなで協力して、コミュニティポリシングというんですけれども、そ

の考え方で一体となって推進していくことで、取り組んでいただければということ。 

 それから、もう一つお願いしたいのは、一番犯罪に対する抵抗が弱いのは子どもになり

ますので、子どもの安全というところをもう少し考えていっていただければいいかなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、宮入委員、お願いします。 

○宮入委員 宮入でございます。 

 私の専門は組織変革、それから変革のプロセスというようなところでございますので、

それぞれこの計画の内容を１個１個というよりは、一番関心がありますのは、これをどう

実現するかというようなところでございます。 

 といいますのは、千葉県の総合計画、平成22年から毎年評価ということを行っておりま
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して、私はそちらの評価委員もさせていただいております。そうしますと、実施状況とか

達成度というものを数値目標を掲げまして、どういう状況かという御報告を受けて、それ

を評価させていただいているわけなんですけれども、当初の平成22年の策定のときは私は

かかわっておりませんでしたので、評価のところだけ拝見しますと、いろいろ不思議なこ

とが起きてまいります。 

 何でも、旅行でも登山でも、プランを立てるときはとても楽しいですよね。誰も雨が降

るとか雪崩が起こるなんて思っていないわけです。非常にきらびやかな、あれが全て実現

されたら本当にすばらしい県になるんだろうなということを、わくわくするような施策に

なっているのではないかと思っております。 

 では、これをどうやって本当に実現していくんだろうかというときに、少し、今日は３

つの能力と、それから２つの落とし穴ということをお願いしたいと思っております。 

 そもそも変革が必要だというときに、なぜかと言えば、当然、環境がどんどん変わって

いくからですね。毎年同じことをしていたのでは、その環境の変化には対応できないとい

うことになりますけれども、その変化というのは不連続ですし、まさかこんなに早く来る

とは思わなかったというようなことも起きたりするわけですね。 

 そのときに、こういった施策項目を本当に実現しようという場合に、一つはビジョン構

想力といいましょうか、それぞれ職員の皆様方がどういうイメージを描いて、どういうふ

うになったらこれが実現できるということなんだろうかという着地点のイメージを描いて、

そのための方法論というのはいろいろあるわけだと思うんですね。ですから、そういった

ような実現するためにコラボレーション、協働関係であるとか、それから大事なのは、少

ししか資源がないわけですから、使えるものが少なくなってきている場合には、シナジー、

一石何鳥、これをやっておくとこっちにもあっちにも波及効果があるというような、そう

いった構想力を持っていただくといいかなというのが一つです。 

 その場合、評価で難しいのは、これは落とし穴の一つになるんですけれども、数値目標

の落とし穴が一つですね。それから、２つ目の落とし穴が、ＰＤＣＡサイクルを回す落と

し穴といいますか、計画って、立てたらちゃんとやっていますというのを見せなきゃいけ

なくなってしまって、そもそも何のためにというときに、このビジョンがきいてくるかな

と思っております。 

 ですから、途中で何か１年回してみて、おかしいなと、思ったとおりいかないなと思っ

たらば、そこに修正をかけていったり、ほかの多様な主体を巻き込んでいったりというよ
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うなことも必要になってくるかなと思います。 

 数値目標の評価のときに、今、非常に改善がされて、毎回いろんなことを申し上げます

ので、改善されてきているんですけれども、例えば防災訓練を１回やったら100％達成し

ましたとか、職員の皆さんもすごい大変だと思うんですね。何でも数値化しなさいと言わ

れると、数値化できないアウトカムというのもあるわけですよね、成果というのも。 

 ところが、何か数値目標を立てられやすいものを目標に持ってくるものですから、それ

を何回やりました、講習会を何回しましたが、これ100％達成になってしまう。その結果

がどこにつながっているのかというのが、さっきのビジョンということになるんじゃない

かと思っております。ですから、この数値目標の落とし穴。 

 それから、ＰＤＣＡ、しっかり計画どおり進捗していますという、報告することが目的

にならないようにしていただくというのが、実効性の「効」は効果の「効」だと思ってお

りますので、これが一つ。 

 それから、２つ目の能力というところでいくと、やはりいろいろ多様な主体を巻き込ん

でいくというときに、放っておいてもつながらないものですから、やっぱり県ならではの

というか、こういう行政ならではのコーディネート力ということが必要かなと思っており

ます。そのためには、情報が必要ですよね。あそこにこういう人がいるとか、ああいうと

ころでこういうことをやっているというのをどんどんつないでいって働きかけて、そして

リードしていくというような、そういうコーディネート力が必要かなと。 

 第４章にも、チームスピリットということが掲げられておりますけれども、スピリット

ですから、精神論で終わってはいけないので、やっぱりそれぞれの専門性を持った、強み

を持ったところをいかに組み合わせて、シナジーを上げていくかというようなことで、こ

の行政のコーディネート力を本当の意味で発揮していただくことが大事かなと思います。 

 そして最後に、変化し続ける組織能力ということですね。何か変えることを恐れないと

いいますか、なぜ変えたのか、なぜ変わらなきゃいけないのかというようなことを常に説

明できるようにしておきながら、評価の場合もプロセスを何とか見ていけるように、評価

委員のほうも力をつけていかなければいけないかなというふうに、緊張を持って臨みたい

と思っております。 

 振り返ったときに、こう変わったね、こんなによくなってきたねということを、ちゃん

と見えるようにしていければ、すばらしい総合計画になっていくんじゃないかと思ってお

りますので、ぜひ縦割りでそれぞれが頑張るのではなくて、チームとしてこのシナジーを
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どう高めていくかというようなことで、３つの能力を活用して、高めていただければと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、引き続きまして、山崎委員。 

○山崎委員 千葉大学の工学部で、都市工学、都市防災とかを研究しております山崎です。 

 私は、どちらかといえば各論のほうが得意で、あまり総論ビジョン的なものをそれほど

持っている人間ではないんですが、皆さんいろいろな御意見等を言われましたので、私も

県では、防災の例えば地震の被害想定であるとか、消防学校の整備であるとか、防災情報

システムの整備等で、県の委員等もさせていただいています。 

 一応、自分の担当というわけではないんですが、一丁目一番地の政策分野12の１番目、

自助・共助・公助が連携したまちづくりで、その下に３つ項目があります。この総合計画

というものの性質上、まず、一通り全てに対する目配せは必要だということで、少なくと

も項目として上げていないとまずいということは、全部、ほぼ網羅されているような気が

します。 

 ただ、ある程度やはりめり張りをつけるというか、今回の５年になりますか、４年です

か、森田県政のまとめで、どこに重点を置くかぐらいは少しめり張りが必要かなと。 

 私、勝手にこの①②③という、一丁目一番地の３つを見ますと、まず３番がちょっと弱

いかなと。最初のほうに６つ項目が、主な取り組み177に６つ並んでいますが、例えば５

番と６番を③に移してもいいのかなんていう気がいたします。 

 まず、①の自助・共助・公助ですけれども、当然ながら、イメージとしては、個人と地

域と行政というイメージかと思います。具体的に新たな取り組みとか、いろんなものを通

して、例えば共助という中に、地域における企業とか、あと大学とか専門学校みたいな、

ある程度大人の学生のいるところみたいなものを入れないと、どうしても、その地域は団

地で、昼間は誰もいなくて、子どもは学校に行っていて、共働きで誰もいないなんていう

こともありますので、本当に数人しかいないとか、だから、地域という中に個々の家庭と

か、地域住民以外の企業とか大人の学校みたいなのは、その地域の一部だというふうな感

じで取り込んでいくような計画にしたらいいかと思います。 

 ２番目のハード面の強化ですけれども、これは何よりもやはり必要で、強いインフラと、

県の行政施策ですから、インフラとあと公共施設の耐震化、これは当然ながら避難施設等

にも使えますので、その辺の強化は着実に進めていく必要があると思います。 
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 最後の危機管理対策的なところなんですが、実際、今まで起きたような自然災害も含め

て、いろんな大事故とか、それはほとんどみんな想定外なんですね。だから、もうそれを

全て準備するということはほとんど不可能だし、起きてからある程度考えるしかないので、

そうするにはやはり、いろいろさっきからも出てきましたけれども、想定外に対応するに

は早期にいろんな情報を集めて、いろんな方と連絡して対処するというようなことしかな

いのかなということで、最近のいろんな情報のネットワーク、インターネットとかＳＮＳ

とかも含めて、そういうのを有効に利用するような取り組みを考えたらどうかというふう

に考えます。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、吉田委員、お願いします。 

○吉田委員 東京海上日動の千葉支店長をしております吉田と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 保険会社としては、危機管理、防災対策等、気になるところはありますが、今回は、女

性の支店長、執行役員というところの役割が大きいのかと思っておりまして、女性の活躍

推進のテーマについてコメントさせていただきます。 

 今回、改めて女性の活躍推進ということがかなり強く打ち出されたと伺っておりまして、

千葉県の県民性としては、女性が働き者と言われておりますので、ここは千葉県を支える

大きなテーマになると考えております。 

 私も気になるところは、これを具体的にどう進めていくのかというところです。ここに

記載されている内容については賛同させていただいております。 

 今日は3つについてお話しさせていただきますが、一つは、ぜひ私どものような民間企

業を御活用いただき、ぜひ連携させていただきたいと思います。私どもも2000年ぐらいか

ら女性の活躍推進というテーマに取り組んできまして、その結果もあって、私がここにい

られるんだろうと思いますし、各企業さん、いろんな取り組みをされていますので、ぜひ

セミナーを開催するとか、企業向けの何かプロジェクトを立ち上げるというところで、い

ろんな企業さんを巻き込んでいただき進めていけると良いかと思います。いろんなアイデ

アが出てきますし、いろんな事例がありますので、そこを取り込んでいただくことで推進

が早く進みますし、裾野も広がっていくと思います。各企業さんが、その先の企業さんと

のつながりがありますので、それが具体的に進めていくための方策の一つになると思って
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います。 

 ２つ目は、女性が活躍するという点では、生活環境というのもとても大事だと思います。

子育てであるとか、住まいと仕事の距離が近いといったところです。私は、母が外房の勝

浦の出身で、ずっと長い間、夏中、勝浦で過ごしておりましたので、そのイメージという

か、その記憶があって、千葉県に対する思いというか、大好きなんですね。千葉支店長と

聞いたとき、大変うれしかったですが、なので、この千葉県に貢献したいという思いもす

ごく強いです。 

 ですので、どれだけの人が千葉県で生活できるかというのが大事だと思います。外房、

南房総、とても生活する、子どもが育つという点で、いい環境、すばらしい食もあります

し、海もあり、この環境をぜひ生かしたいと思うんです。 

 そのときに、女性が働くというところとどうつなげるかなんですが、これだけＩＴ技術

が、通信技術が進んできていますので、今、在宅勤務ということも言われてきています。

ただ、家では全て仕事がしにくいので、サテライトオフィスの誘致というのが非常に有望

なのではないかと思います。これは女性だけではなく、男性も週に３日はサテライトオフ

ィスで仕事をし、週に１日、２日、または月に何日かは本店、本社に出社すると。その次

元ではこの環境は近いですよね。本社に出社するのも、２時間または１時間半であれば行

けるんですね。ただ、生産性、効率性を考えると、地元で仕事ができ、行ったり来たりも

できる。ですので、今はどちらかというと、東京に住み、週末に千葉に来るみたいな方も

多いですけれども、逆にするということが、今の環境が変わってきているだけに、住環境

を大切にできるのではないかと思います。 

 お子さんの学習、教育というところが、お母様層の心配なんですけれども、そうすると、

房総に来ちゃうと塾に行けないみたいなお話もあります。しかし、もう今はネットで先生

の授業が聞ける、お友達とも会話ができるという時代ですので、それを最大限生かして、

本当に移住、定住というところと、女性の活躍の推進というところを絡められるのではな

いかと考えています。 

 それで、地元（房総）に住む人が増えれば、高齢者の介護の仕事に携わるという人も増

えてくるでしょうし、逆にお子さんをおじいちゃん、おばあちゃんが面倒を見てくれると

いう、そういう場づくりというものもできるのかなと思います。 

 さらには、インバウンドの観光事業ですね。そこの人手不足というところがあるのかな

と思います。せっかく行ってもお店が閉まっていたりすることがあって、残念だなと思う
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ことがありますので、人手を増やすというところでも、何を軸にするかというときに、サ

テライトオフィス、通信技術が少し整ったものがあると、それができるのではと思ってい

ます。 

 ３つ目は、女性の活躍推進に絡めると、医療のところです。働き盛りの女性が意外に乳

がんのリスクが高くて、さらに乳がん検診率が意外に低いという実態があります。ですの

で、女性の活躍を推進する、応援するという意味でのピンクリボン運動ですかね。こうい

うものを絡めていく。なので、活躍推進という一つのテーマではなくて、いろんなものに

つながっていくものだと思います。そういう見せ方、つながりで進めていけると良いので

はと考えております。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、最後に水野副座長、お願いします。 

○水野副座長 ありがとうございます。 

 私からは、経済の分野を中心に、本日欠席の石井委員からお預かりした内容を含めてコ

メントさせていただきます。 

 まず、千葉県経済ですけれども、現在、首都圏の中でも、ということは全国の中でも、

最も恵まれた環境にあるというふうに考えております。 

 その背景としては、第１に、アクアラインの料金引き下げの社会実験の成功と継続。そ

して、圏央道、北千葉道路の延伸。ＬＣＣ時代の到来と外国人旅行者の急増に対応した首

都圏空港の機能強化。この一連の交通インフラの充実がありました。 

 それから、第２は、工業団地の新設のほか、ホテル、物流といったそういう立地も盛ん

で、それに2020東京オリパラ開催も加わって、このプロジェクト効果がございます。 

 そして、第３に、人口も東日本大震災の影響を克服して、今、増加傾向を持続しており

ますし、全国からも転入が続いてピークを更新し続けているということ。地方創生の動き

も効果を見せ始めているところもございます。 

 なお、この交通インフラは、知事のこれまでの２期間で大変充実して、今後も一層の拡

充が期待されているわけですけれども、今後は特に道路について、銚子方面、勝浦・鴨川

方面、国道16号の充実にも注力してほしいと思っております。 

 こうした現状認識のもとで、産業政策については各産業の方向性が示されていて、今後、

実現に向けた具体的な動きを期待したいと思います。 
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 一方、観光立県と移住・定住促進については、２点コメントさせていただきたいと思い

ます。 

 最初の観光については、立地の優位性を考えると、千葉県は我が国屈指の観光立県を目

指すべきだと。短期的に、ここにあるように首都圏のシニア層を狙うというのはそのとお

りなんですけれども、今後の人口減少を考えれば、インバウンドのお客様に千葉でじっく

り楽しんでいただくということが重要で、そのためには、点ではなくて、線から面という

広域観光を推進する必要があると思います。計画の中で、この広域連携の強化についても、

ぜひ触れていただきたいと思います。 

 次に、定住人口の増加についてですけれども、高齢者の転入ということが既に現実の問

題として増加の一つの要因になっています。そうした転入者の皆さんが単に老後を過ごす

というのではなくて、できるだけ長く元気に、そして元気な限り働き続けるということが

できる環境を整備することが必要というふうに思います。 

 この点は、一義的には、市町村の役割が大きいと思うんですけれども、広域連携、横串

を刺すということについては、県の貢献できるところも多いと思います。県は、空き公共

施設のＩＴ企業の誘致において、既に実績を上げておられますので、この分野でも今後の

展開を期待したいと思います。知事がおっしゃっておられるように、県がより一層市町村

に寄り添い、各首長さんのコミュニケーションを活発化させるということは非常によいこ

とだと思いますので、力を合わせて成果を上げていただけるといいなと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○明石座長 水野副座長がよくまとめていただきまして、ちょっと私のほうも、少し時間があ

りますもので。 

 一つは、よくできているんですけれども、このビッグデータ、先ほど石田さんが言いま

したけれども、経済産業省は今、非常にビッグデータを集めていますよね。千葉県の計画

の中で、どうやってビッグデータを集めて、人工知能の活用、要するに今回の施策はたく

さん出ましたよね、177ぐらい。どこがロボットができて、どこが人間がやらなければい

けないかという精査といいましょうか、この辺をこの４年かけてやっていただけると、あ、

そうか、ここはもっともっとＡＩを活用できると。そうすると、白戸委員がおっしゃった

ように、財政的な面も視点に入れて、全部人間だけが賄えないんだけれども、ここはロボ

ットにやってもらうというのを、各局とか部とか課で検討してもらう。 

 そのときに、ビッグデータを集める場合に、吉田委員がおっしゃったように、民間のと
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ころに保険会社、ものすごくデータを持っていますもので、教育委員会と県民生活課と医

療とか、いろんなデータを持っていますよね。それをうまくコラボレートして、千葉県で

そういうビッグデータを集めていくというのが欲しいなというのを、今、お聞きしながら

思いました。ほかはやっていないと思うので、千葉県バージョンのビッグデータの集め方

と、ＡＩをどうやって活用するかという、それが１点です。 

 ２点目は、加藤先生も言われましたけれども、オリパラで、多分、羽田におりたら、み

んな東京に行っちゃうんですよ、リムジンで。アクアラインでみんな横浜に行っちゃうん

ですよ。ストップ・ザ・江戸川作戦を、もうみんな成田におりてもらって、房総で過ごし

てもらうという、ストップ・ザ・江戸川作戦をぜひ、千葉県全体で押さえてほしい。その

ためにはコンテンツ、やっぱり石田さんがおっしゃったように、大量の観光じゃなくて、

個人個人のコンテンツに対応できたものを用意する。それでお金を千葉県に落としてもら

うということをやっていただきたいのが１点。たくさんコンテンツはあると思います。 

 最後ですけれども、これも白戸委員がおっしゃいましたけれども、75歳以上にもっと、

もう一働きしてもらう。それで、やっぱり健康寿命を延ばすという。静岡と山梨が健康寿

命日本一なんですけれども、それは栄養のバランスがよくて、体を動かして、最後はボラ

ンティア活動をやっているんですよ。だから、75歳で大変な方もいらっしゃいますけれど

も、お元気な方はぜひ地域で参画して、子どもたちのため、世間のために頑張っていただ

くような健康寿命日本一を出してもらうという、そのようなことをやっていただくと、こ

の総合プランがよりよくなるかなという感じをいたしております。 

 以上です。私の補足ですが。 

 それでは、今までの委員の御意見をいただきまして、事務方のほうで何か意見はありま

すか。 

○高橋政策企画課長 委員の皆様、それぞれのお立場から大変貴重な御意見を頂戴しまして、

本当にどうもありがとうございます。私どもも、ふだん、なかなか目先の作業をやってお

りますと、高い目線で物事を見るってなかなか忘れてしまったりすることがありますので、

本日、大変貴重な御意見を頂戴したと思っております。 

 特にやはり高めで見た場合に、本日話し合った中で、人口構成が変わってくるというの

は、まさしくここ数年で非常に大きな話であるといったところ、複数の委員からいただい

たように、技術の核心をしっかり入れておくべきこと。また、本日、私ども非常に心強か

ったのは、千葉はほかの県と違った優位性というのがいろんな面であるので、そこをやは



－31－ 

り全体のシナジャイズといいますか、統合化をしながら回していくというのが、この計画

の私どもの役割だというふうに思っておりますので、引き続きいただいた御意見等も踏ま

えて、次の原案の修正に向けて反映させていただきながらやらせていただければというふ

うに思っております。 

 ありがとうございました。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、皆様からいただいた御意見を踏まえ、また県民に対してパブリックコメントの意

見をお願いしております。そういう２つの意見を受けながら、総合計画をつくっていただ

きたいと思っております。 

 それでは、本日の議事はこれで終了いたします。長時間にわたり御意見をいただきまし

てありがとうございました。 

 

 


