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第２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７月３１日（月）１４時００分～１６時００分 

２ 場 所  三井ガーデンホテル千葉４階「天平」 

３ 出席者 明石委員（座長）、石井委員、石田委員、岩田委員、加藤委員、小泉委員、 

坂本委員、清水委員、白戸委員、鈴木委員、瀧委員、田畑委員、轟委員、 

中尾委員、花岡委員、水野委員（副座長）、宮入委員、山崎委員、吉田委員 

４ 議事の概要 

（１）新「千葉県総合計画」修正原案について 

（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 それでは、これより会議を進めたいと思います。 

   まず初めに、本日の議題になっております新「千葉県総合計画」修正原案及び新「千葉

県総合計画」策定スケジュールについて、一括して事務方から御説明をお願いいたします。 

 稲生室長、お願いします。 

○稲生政策企画課政策室長 総合企画部政策企画課政策室長の稲生でございます。私から、新

「千葉県総合計画」修正原案及び原案に対して委員の皆様からいただいた御意見への対応

状況について、御説明させていただきます。 

 お手元に配付させていただきました資料１、新「千葉県総合計画」修正原案を御覧いた

だきたいと思います。厚手の資料でございます。 

 この修正原案は、６月６日に開催いたしました計画策定懇談会において委員の皆様から

いただいた御意見や、５月末から６月末にかけて実施しましたパブリックコメントにおけ

る県民の方々からの御意見、更に県議会や県内市町村からの御意見を踏まえ、計画原案に

修正を加えたものでございます。 

 修正原案の文章中、下線をそれぞれ引いてございますけれども、その箇所が今回修正を

加えたものでございます。 

 また、修正原案では、それぞれ主な取組があるんですが、その下に具体的な事業を新た

に記載してございまして、この４年間で県が取り組む事業の内容を明らかにしたところで

ございます。 
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 さらに、前回の策定懇談会において、清水委員及び鈴木委員より「達成時期と数値目標

を明記する必要があるのではないか」との御意見をいただき、今回この修正原案におきま

して、実施計画の計画期間である平成32年度の具体的な目標につきまして、181ページか

ら185ページにかけて記載をさせていただいたところでございます。 

 なお、それぞれの目標につきましては、その達成に向け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、必要となる改定につなげることとしてござ

います。 

 また、宮入委員よりいただきました「行政が立てやすい目標を立てがちになるという指

標の落とし穴にはまらないようにしていただきたい」との御意見を踏まえ、できる限り客

観的な目標設定となるよう、社会目標の見直しを図るとともに、前回計画の49の目標から、

今回は62の目標まで13ほど目標を増やしたところでございます。 

 それでは、前回の計画策定懇談会において委員の皆様からいただいた御意見への対応に

ついて御説明させていただきますが、非常にボリュームがございますので、ポイントを絞

って御説明させていただきたいと思っております。 

 まず初めに、修正原案の47ページをお開きください。今回の計画で新たに盛り込んだ

「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」につきましては、轟委員より「重点施策は分

野横断的に推進すべき」という御意見や、宮入委員より「横断的な取組によって生まれた

効果や変化などをわかりやすく伝えていくことが肝要」との御意見をいただいたところで

ございます。これらの御意見を踏まえまして、47ページから49ページにかけまして、記載

内容を充実させるとともに、横断的な視点を伴って施策の実施に取り組み、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を構築し、こうした取組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。 

 続きまして、52ページを御覧ください。上から３行目です。【主な取組】、防災連携体

制の充実強化につきましては、山崎委員より「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等を有効活用してはどうか」との御意見を踏まえまして、52

ページの中段やや下、具体的な事業の２番目にございます、「災害情報伝達機能の強化」

というものを記載してございます。この事業で、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掲載し、県民の皆様に発信

しているほか、ＳＮＳを活用した住民互助による取組である「ちば減災プロジェクト」の

運用を今月から開始したところでございます。 
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 続きまして、60ページを御覧ください。施策項目、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につきましては、中尾委員より「犯罪を起こりにくくし、未然に防

ぐという考え方をより強調してはどうか」との御意見を踏まえまして、60ページの後段、

取組の基本方向の１行目にあります下線部のとおり、「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、追加で記載いたしました。 

 続きまして、76ページを御覧ください。施策項目、生涯を通じた健康づくりの推進につ

きましては、田畑委員より「健康寿命をもっと伸ばすための取組が必要」との御意見のと

おり、77ページから78ページの主な取組の１から４に記載してございます。77ページの１

の取組、県民主体の健康づくりの推進、それから、２番目の取組、生活習慣病の発症予防

と重症化防止対策の推進、それから、78ページの３番目の取組、総合的ながん対策の推進、

それから、４番目の取組、総合的な自殺対策の推進により、それぞれの取組を活用しまし

て、健康寿命の延伸を図ることとしてございます。 

 次に、95ページを御覧ください。上から２行目、【主な取組】、スポーツ環境の整備に

つきましては、花岡委員より「プレイヤーと指導者のため生涯スポーツの拠点が必要」と

の御意見を踏まえまして、具体的な事業の３つ目、「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」を記載しまして、この事業で、生涯スポーツの拠点として総

合型地域スポーツクラブの設置や、活動について引き続き支援を行っていくこととしてお

ります。 

 続きまして、97ページを御覧ください。政策分野、みんなで守り育てる環境づくりにつ

きましては、瀧委員より「今後の環境対策は環境学習が要になる」との御意見を踏まえま

して、上から２行目にあります下線部のとおり、「環境学習などにより一人ひとりの意識

の向上を図るための取組を進めていく」旨、追加で記載いたしました。 

 次に、107ページを御覧ください。施策項目、野生生物の保護と適正管理につきまして

は、同じく瀧委員より「ふだんの生活の中で生態系がどうあるべきか明確に位置づけては

どうか」との御意見を踏まえまして、上から６行目にあります現状と課題の下線部のとお

り、「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、追加で記載いたし

ました。 

 次に、114ページでございます。上から７行目、【主な取組】、保育人材の確保と資質

の向上につきましては、久保委員より「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」との御意見をいただきました。具体的な事業の３つ目でございますが、
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「保育士の処遇改善」と「配置改善」を記載いたしまして、この事業の中で、保育士１名

につき月額２万円の処遇改善を進め、保育士の確保・定着に取り組んでいきます。 

 続きまして、134ページを御覧ください。１行目にございます【主な取組】、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つきましては、石田委員よ

り「個人旅行へのシフトが進み、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等の活用を検討していただきたい」との御意見を踏まえまして、４行目から５

行目にかけまして、「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、

追加で記載いたしました。 

 また、同じくインバウンドの推進につきましては、明石座長はじめ水野副座長及び加藤

委員よりいただきました「成田空港等から東京への観光客の流出を止めるための対策が必

要」との御意見を踏まえまして、同じく５行目から７行目にかけまして、「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、追加で記載したところでご

ざいます。 

 次に、152ページを御覧ください。ページの後段にございます【主な取組】、多様な働

き方の実現に向けた環境の整備につきましては、吉田委員より「女性活躍にはサテライト

オフィスの誘致が有効ではないか」との御意見を踏まえまして、サテライトオフィスをは

じめ企業、地域の空き公共施設等の事業につきまして、次の153ページに記載の具体的な

事業の一番下、「空き公共施設等を活用した企業誘致」を追加したところでございます。 

 続きまして、156ページを御覧ください。ページ後段にございます県産農林水産物の販

売促進と戦略的な輸出拡大につきまして、坂本委員より「高鮮度の本県水産物の輸出をさ

らに進めていただきたい」との御意見を踏まえまして、157ページ中段にございます下線

部のとおり、本県の強みがある輸出品目の例示として、「水産物」を追加で記載し、輸出

をさらに促進してまいります。 

 次に、162ページを御覧ください。２行目にございます地域資源を活用した農山漁村の

活性化につきましては、同じく坂本委員より「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が必要」との御意見を踏まえ、５行目にござ

います下線部のとおり、「外国人観光客」を追加で記載し、インバウンド需要対応を進め

ていくこととさせていただきました。 

 続きまして、163ページを御覧ください。１行目にございます【主な取組】、耕作放棄

地と有害鳥獣被害への対策強化につきましては、小泉委員より「有害鳥獣による被害を何
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とか抑えられるようにしっかりとつくっていただきたい」との御意見を踏まえまして、農

地を守る観点から、有害鳥獣対策について、防護、捕獲、資源活用、生息環境管理という

４つのプロジェクトによる取組について、ページ中段の下線部にございますとおり、追加

で記載しております。 

 続きまして、166ページを御覧ください。ページの後段にございます【主な取組】、港

湾の整備・振興につきましては、轟委員より「大型のクルーズ客船を誘致できる環境整備

を行うとよい」との御意見を踏まえまして、大型クルーズ船受入れ環境の整備について、

下から５行目以降に追加で記載したところでございます。 

 次に、178ページを御覧ください。明石座長及び轟委員よりいただきましたＡＩなど先

端技術の導入についての検討や、イノベーションを積極的に促す環境づくりにつきまして

は、第４章、重点的な施策取組の推進に当たっての第１節の（６）ＩＣＴ、ＩｏＴ、人工

知能などの利活用において、４行目から５行目及び下から７行目、「さらに」以降の下線

部にございますとおり、ＡＩやＩｏＴなど先端技術の積極的な利活用やこれらの利活用が

進む環境づくりについて、追加で記載いたしました。 

 続きまして、179ページを御覧ください。白戸委員より「社会保障費が膨張して財政を

直撃しており、全てを取り上げるなど難しい時代なので、事業をよく選択して実施してい

ただきたい」との御意見を踏まえまして、第４章の第２節としまして、「効率的かつ着実

な推進について」を新たに記載し、下線部のとおり、「県庁全体のポテンシャルの最大

化・生産性の向上や持続可能な財政構造の確立を目指し、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事業を実施して

まいります。 

 最後に、水野副座長はじめ石井委員及び白戸委員よりいただきました「県民にわかりや

すい計画にしていただきたい」との御意見を踏まえ、わかりづらいと思われる用語につき

ましては、186ページ以降に【用語解説】を加えるとともに、今後策定します県民広報版

の冊子において図やイラスト、写真などを掲載するなど、県民にわかりやすい記載を工夫

してまいります。 

 そのほかに、委員の皆様からいただいた御意見の対応につきましては、資料２、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にまとめてございますの

で、御参照いただければと思います。 

 続きまして、スケジュールについて併せて御説明させていただきます。資料３、新「千
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葉県総合計画」策定スケジュールを御覧ください。 

 前回の策定懇談会でも御説明させていただきましたとおり、本日、委員の皆様からいた

だいた御意見を踏まえ、再度、計画案について検討を深め、８月下旬ごろまでに最終案を

決定いたしまして、９月定例県議会に議案として提出できるよう作業を進めてまいります。 

 事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○明石座長 稲生室長、ありがとうございました。 

 先ほど、委員の方々の５月の御意見、また、コメント、市町村への意見照会を踏まえて、

修正原案を提出させていただきました。 

 今、室長から御説明がありましたけれども、これからは各委員の方々にこの修正原因案

について御意見をいただきたいと思っております。時間的または所用の御都合で、まず最

初に小泉委員と石井委員からコメントをいただきまして、あとは前回とは逆で吉田委員か

ら御発言を、３番目ですかね。 

 では、まず小泉委員からお願いします。 

○小泉委員 すみません、急に熱が出て、風邪を引いたみたいで声が出なくなりまして。 

 いろいろ修正いただきまして、ありがとうございます。 

 メインは、知事が言われたようにナンバー２を奪還したいと。北海道、茨城、鹿児島に

負けて、千葉は４番目なんです。それがまず第１でありますけれども、そのためにはどう

いうふうにするかと。所得の向上のために、たまたまでありますけれども、私も認定農家

の梨づくりなんです。鎌ヶ谷に私の梨畑がございまして。知事と一緒に台湾に行って、台

湾はなかなか「うん」と言ってくれないんですけれども、東南アジアは、シンガポール、

タイ、あるいはマレーシアと大分輸出も進んでおりますし、船橋の梨も大分輸出をさせて

いただいております。 

 今、市川はドバイ、アブダビ、カタールのほうに行っておりまして、今年うまくいけば

エミレーツと機内食の契約ができそうな。昨日、一昨日と先発が行ってきまして、向こう

の松永総領事とか、あるいは、ＵＡＥの藤木大使、この間代わっちゃったんですよ、ドバ

イの人が。上海じゃなくて釜山に行っちゃったのかな。ずっといろいろやってきたんです

けれども、そんなことで何としても国内需要を余らないように、向こうで相当な値段で売

れるものでありますから、何とかそれを進めてまいりたいと。 

 何と言っても、生産をアップしていいものをつくるには、県の支援で担い手等々を手厚

く指導していただければありがたいと思いますし。あと、県南のほうは、先ほどありまし
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たけれども、イノシシとかキョンとか皆さん非常に困っているようであります。我々のほ

うもハクビシンというのがいるんですよ。網があってもハクビシンは入ってきて、梨も棚

の上で食べちゃうから、なかなか防ぎようがないのであります。一番悪いのはイノシシみ

たいですけれども、何とかそういったものの対策を行っていただきたい。そして、いいも

のをつくって、なるべくナンバー２を奪還したいというふうに思っています。 

 よろしくお願いをして話に代えます。ありがとうございます。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 千葉県は、東葛の松戸は二十世紀梨の本場でしょうからね、梨で千葉県をアピールする

というのは大事かと思います。ありがとうございました。 

 では、石井委員。 

○石井委員 途中で失礼いたしますので、一言お話しておきたいと思います。 

 この修正原案でございますけれども、すごく厚いですね。私、全部読みました。初めて

です。私は銀行員で、畑は企画畑なんですね。だから、総合計画というのは何回つくりま

したかね。10回ぐらいつくっているでしょう。ただし、自分でつくっていながら、自分で

読んだことはあまりないんです。それを配られた人も多分読んでないと思うんですよ。こ

れは本当に労力は大変でした。ただ、県の役所の方が大変よくお書きになったと敬意を表

します。今まで見たことないような計画になっているんだなと思いました。 

 それが前段でございまして、３ページに「わかりやすい計画」と書いてあります、県民

にわかりやすくと。読むのが大変だったんですけれども、県民もこんなの読む人いないん

ですよ。だから、それを見せるのにわかりやすいというのが一番の条件だと思うんですね。

そんな長期計画を県がつくっているのかということを理解してもらうのが一番大事だと思

いますので、とにかくわかりやすい計画をということでぜひお願いしたいと思います。 

 それから、知事選が３月にあったわけですけれども、あのときに森田知事が当選して感

想をしゃべっているのを聞いたんですけれども、その中で「自分の２期の在任期間の反省、

こういうことをしなくちゃいけなかった」というようなことを言っておりまして、それが

今度の長期計画につながってこないと、知事をやる意味がないんじゃないかと思うんです

ね。どういうことを言ったかというと、例えばこの間市長さんの反乱が何人かあったんで

すね、「森田、駄目だ」という市長がいたわけですけれども、なぜそうかというと、知事

が我々市町村長に寄り添ってくれなかった、災害なんかのときに。それに対して寄り添わ

なかったという反省を込めてでしょうけれども、これからはそういうことをやっていきた
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いということを言っておりました。 

 それ一つだけではなくて、ほかにいろいろなことを、彼は当選したときに言ったわけで

すけれども、僕の専門は経済ですが、その中で千葉県の経済をどうするかということが大

きな課題だということを知事も言っております。要するに、わかりやすくというのは、見

たり読んだりする人がぱっとわかる、本当にわかるというような示し方ですね、それがこ

の長期計画に必要なんじゃないか。どこの県もつくっているんですが、どこの県もおもし

ろくないんです、本当に。千葉は変えてもいいと思うんです。今度変えてつくったらおも

しろいのかなと思います。ですから、ほかにないような計画をつくったらいいんじゃない

かと思います。 

 この中で一つだけ、あまり書いてないのは教育の問題ですね。これは僕の思いなんです

けれども、戦後、日本という国は非常に変な国になっちゃった。それは教育が悪いんだと

僕は思っています。そのことをもうちょっと、県民、それから、行政全体が真剣に考える

必要があるのではないかというのが一つ。例を言いますと、今、千葉県内に短大と大学を

含めると幾つぐらいあると思いますか。みんな意外と知らないんですけれども、両方合わ

せると40ぐらいあるんですよ、ものすごく多くあるんですね。ところが、これを所轄する

のは千葉の行政ではないんですね。大学は今問題になっている文部科学省ですよね。明石

さんも理事長をやっていますけれども、県の教育行政と接触が少なかったんじゃないか、

今まで。ですから、こういうものをもっとやらないと、教育というのは進まないんじゃな

いかなという気がしています。ですから、ぜひ今度の教育計画の中にこの辺を考えていた

だきたいなと思います。 

 それから、後で石田委員が言うと思いますが、私たち千葉県の経済をどう考えるかとい

うことを日ごろやっているんですけれども、今、ＡＩとかいろいろはやっていますけれど

も、千葉県はそういう産業があまり育たないと思っています。みんな一生懸命やっていま

すが。なぜかというと、ＡＩに行くような産業がないんです。例えば自動車産業だったら、

部品一つにしてもものすごく数が多いし、ＡＩで流れていけるんですね。ところが、千葉

には自動車産業がないんです。そういう先端産業がない。ですから、千葉はほかの県と比

べてＡＩを非常にうまくやれるというのはちょっと難しいと思います。 

 そうすると観光しか残ってないんです、千葉は。これだけ資源をいっぱい持っているわ

けですから、これをどうやってやるか。要するに、観光を含めた経済をどうやって発展さ

せていくかというのが、千葉のこれからの大きな課題と思います。これはこの中に触れら
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れておりますので、そういうことをみんなで真剣にこれから考えていったらいいんじゃな

いかなと思います。 

 以上です。 

○明石座長 石井委員、ありがとうございました。 

 この総合計画を県民に伝えていくという、チーバくんを中心にやってもいいのか、ふな

っしーを使ったほうがいいのかわかりませんけれども、非常に大事な御指摘ありがとうご

ざいました。 

○石井委員 みんなそうだと思うんですよね。各企業でもこういう計画をつくって配られるん

ですよ。もらうんです。「はい、いいのができましたね」と本棚に飾ります。それで終わ

りです。その後は全然見ないんです。多分学校でもみんな同じだと思うんですね。ですか

ら、そういう長期計画じゃなくて、みんながちょっと開いて見てみる、何だったっけとい

うような、そういうもので見せていただければと思います。 

○明石座長 はい、ありがとうございました。 

 では、これから吉田委員、大体１人当たり３分ぐらいをめどにお願いいたします。 

○吉田委員 東京海上日動の吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 前回の様々な意見を早々に盛り込み修正いただいた内容だと感じております。大変思い

の詰まった計画だと思いますので、これを具体的に実現していくところがとても大事だと

感じております。その中で、私も前回提言させていただきました女性の活躍推進について、

企業向けのセミナーとか登録制度というものを盛り込んでいただきましたが、ぜひとも各

種研修とかセミナー、特に人材の育成について、企画の段階から企業を巻き込んで、企業

の意見、企業で行っているものを取り入れ進めていかれると良いのではと思っています。 

 具体的に富山県とか幾つかの県で事例がございまして、５年10年と、企業等の中堅社員、

将来のリーダーを目指す人たちの研修というものを、企業をまたいで取り組んでいく。企

業がその企画の段階から参加することで、受講生の募集についても企業を通して展開する

ことができます。その輪が広がり、５年10年たったときに、そこのエリアに千葉県に根ざ

したネットワークが出来上がっていくのではないかと思います。特に女性はネットワーク

づくりがあまり上手じゃないというところもありますので、時間をかけてつくっていくき

っかけになればと思います。 

 ２点目は、サテライトオフィスの提案をさせていただきまして、そちらについても記載

いただきました。イメージとしては、企業単位でのサテライトオフィスをつくるというだ
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けではなく、いろいろな企業が合同で利用できるような、そんなイメージも一つあると良

いのではと思います。これは、今後、在宅勤務がだんだん可能になっていくのですが、そ

うは言ってもやはりシステムの問題、環境の問題で、自宅で全てが完結できないケースも

ございます。近くに集合オフィス的なものがあると利用しやすいということ、また、そう

いう集合型のサテライトオフィスがある中で、これも重ねてですが、ネットワークができ

てくると思います。 

 地域で仕事をし、地域でネットワークをつくっていくということが、将来の千葉をつく

る、子育てにもつながると思うのです。女性の働き方については、仕事だけではなく、子

育てや生活環境、コミュニティのつながりが必要と思いますので、ぜひ企業を巻き込んだ

企画の推進と、企業合同でのサテライトオフィスの推進を具体的に進めていければと思い

ます。 

   以上です。ありがとうございました。 

○明石座長 では、続きまして、山崎委員、お願いします。 

○山崎委員 非常にたくさんの意見を効率よくというか、ほぼ全てに対して何らかの形で対応

されているということで、事務局の大変な努力に敬意を表したいと思います。 

 私自身も幾つかコメントをしましたけれども、その中で災害時にインターネットとかＳ

ＮＳの利用が重要だということを話しました。それについても対応いただいていますし、

こういう計画を考えるときに、世の中が今後どういうふうに変わっていくかというのは一

番重要なことで、過去のいろいろな国の計画なり県の計画なりを見てみると、その時点で

考える将来というのは、10年くらいたつと全く変わってしまう。 

 例えば大学の教育でも、いまだに講義とかは普通にフェイス・トゥ・フェイスでやって

いますけれども、アメリカの有名大学はネットで講義を配信していますし、例えば学生が

授業を登録するというのは、昔はみんな紙で書いたりしていましたけれども、今は全部学

内のインターネットＬＡＮでやりますし、我々成績つけるのも点数を最終的にネットに打

ち込むというようなことをしています。だから、ＡＩがいいか、ＩＣＴと呼ぶべきかわか

りませんけれども、今の時代、若い人も中高年ですら、私は使えないんですけれども、否

応なくスマホを使わなきゃいけないような時代になってきています。 

 ですから、それに応じた対応ができるような計画、どこまで明示するかはわかりません

が、恐らくこれも最終的に紙の厚い印刷物を見る人はほぼいないし、これをＰＤＦで各チ

ャプターごとにダウンロードしてスマホで読むとか。もっと言えば、うまく全体構成をリ
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ンクして、県なり企業なり各業界で、自分たちに関連するところは県はこういう計画をし

ているんだというのがすぐ検索できるとか、そういうような仕組みをつくると、計画が単

に飾り物ではなくて実際に使えるものになるかなと思います。 

 内容としてはこれで十分というか、十二分に重い内容なので、あとはいかにこれをわか

りやすく伝えるような仕組みを考えるかにかかっているのではないかなと思います。 

 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、お願いいたします。 

○宮入委員 前回の会議のときに私は割と抽象的なコメントをさせていただいたのですが、そ

れをかなり具体的に織り込んでいただけたので、非常にありがたいと思っております。 

 一番関心が高かったところが目標・指標の設定、それから、チャレンジという、横串を

通すというところです。４年間にわたって前回の総合計画の評価委員をさせていただいて

いるのですが、10日前に評価が終わり、総括もいたしました。その中で毎年、そもそもの

設定の仕方とか指標の捉え方がきちんとできていないと、評価のしようがないというか、

何に向かって自分たちがなさってきたことがどうだったのかということを捉えるのは難し

いということを、ひしひしと感じ、そこを改善してきてくださいました。それが結実して

今回の新総合計画に反映されているのではないかと楽しみにしております。 

 その中で、まず指標に関して複数の視点で見るために数を13個増やしたということと、

アンケートで満足度何パーセントといった、どこでとったのか、誰が答えているのかとい

う主観指標はなるべくやめようということで、８つぐらいまで減らしてくださっているの

ですよね。一方、アンケートで自分たちがなさってきたことがどう評価されているかを見

るのはとても大事なことだとは思いますので、ゼロにする必要はありません。 

 それであれば、アンケートをとられるときに、ご自分たちが取り組んでいることを知っ

ていますか、ということを啓蒙も兼ねて聞いてみるというのも大事だと思います。そもそ

も、知らない人たちに満足ですかと聞いても意味がありません。そんなことしていたんだ。

だったら、かなり頑張っているという評価になるかもしれません。取組を知っていただい

た上で、それを評価していただくという双方向のアンケートは生かしていく必要があるの

ではないかと思っております。 

 もう一つ、評価の中で難しいと思いましたのは、県が直接手出しをできる、取り組める

ものと、基礎自治体の市とか町村が取り組んでくれないと結果が出ないものとがあります。
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何々をしている町村が幾つ以上あるとか、何パーセントであるという指標もありますよね。

これは補助金を出せばやってくれるのかという話だけではないと思うのです。そうなると、

県がいかにその意味、目的を伝え、支援ができるかという動機づけと、基礎自治体がいか

に当事者意識を持って自分事として取り組めるか、そこのところが結果を評価するときに

は大事になってきているということも理解できました。 

 となると、この横串のところにも関連するのですが、チャレンジと言ったときに、ただ

縦に並んでいるものを似た者同士でつなげればシナジー、相乗効果が生まれるかというと、

そういうことではないということを前回申し上げました。そこで、内外にわたっての県職

員の皆様のコーディネート力とかリーダーシップ、そういうケイパビリティ（能力）を高

めていかないと大変だろうと思っております。ぜひこれから切磋琢磨して、実践を通して

より高めていただきたいと思いますし、そのときに外部の力もどんどんお使いになるとよ

ろしいのではないかと思っております。 

 外部の力を使ってのコラボレーション、多様な主体を巻き込みながら協働していくとい

うことの中で、どうやるかというのはすぐ考えるのですが、「なぜやるか」、「何のため

にやるか」という議論をし、共通目標を持って取り組んでいただくのが大事ではないか、

そういう議論をしっかりなさって進めていただくことが必要だと思っております。 

 細かいところで、２つ気づいたことを申し上げます。48ページの圏央道。圏央道ができ

ると交通基盤ができることでネットワークが整備されて、活用されるのではないかという

ことですが、放っておいても道路ができて便利になったというだけの話になると思うので

す。ここのところに何を乗せないと相乗効果が生まれないかという議論も大事だと思いま

した。例えば、北陸自動車道ができたときに、ホクトのキノコが非常に安く関東に出回る

ようになったということがありましたよね。 

 ですから、新しい産業が生まれるきっかけになるわけですが、そのためには千葉ブラン

ドができて、近郊で朝とれたものがすぐ東京にも行くでしょうし、すぐに買いに来れるで

しょう。でも、それは「千葉の何とか」がないとそういうふうにはならないでしょうから、

これは結構いろいろな産業が絡みあっていくことなんだろうなと思っております。そうい

う議論をしっかりしていくことが重要です。 

 それから、先ほどありましたサテライトオフィス。この間、霞が関の近くに本社がある

大企業の人事部の方が、神奈川と千葉と茨城のほうにサテライトオフィスを探して、もう

オープンするんだというお話をされていたんですね。千葉は幕張のあたりかなと言ってい
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ましたけれども。先ほど吉田委員がおっしゃったように、複合施設に近所に住んでいる企

業の方に来てもらって、働き方改革などを狙っているわけです。そうなると、企業誘致で

はなくて、サテライトオフィス誘致のように、こういう機能を使って大企業が今すごく悩

んでいる働き方改革を進めながら、社会的貢献もでき、かつ、優秀な人材も採用でき、か

つ、千葉にとっても潤う、住みやすい千葉というふうに、こちらからどんどん価値提供を

していくことも必要じゃないかなと考えています。 

 幾つかの例で申し上げましたように、こういったコーディネート力、自分たちから働き

かけていくようなリーダーシップをぜひ発揮しながら、実現に向けて取り組んでいってい

ただければと思っております。 

 ありがとうございました。 

○明石座長 では、花岡委員、お願いします。 

○花岡委員 今回が初になりますので、まず簡単に自己紹介から。 

 花岡と申します。自身はパラの陸上競技選手としてアテネとロンドン、２大会に出させ

ていただきました。現在は、引退をして、日本パラ陸上競技連盟の役員及び車椅子レース

のコーチングが専門となります。今回も皆さんの中ではスポーツが私だけなので、スポー

ツを代表してここでしゃべっていいのかなと思うんですけれども、私の立場からお話でき

ることを少しと思います。 

 意見させていただいた部分は、パラスポーツに特化してというよりは、パラスポーツを

利用してスポーツの文化、これから日本がどうなっていくのか、特に今スポーツ界では

2020年の話題ばかりですね、その2020年に向けてできることと変えていけること、また、

2021年から持続可能なこと、それをテーマにしていければいいかなと思っております。 

 先月後半、ロンドンで世界選手権があって、私も帯同していたんですけれども、10日間

の大会で何と25万枚もチケットを売っておりまして、もちろん有償でございます。なぜチ

ケットが25万枚も売れたかというと、2012年のロンドンのパラリンピックのレガシーです

ね。持続可能といったものを見事に形にしたということを肌で感じてまいりました。 

 2020年に千葉でもテコンドーと車椅子フェンシング、ゴールボール、シッティングバレ

ーボールの４種目が行われるんですけれども、こちらのほうに何十万人もお客さんが大会

期間中訪れるだろうかと考えると、僕自身、非常に心配でもありますし、難しいことだろ

うなと思っております。でも、これを実現しないと、パラリンピックというのがただの金

食い虫になると思うんですね。そういうところで考えると、今から準備を始めて、観客を



－14－ 

呼び込まないと、大会としてもみすぼらしいものになるんですけれども、それ以上にお金

がかかるだけのイベントとなってしまうと思っております。 

 それを防ぐために今現在できることとしては、どんな競技なのかということを県民の皆

さんに知っていただくというのがまず一つだと思いますし、そこに参加していただくとい

うのが非常に大切かなと思っております。幸いにもゴールボールとシッティングバレーボ

ールは、健常者の方でもすぐに参加可能な種目です。自分自身は陸上競技の専門なので、

その話をできないのが少しつらいんですけれども、幸いこの２種目の競技は健常者の方が

すぐ参加できる。ぜひこれを学校体育とか部活動に取り入れていただく、また、市民運動

会とか県民運動会などの機会にぜひ競技として実施していただくのが一つの手じゃないか

なと思っております。 

 そのような具体的な活動の中から、地域のクラブチームでも、健常者と障害者が一緒に

やるようなゴールボールのチームが出てきたりとか、シッティングバレーボールのチーム

が出てくる、そういう流れが望ましいのではないかと思いますし、何よりこの競技がおも

しろいんだということを知っていただくとともに、日本の選手が世界でこれで戦うんだと

県民の方が知れば、会場に足を運んでいただく機会につながるんじゃないかなと思います。 

 そのためには日本のチームが強くないと駄目なんですけどね。イギリスでも、イギリス

の選手が勝てば、当然、会場が盛り上がりますし、そのためにみんな会場に足を運んで見

に来ていますので、県としてもこの４種目競技にいろいろな支援を行っていただいて、千

葉県ゆかりの選手がこの４種目で活躍して、千葉県民の皆さんから大きな声援を浴びると

いうことが、2020年、幕張メッセで起これば、2021年以降にもつながるレガシーになるの

ではないかなと思っております。 

 ありがとうございました。 

○明石座長 どうもありがとうございました。 

 では、中尾委員、お願いします。 

○中尾委員 まずは、前回の複数に意見に対してお答えをいただきまして、ありがとうござい

ます。特に記載された内容に関して異論等はございません。 

  【取組】の防犯の基本方向のところで、「犯罪を未然に防ぐことが何よりも重要です」

と加えていただきまして。これが私は何よりも重要なことだと思っておりますので、県だ

けではなくて、市町村、町内会、それから学校等、そういったレベルにおいても共通認識

として持っていただければと思っております。 
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 これは別に防犯に限らず全てそうだと思うんですけれども、一つ指針がはっきりと示さ

れて、あとは、ここに書かれた具体的なもの以外にも、県民の皆様、当事者の方々がその

指針にのっとった形で、こういった具体策はどうだろうかというふうに活発に意見等が出

てきて、それが実施されることが一番だと思っておりますので、この指針を、皆さんおっ

しゃっているように、できるだけ県民の皆様にわかってもらえるような取組を期待してお

ります。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、轟委員、お願いします。 

○轟委員 轟です。前回欠席しまして、申し訳ございません。 

 前回、私、個別に別途意見を出させていただいた内容に適切に修正いただきまして、感

者を申し上げます。そのほか皆さんで御議論された内容も目を通させていただきました。

幅広い皆さんの御意見、もっともかなと思って見ておりました。 

 先ほどもありましたが、私も今回の「総合計画」の中でポイントになるのが横串の部分

かなと思って見ておりました。私の専門は交通計画とか交通工学という分野ですが、その

例を申し上げますと、交通インフラというのは基本的にいろいろなものに活用してもらう

ためのものです。整備することが目的ではなくて、それをいかに使ってもらうかというこ

とです。ですから、まちづくりとか、生活の向上、防犯もそうですし、防災もそうですし、

地域経済の活性化にも結びつくし、観光にも当然役に立つし、物流にも役に立つしと、挙

げればきりがないわけです。こういったところを横串を刺すというのは非常に重要なこと

だと思っております。 

 似たようなことが、私は完全に専門ではありませんけれども、ＩＣＴの分野というのも

インフラだと思っております。下支えするものだと思っておりますので、こういったもの

の整備、イノベーション的なものを入れるというのは、特にこういう分野はイニシャルか、

ファーストペンギンなんていうのは非常に大変なことですから、それを支援することが重

要だと思っております。そういったことをぜひやってほしいということが感じたところで

ありますので、この横串を刺した政策に興味を持っております。 

 その意味で、47ページにあります第１節を見ていくと、文章的には横串を刺すような内

容ではあるんですけれども、ちょっとわかりにくいかなというところがありまして。何が

不足なのか私もよくわからないところがあるんですけれども、50ページ以降につながる第



－16－ 

２節の施策の内容が分野別に出てくるんですが、そことの関係が少しわかりにくいかなと

思っております。第２節で出てくる分野別の施策が、それぞれの横串のくくりの中にどれ

と関連するかということがわかると、もしかしたらわかりやすくなるかなと思って見てお

りました。そういったこともぜひ検討いただければなと思っております。 

   先ほど同様の意見があったんですが、ここにある施策に関しても、今の分野横断的とい

うのも調整ですし、さらに国とか市町村、企業、いろいろなところとの調整が、先ほど

「コーディネート」という言葉がありましたけれども、私もこれが重要だと思っておりま

す。ぜひそこのコーディネート、調整役をしっかりと県には担っていただきたいと思って

おります。 

 それから、もう一点、やはりこれも意見が出ておりますけれども、これだけ厚いものに、

「総合計画」というのはどこも同じなんですけれども、どうしても総花的になってしまう

というのは仕方ないかなと思っております。書いてないとなかなか施策が打てないところ

がありますから、ありとあらゆるものを書いてしまうんですが、これが横並びだとなかな

か進みにくいかなと思って、重点化をすべきかなと思っております。何が重点なのかと、

これが横串の部分かもしれないんですが、そこをわかるようにしていただきたいなと思っ

ております。 

 それから、似たようなことですが、前回からの変更というか、方針転換というか、ある

いは、より強化する、こういったところもわかりやすく説明いただくと、今後何をすべき

かということがわかるかなと思って聞いておりました。県民版をビジュアルでつくられる

ということですので、そういったところではそういうことを心がけていただければと思い

ます。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、田畑委員、お願いします。 

○田畑委員 県医師会の田畑と申します。よろしくお願いします。 

 昨日72ページからを見ていて思ったのでございますが、ここで一番言いたいのは、千葉

県の場合はがんが一番死亡率が高い。したがって、それに対して県のほうでもまだやって

ほしいと思っています。千葉県の人口の状態で言いますと、千葉市を中心に西と東は人口

構成が大分違います。特に東葛南部と北部、それから、千葉市まではいわゆる高齢者が圧

倒的に増えている状態でございます。一方で、千葉から東のほうは逆に、高齢化がプラト
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ーに達しているところもあり、現在の医療・介護関係で言いますと、千葉から西のほうに

対して、特に介護関係の施設が少ないですので、そこを何とかしてほしいと思っています。

東のほうは人口が減っているわけで、病床数が余ってしまうという状態でございまして、

県全体を見ますと、千葉から西のほうの東京寄りに対していろいろな形で伝えていかなけ

ればと思っております。 

 以上であります。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、瀧委員、お願いします。 

○瀧委員 私のほうからは、特に大きな問題はないかと思いますが、ちょっとだけお話させて

いただきたいと思います。 

 まず、先ほど森田知事が来られて、あるいは、事務局から御説明いただいた中で、「輝

ける千葉県」というお話がございました。県だけが輝いていてもしょうがない、県民が輝

かないといけないということであります。県民が輝くためには何をしたらいいのかという

ことです。私が担当している環境、特に自然環境をベースとする環境についてお話しさせ

て頂きます。 

 千葉県の公害の問題は大体落ちついてきたと思われます。そうすると、環境は何をすべ

きかということになります。県民一人ひとりが、それこそ輝くような生活を送れる場をつ

くるということであります。それから、同時に産業が輝く、産業が活気を持つということ

ですね。この二点に環境というものが絞られるのではなかろうかと考えます。 

 県民が輝くということは、そこに住んで心豊かに生活ができるということでありまして、

そのための生態系あるいは環境の多様性を保つことによって、今の生活している周辺の環

境がいいね、あるいは、最近徐々によくなってきているな。それから、私たちが何かを心

掛けることによってよくなってきたんだななどと、こういう実感を持つような政策、施策

を持っていかないといけないのではないかと思うわけです。 

 今までの公害時代の、数値に基づいて、だからいいんだ、あるいは、法令にのっとって

いるので問題ないんだ。こう言うことではなくて、県民一人ひとりが生活の中で無意識の

内に環境を測り、保全していくという施策に持っていかないといけないだろうということ

であります。「生物指標」と言われるようなものを、県民一人ひとりが生活の中で感じて

いくような政策をとっていかないといけないんじゃなかろうかと思います。 

 そういう目で見ますと、この新「総合計画」というものはもう少し力を入れて動きを感
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じるような、活動が見えてくるようなものになっていただきたいと感じております。ここ

まで出来上がった中で入れるのは非常に大変なことですので、現在の提案はこのままとし

て、非常に立派な原案ですので、今後、次の見直しの機会にぜひともそういうような方向

で検討していっていただきたいなというのが私の願いであります。 

 今回の原案について、前回も申したように特に廃棄物関係では規制というものが強く感

じるような形になっております。そうではなくて、輝くという意味では活用ということを

検討していく必要があるのではないかなと思うわけです。これは前回の繰り返しになりま

すが、いかに廃棄物を廃棄物ではなくて資源に変えていくか、こういう技術的な努力が今

後とも必要になってくるのではなかろうかと思うわけです。その点について、今後、機会

あるいは見直しをかけるような時期が来たときには、ぜひとも御検討いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、引き続きまして、鈴木委員。 

○鈴木委員 鈴木でございます。「総合計画」、ここまでの中身を具体的に４年間という中で

優先順位等を含めて策定いただきました。大変御苦労さまでした。 

 我々働く者の視点で言いますと、ことし年内には労働基準法の改正がされることになる

と思うんですが、特に時間外労働の規制を含めて、とりわけ中小で働く現場の方々はＩＴ

の活用とか様々あるとは思うんですけれども、マンパワーあたりも含めてこれから県全体

でも、どのような働き方、また、労働基準法の改正に伴って発生するであろう様々な問題

というのが、現時点ではまだ見えない部分が多々あると思うんですが、ぜひこの流れに即

応できるような体制づくりを県としても。 

 特に申し上げたいのは、千葉労働局との連携も、私の立場から見ても厚労省労働局はマ

ンパワーが少し厳しいのかなという部分もあって、ハローワーク等も、労働基準監督署な

どもこれからの法改正に伴って、常々県との連携というところも、県としても労働局とし

てもお話は出るんですけれども、これからは今まで以上にそれには力を入れていただきた

いと思います。今、日本の社会全体が、働く現場ではメンタルヘルスが極めて多くなって

きている。そこには当然パワハラ、セクハラ、マタハラを含めて、私ども連合にも労働相

談が毎月50件から60件あるんですが、ほとんどがこのメンタルヘルス関係、あるいは、パ

ワハラ問題を含めて相当な件数があって、どこの相談窓口も同様だと思うんです。 
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 そういうもの全てが、この新「総合計画」の中で様々な関わりを持って、働く現場には

出てきていると思いますので、基準法の改正に伴いそういうところも県のほうも十分踏ま

えて、これからになると思うんですけれども、ぜひその辺も留意していただいて、具体的

に進める中で更に受けとめていただきながら、対応を願いたいと思います。 

 ちょっと話は変わるんですけれども、スポーツあるいはオリンピック・パラリンピック

の関係です。先だって、私、東京のほうで20年のオリ・パラはボランティアだけで９万人

は必要だという話を聞いたんです。アクアラインマラソンもそうでしょうけれども、多く

の部分でボランティアの皆さんに助けていただいていると思うんですけれども、県として

も関わりのある市町村単位で具体的なボランティア、それは男女または若年・高齢者を問

わず様々な分野で出てくると思うんです。その窓口、あるいは、連携のとり方を含めて、

もうそんなに先の話ではないと思うんですね。 

 これには記載されていなかったんですけれども、その辺も考えておられると思うんです

が、受け入れと、よく「おもてなし」と言いますけれども、やっぱりそこではマンパワー

が必要になってきますので、成功に向けても、それ以降の千葉県としてそのマンパワーを

事後の様々な分野に活用していくかということも、新たに県の施策の中に取り入れたよう

な形が出てくると私は思うんです。そういうところも十分加味していただいて、それぞれ

の年度ごとの踏襲も含めて、付加するものも出てくると思いますので、ひとつよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、白戸委員、お願いします。 

○白戸委員 前回数点お願いしまして、ほぼ対応していただいておりますから、改めて申し上

げることはありません。ここでまた言いますと、エンドレスになりますから、申し上げま

せん。 

 一つだけお願いしたいのは、私、非常に前から気になっておりますのが、団塊世代の動

向であります。団塊の世代が生まれたときから、学校に入って、就職をして、結婚をして、

高齢者に入っていますけれども、団塊の世代が社会の動きをずっと引っ張ってきていると

いうふうに見ています。今やその団塊の世代が高齢者になっておりまして、それが年金・

医療・介護という社会保障費を膨らませておりますが、中には非常に元気な高齢者も多い

わけですから、そういう人たちにうまく動いていただいて、共助社会の実現に貢献してい
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ただきたいなと思いまして、それだけをお願いしておきたいと。「県民だより」とかの広

報面でうまく誘導していただく方法がないかなと思いますので、そこをお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、清水委員、お願いします。 

○清水委員 ここまでまとめる大変な作業をされてこられたことに対して、心より敬意を表し

たいと思います。ここまで煮詰めてこられたわけですので、先ほど冒頭で石井委員さんか

ら「ほかの県にないような、おもしろいものとか、毛色の変わったものにしてください」

というお話がありましたけれども、今からこれを抜本的に毛色の変わったものにするのは

ちょっと難しいでしょうから、私のほうからは特に修正を求める点はございません。 

 一つ確認だけ。最初、事務局から前回との修正した点という御説明がありましたけれど

も、165ページから166ページにかけての黒い点が13個ある鉄道関係のやつは、修正点では

なくて、もともと最初の原案から書いてあったんでしょうか。というのは、前回、私、

「北総鉄道とか高運賃の会社のことについては、どこか触れてあるんでしょうか」という

質問をさせていただいたら、「こういう13の記載をします」というメールが来て、北総鉄

道のところに関しては、「今後、７月ごろ修正原案として具体的に事業例を記載していく

予定です」というメールをいただいたので。この13点が具体的な事業例が新たに記載され

た事業例なんでしょうか。 

○稲生政策企画課政策室長 前回の原案ではこの13の事業はございませんでしたので、今回新

しく記載したものです。 

○清水委員 わかりました。新たに加えられたものがこの13点だということは了解いたしまし

た。 

 それで、修正は求めませんけれども、申し上げるだけ申し上げておきたいのは、東葉高

速もそうなんですけれども、ここに「北総鉄道沿線の活性化の促進」とあるわけですが、

活性化の前提となるのは、高運賃問題の解消も活性化していく上での重要な事柄ですので、

ぜひともこれらの事柄を進めていく上で、高運賃問題の解消という点も含めて、これらの

政策の具現化に努力していただきたいと、そういう要望を申し上げさせていただいて、以

上とさせていただきます。 

○明石座長 ありがとうございました。 
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   続きまして、坂本委員、お願いします。 

○坂本委員 前回、私、欠席しましたけれども、意見を文書で提出させていただいたところ、

この計画の中に非常にうまくその意見を取り込んでいただきまして、まことにありがとう

ございます。そういったことでつけ加える意見はないので、感想のようなものを述べさせ

ていただきたいと思います。 

 184ページに指標があるわけですが、農業もそうですけれども、漁業に関しても、指標

ということで金額で具体的に示していただいたことは高く評価できるかなと思います。と

いうのも、金額で示してもらうことは、私ども漁業の場合も御他聞に漏れず後継者の問題

を抱えておりますので、そこの中で所得を上げるということが必要なことなんですけれど

も、そのためには全体の金額を上げる、漁業の生産額を上げるということが必要なので、

こういうような金額で示していただいたことは非常にいいのかなと思います。 

 ここの中で、「海面陸揚金額」というあまり聞き慣れない名前が出ていますが、昔だっ

たら県内の漁業生産高、生産額というような名前だったと思うんです。これは、農業は産

出額、それに対して漁業は生産額という対比になっていたんじゃないかなと思うんですけ

れども、漁業の場合には、御存じのように県境を簡単に越える魚を追いかけてやっている

商売ですので、県内の魚と言っても、違うところで獲ってきて千葉県内で揚げるというよ

うな状況があって、これが農業と大きく違うところであります。そういった意味で、千葉

県内の漁港で水揚げされた、または、そこで生産された魚を全て陸揚げの金額ということ

で表してもらっている。そうなると全国の順位では千葉県はかなり上がるんですね。そう

いった意味から、非常にいいんじゃないかなと思います。 

 そして、ＪＡさんも全国４位、また、漁業のほうも全国４位と。１位は御存じのように

両方とも北海道なんですが、農水産業が４位というのは、首都圏でこれだけの農業県、漁

業県というのはないんじゃないかなと思います。冒頭で石井委員さんでしたか、「千葉県

は観光でやるのがいいんじゃないか」というような御意見もあった中で、これだけ農業、

水産業、漁業の生産高を持っている県ですから、観光客を国内、さらには外国から取り込

んで、そこの中で食をベースにした観光をやってもらうというのは非常に重要なことだと

思いますので、この辺もよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 最後ですけれども、全国４位の海面陸揚金額ですが、輸出のボリュームで言いますと千

葉県は日本一じゃないかなと思うんですね。というのも、サバとかイワシのような魚が大

量に水揚げされますが、これらは国内で消費されるだけではなくて、外国に原料として輸
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出されるということがあるわけです。金額では北海道が１位なんですけれども、ボリュー

ムから言うと、千葉県は水産加工業も盛んなので、それだけの輸出をされているというこ

とは県民の皆さんにも知ってもらいたいなということであります。 

 それに関連して、知事がトップセールスしているわけですけれども、例えば外国でそれ

なりの輸入の実績のある会社なり業者を表敬訪問するということも考えていただければと

思います。ノルウェーの場合は、銚子までノルウェーの水産大臣がやってきて、漁業の現

場とか水産加工業の現場を視察したりということもやっていますので、ぜひそういうこと

もお願いしたいと思います。 

 以上、感想を述べましたけれども、よろしくお願いします。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、加藤委員、お願いします。 

○加藤委員  

   加藤です。まず、修正案の作成、お疲れさまでした。 

 私は前回、文化・アートを広義的に、また身近なものとして捉えていただきたいという

普段からの思いから、観光領域に重なる話が多かったのですが、今回は「次世代につなげ

る、発展的に伝えていく」という観点から、何点か話させていただきます。 

 まず、主な取組Ⅰ－４－①－１「文化芸術を鑑賞・参加・創造する環境づくり」につい

てです。「芸術」という単語は、学校教育の中であれば美術、音楽、書道が大きな柱とな

り、それはそれぞれ視覚芸術と聴覚芸術の代表ということになりますが、それ以外の観点

としては、主なる活動形態が個人的か集団的かがあげられます。集団的活動を魅力とする

音楽に対し美術はおもに個々の表現活動になり、「表現の自由」という権利の最小単位の

表現となります。 

   教育領域では、一人ひとりが自分自身を見つめ、アイデンティティを確立することを目 

  指します。ですから、たとえば美術は、内向的な子どもたちに特に与えられた活動領域な 

  どではなく、すべての児童生徒に与えられ、その個々の考え・思いを可視化できる教科と 

  して優れています。子ども県展といった作品発表の場の確保にとどまらず、児童生徒が自 

  らの考えを具体化し整理し発表できるシステムづくりまでも、県として方向付けていただ 

  きたい。 

 また視覚芸術の場合は、作品としてのモノが残るので、そういったモノの活用を是非し

ていただきたいです。 
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 文章的には、主な取組Ⅰ－４－①－１「文化芸術を鑑賞・参加・創造する環境づくり」

修正原案の上から３行目「文化芸術にふれ親しむ様々な機会」となっていますが、文化芸

術というものがもともとあって、それに触れ親しむというイメージに読めますので、自ら

が構築するという意識を育むような表現を加えていただけたらありがたいです。 

 また、もう一点は、Ⅰ－４－①－５「東京オリンピック・パラリンピックを契機とした 

ちばの文化力向上」についてです。私も県民の多くが参加するプログラムをぜひ実現して

いただきたいと願っております。予算等の問題もあるかと思いますが、低予算で視覚的効

果を望める内容もあるはずです。 

 例えばですが、千葉県在住の大人や子どもたち、海外アスリートを含む外国出身の方々

に協力頂き、その笑顔の写真データを集め、横断幕的な掲示物を制作し、成田から東京ま

でのＪＲの代表駅や各種施設に掲示するといったプロジェクトです。完成した横断幕的な

掲示物は、国籍年齢を超えた人々の笑顔が溢れ、人の平等や、世界各国の人とみんなでオ

リンピックをつくっていこうとする意識の構築、グローバル感覚を可視化します。 

   教育領域においても「グローバル化」は重要な観点ですので、小学校・中学校の子ども 

  たちからのデータ収集を県教職員に協力頂くことは可能かと思われます。先ほども視覚 

  芸術は「モノが残る」と申しましたが、オリンピックに向けて、自分たちの活動がモノと 

  して残ることは明らかなレガシーで、教育的活用も可能なので、前向きに取り組めるので 

  はないでしょうか。 

 最後のもう一点は、「見えるかたち、わかる形での県の計画実施」です。それについて

の期待は、多くの委員の先生からも発言されました。文化領域からとしては、例えば千葉

県立美術館の開館時間の改善があげられます。開館時間の拡張です。 

 午後５時に閉館している現在の運営では、いったい誰を入館者として見込んでいるので 

しょう。現役労働世代は、仕事を休まなくては美術館にも行けないということになります。 

午後５時に閉館するのではなく、県民に開かれた開館時間の設定を願います。 

 文化芸術は日頃から身近にあるべきで、本人の意思で美術館にさえ行けば、豊かさや寛

ぎが得られるといった環境維持は、県の文化度の１つの現れですし、県政策の文化に対す

る姿勢の非常に分かりやすい観点となります。 

 毎月最終週の金曜日（プレミアム フライデー）などと重ねながら、まず月１回からで

も開館時間を延ばしてはいかがでしょうか。 

 今回の資料からつけ加えられました指標のページですが、182ページの文化とスポーツ
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に関しては２行しかありません。文化の１行が何かというと、「この１年間に文化芸術に

ふれた県民の割合」という指標名です。アンケートが直接的な設問ではないにしても、そ

の設問で「１年間文化芸術に触れなかった」と言うのは、いささか勇気の要ることで、た

いてい「触れた」と言ってしまうのではないでしょうか。つまり数字は正確なものとはな

りません。 

 美術館の多い千葉県ですが、やはり「県立」のつく美術館としては、千葉県立美術館に

はリードしていただけたらと思います。この20年間、地域における美術館のあり方も大き

く変化しています。時代に対する提案や美術領域の視界を広げる興味深い作品展示、鑑賞

者参加型イベントの企画、ミュージアムショップの充実、魅力的なレストラン運営なども

あげられるでしょう。ぜひ県に実働して頂くことで、曖昧な数値ではなく、実数として指

標のパーセントが増えることを期待しています。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、岩田委員、お願いします。 

○岩田委員 初めて参加させていただきました。町村会の岩田でございます。 

 この計画ですけれども、私も私のまちの計画を５回ほどつくりました。何回つくっても

よくわからないんですね。「つくってください」といって職員と一緒につくるんですが、

難しいのでよくわからないということが何度もあります。ですから、わかりやすいものを

つくろうとすると、言葉を選んだりして難しいんですけれども、今出来上がったものでは

非はないと私は思います。しかしながら、よく考えてみると、千葉県の今置かれている立

場が全くわからない、基本のベースになっている部分がよくわからない。 

 ですから、全国で今どれぐらいの位置にいるのか、こういう形をこれから押し進めるた

めには、少なくともこの位置まで持っていきたいとかいう目標値が非常に弱いんですよね。

例えば秋田県である小さな小学校が学力日本一と言われている村がございます。東成瀬と

いう村でありますが、小学生は100人、中学生は70人しかいないんですね。しかしながら、

どの子どもをとっても学力が高いんですね。それは教え方によるのか、地域の人たちの協

力によるのか、よくわからないんですが、ともかく日本一になんですね。 

 それはものすごいインパクトなんですね。秋田県内でもその子どもたちの村の名前を言

うと、優秀な出身者かというような見方もされるから、子どもたちそのものもそういう面

では頑張らなくちゃという意識が自然に生まれてくるんではないのかなと思うんです。教
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育長は年間に75日から80日は講演に出かけております。なぜそういう学校がつくれたかと

いうことの講演だそうであります。子どもたちの教育一つをとっても、そういうことがき

ちっと目標値で表れてくるということであります。 

 それと併せて、先ほど来聞いておりますと、千葉県というのは非常に恵まれたいいとこ

ろなんですね。年間の平均温度も高いし、周りが海に囲まれている。山があり、また平地

も多いし、利根川という最大の恵まれた川もありますし、周りを海に囲まれて豊富な魚も

とれる。これほど恵まれた地域というのは全国でも珍しいんだろうと思います。ただ恵ま

れすぎているのかなという思いがします。 

 というのは、私の町はこの４月から過疎になりました。20年間で人口が20％減りました。

これは施策にもよるんですが、対岸の茨城県で鹿島臨海工業地帯をつくろうということで

大きな開発が入りました。関西系の会社が進出してきました。当時は住友金属という会社

でありましたが、うちの町に住宅をつくるということでありましたから、一気に人口が増

えました。約4,000人近く増えたわけであります。今から40年ぐらい前の話であります。

20年間は非常に順調にきました。子どもたちも１家族３人ぐらいおりました。 

 ところが、20年たってから逆なことが起こりました。マイナス人口であります。子ども

たちが成人したんです。子どもたちが独立しますから、１軒のお宅に５人いたとしても、

子どもが成長すれば２人になります。そのお２人も今ちょうど定年退職を終えて10年ぐら

いたちます。ですから、まだ御夫婦でいられればいいんですが、おひとりになった方もい

ます。この人口が全部マイナスになりまして、20年間で20％の人口が40年前にいた人口と

同じ人口に減ったわけであります。 

 もう一つ、悲惨な目は、40年前に子どもの数が多かった分、今は子どもの数が少ないも

のですから、その比率に合わないんですね。ですから、いろいろな計画をつくっていくん

ですけれども、その都度その都度、毎年でもいいから精査していかないと、計画は非常に

難しいんだなという思いがいたしております。基本的には農業もあるし非常に恵まれた土

地であります。人も穏やかであります。隣は銚子市でありますから、海の魚はとれる。う

ちの町の川は利根川で、そこでせき止めています。銚子市から大網白里まで含めて利根川

の水を送っております。それだけ恵まれた土地であっても人は減り続けます。 

 そういうことを考えますと、全て人でありますから、産業もおのずから停滞します。そ

こを今頑張ろうということで始めておりますけれども、いろいろな人間に関わる問題が生

じてきます。学校の教育の問題とか、地域の産業の問題とか、先ほどスポーツの話をされ
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ましたけれども、人口が減るということはスポーツ人口も減りますから、選手たちが競争

しながら育っていかないんですね。ですから、衰退します。 

 そういうことを考えれば人が地域をつくっているわけでありますから、人を大事にする。

暮らしやすさ日本一ということであれば、人そのものであります、暮らしでありますから、

そのあたりを県もこれからは地域と一緒になって。県だけ号令をかけても駄目なんですね。

末端の市町村も一緒に頑張れるような施策を取り入れていただいて、一緒に頑張ろうじゃ

ないかという掛け声をしていただければと思います。 

 まさしく、小さな工場がうちの町に進出してまいりました。「東庄町から全世界へ」と

看板に書いてあるんですね。ある分野で世界一になりました。この分野は大変評価されて

いますけれども、すごいなと思いました。子どもたちの奨学金にということで毎年奨学金

をいただいております。返済なしであります。一番いただく子どもは毎年100万。医者に

なろうとして医科大に行っている子どもと、アルバイトができないという子どもは、年間

100万いただいております。卒業しても返済なしであります。 

 ですから、小さなところでも何かやろうとする意欲はありますので、道路網とかいろい

ろなものも、過疎化したんだからもういいだろうということではなくて、そこを通らない

と都心部へ行けないという場合もあります。先ほど魚の話がありました。銚子港は水揚高

日本一でありますが、今、道路網がありません。高速へ乗るまで１時間以上かかります。

こういうことも千葉県は今後きちっと考えていただければと。先ほど申し上げましたけれ

ども、私の町の川を挟んで前は茨城県の鹿島臨海であります。ものすごい勢いで発展して

います。サッカーは私どもも巻き込んで、「東庄町の日」というのをつくってもらいまし

た。ですから、今町の町民は全てアントラーズなんです。そういうことが作戦といいます

か、そういうことも勢いのあるところはやります。 

 ぜひとも県にお願いしたいのは、千葉県を上から見て、ここをこういうふうに持ってい

ってあげたいなというような施策をぜひつくっていただきたい。そして、その地域に住む

人たちが少しでも千葉県のためになれればいいなと思えるようなことが、これからの千葉

県づくりには大いに必要なんじゃないのかなという思いがいたします。県民意識は、先ほ

ど申し上げた球場の話から、鹿島アントラーズをしましたけれども、我々が一番大事なの

は千葉県でありますので、これからも何かお役に立てることがあれば何でもやりますので。 

 大変失礼いたしましたけれども、この中身については何の問題もありません。よろしく

お願いいたしたいと思います。 
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○明石座長 ありがとうございました。 

 では、石田委員、お願いします。 

○石田委員 千葉県観光物産協会の石田でございます。前回は大変長くお話をしてしまいまし

たので、今回は簡潔にお話をさせていただきたいと思います。 

 修正原案につきましては、私、前回細々といろいろ申し上げまして、きちんとそれを取

り上げていただいてありがとうございました。特にインバウンドの推進につきまして、一

つだけお話をさせていただきたいなと思います。 

 県のほうでは、東アジア、東南アジアを当面のターゲットとして攻めているわけでござ

いますが、2020年のオリ・パラの後等を考えますと、欧米も対象にしていくべきではない

のかなと思います。現にフランス・ドイツから中国へ行く観光旅行客でございますけれど

も、日本へ来る観光旅行客の数倍の人たちがヨーロッパから中国へ移動しているわけです。

そんなことを考えると、欧米についても決してターゲットにならない地域ではなくて、戦

略を上手に立てていけば、これからのマーケットの拡大が相当期待できるのではないのか

なと思います。 

 以上でございます。どうも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、水野委員、お願いします。 

○水野副座長 ありがとうございます。 

 私は前回、「千葉県は人口が増加し、交通インフラが充実して、多くのプロジェクトが

進捗しているということで、非常に追い風を受けている。全国ベースで人口減少について

閉塞感が漂っているのとは全く異なる非常によい環境にある。これを生かして、私の分野

であれば経済関係、いかに発展させていくのかということで、県は県庁内、県と市町村と

の関係、いろいろな面で縦割りを排して横串を刺していくことが重要でしょう」というよ

うなことをお話させていただいた。今、多くの人からコメントがあったように、そういう

部分について第３章の第１節でうまくまとめていただいているということで、大変よかっ

たと思っています。 

 これは別の委員からお話がございましたけれども、今回新たに入れていただいた具体的

な施策のところは、それぞれの関係している人のお気持ちがこもったものだと思いますの

で、それぞれの施策が実現されるように、関係者とともに調整力、リーダーシップを発揮

してぜひ頑張ってほしいなと思っているところです。 
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 前回６月６日だったわけですが、それからわずか１カ月半なんですけれども、千葉県に

対する追い風という点から見るとますます強まっていると思います。人口についても、最

近の人口動態の発表ですと、引き続き前年比１万5,000人増、0.25％増ということで、増

加基調を維持しています。それから、成田空港の機能拡張の議論についても、６月12日に

四者協議会で新しい展開があるということで、我々が思った以上に速いペースで話が進ん

でいると思っています。さらに、千葉駅前の再開発とかいろいろな案件を進めていて、恐

らく2020年以降もこうしたプロジェクトは続いていくということで、切れ目なく進んでい

くと思います。 

 さらに、観光面で言えば、チバニアンの申請ですとか加曽利貝塚の特別史跡の史跡答申

とか、これもいろいろな話が出ているということで、こういった可能性、追い風を生かし

て、将来にどういう地域をつくっていくのかということは、県の総合計画ということです

が、関係している我々みんなこれにどういうふうに取り組んでいって、いい成果を上げて

いくかということで、我々皆に課せられた課題だと思っております。みんなでチャレンジ

していくためのいい指針になっていくんじゃないかと期待しているところです。 

 そうした最近の動きに関連して一言だけ付言しておきたいんですけれども、成田空港の

機能強化に関する県の対応について、合意に向けた四者協議会の作業の進捗状況から見て、

恐らくこの計画の中にそのまま織り込むということは時間的にも難しいと思うんですけれ

ども、将来に向けて極めて重要な作業になると思っています。仮に計画に間に合わないに

しても、作業そのものについては、それと同じレベルでしっかりと対応していっていただ

きたいなと期待しております。今いろいろな委員の方が指摘されたそれ以外の、今の計画

ではまだ盛り込まれていないものについても同じようなことだろうと思いますので、大い

に期待したいと思います。 

 私からは以上です。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。 

 各委員から非常に貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。各委員のお

話の中でキーワードは何かと。先ほど岩田委員もおっしゃいましたけれども、全体的には

網羅できている、その中で動きをつくっていくにはどうしたらいいかというと、やっぱり

キーワードかなと。 

 一つは、吉田委員がおっしゃったように女性のリーダー育成と言いましょうか、活躍す

る女性の場の提供だけでなくて、オーガナイズしていくような育成はどうするかという問
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題がある。白戸委員がおっしゃったように、70歳前後の団塊の世代があと15年ぐらい働い

てくれるといいかなと。そうすると、そういう人の、再教育までいきませんけれども、リ

フレッシュをどうすればいいかという問題が出てくるかなと。鈴木委員もおっしゃるよう

に、マンパワーというか、最後はやっぱり人材育成をどうしていくか、育成してどうやっ

て活躍していただけるかという場の提供かと思っているんですね。 

 そういう意味でも、リーダーとか、マンパワーとか、団塊の世代の活躍を束ねていく、

コーディネートするような人の育成も大事になってくるかなと。特に観光においてはコー

ディネートする方がいないとほとんど動かないなと。森田知事もものすごく頑張ってくれ

ていますけれども、それを支える仕組みづくりも必要かなと思っております。 

 最後、瀧先生がおっしゃったように、「県民が輝く」というキーワードが大事かなと。

県も輝くんだけれども、県民が輝く。前回は「くらし満足度日本一」とありましたよね。

くらし満足度日本一の県を目指すんだけれども、もう一度それを、酒の袋を入れ替えてい

くような、新しいものがほしいかなと。そうすると、「輝く」というキーワードも大事か

なと。私個人は「３Ｃ」と言っているんですけれども、まずチャンスを与える。そして、

チャレンジしてもらう。次にチェンジというか転換をしてもらうという、３Ｃでもう一度

「くらし満足度日本一」を目指せないかなと。 

 こういうことがありますので、あと15分ほどありますから、各委員の方々でキーワード

をどうするかと。例えば、花岡委員がおっしゃったように、ロンドンのオリンピックはも

のすごい人が集まった。最初は非常に心配したんだけれども、集まってきた。まさに競技

ボランティア、都市ボランティア、観光ボランティアをどうやって育成するかということ

も含めたり、何かいいキーワードがありましたら。 

 石田委員、何かございますか、キーワード。 

○石田委員 座長からもお話ございましたとおり、まさに観光というのは観光一つでは何も動

けないわけで、今日お集まりの産業の方とか皆様方と連携がないと観光は成り立たない。

今、観光で一番必要なのは、地域で観光振興をやってくれるプロの人が誰もいないという

ことなんですね。行政の方が一生懸命頑張ってやっていただいて、せっかくいいところま

で育ってきたなというと、人事異動で総務課へ行ってしまうとか、全然関係ない部署にや

られてしまって、せっかくその地域が育ってきたのが、またゼロに近くなってしまうとい

うことがあります。何とか人、人材をいかにつくっていくか、養成していくか。 

 観光ボランティアも、ある県では児童生徒のころからやっている地域があるんですね。
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自分の地域を知ると、成人してからまたは海外に行って自分の国のこととか自分の地域の

ことを話すのに、それがとても役に立つということ。自分が生まれて拠って立つところが

物事の基点になるということで、小さいうちからそういう養成をしていただく。高齢者の

方には実際に現場で働いてもらう。よく観光ボランティアというと無償というふうに考え

られるんですけれども、決してそんなことはなくて、有償でやっていただければいいなと

私は思っています。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 吉田委員、何かキーワードございましたら。 

○吉田委員 ３つのＣがすばらしいなと思ったんですけれども、人が育つ、子育てという環境

に実はそれがあるんですよね。千葉県内は非常に豊かな自然があって、その中で子育てが

できる。その子どもたちが地元を愛し、いずれ千葉に何かもたらしてくるというような感

じで、つなげていくものが何かないかなと思っているところなんですけれども、ぜひ環境

を生かし、いろいろな層の、高齢者もそうですけれども、育て、育っていく過程でつなが

っていく、コミュニケーションなのか、次につなげていくというものを何か入れたいなと

いう気はしています。 

○明石座長 花岡委員、何か。いろいろと経験豊富でしょうから。 

○花岡委員 皆さんの中から「横断的」というか「横串」という言葉がとても出てくるんです

けれども、僕自身、十数年千葉にいるんですが、役所の方頼みだと火が消えてしまうとい

うことが非常に多いかなというのはひとつ感じています。でも、地球規模で見れば非常に

小さな千葉県だと思いますので、横のつながりというのをもっとつくれるはずだと思うん

ですね。横のつながりから、人づくり、地域づくり、全てのことが広がっていくんじゃな

いかなと思うんです。 

 キーワードというところでいくと「つながり」とか。「横串」というのは硬いですよね。

次の方でいいキーワードがきっと出ると思うんですけれども、僕は「つながり」。最近、

震災後、「絆」とよく言われますけれども、そういうネットワークが千葉県内で生まれて

くるのがいいのかなと思っています。 

○明石座長 瀧委員、「県民が輝く」というのは非常に強く印象に残ったんですが。 

○瀧委員 例えば県民一人ひとりがそれなりの自覚を持たないといけないということですから、

そういう意味ではキャッチフレーズになるのかもしれませんが、「僕たち、私たちでつく

る千葉県」とか、そのようなことかなという気がするんですね。人任せじゃない、自分た
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ちがつくるんだと、そういうものが見えればいいのかと、そんな感じがします。 

○明石座長 清水委員どうぞ。 

○清水委員 先ほど人のお話で、白戸会長から定年後の方々の活動というお話があって、また、

鈴木会長からオリンピックのボランティアが９万人というお話もあって、先ほど明石座長

さんから「人が輝く」というお話がありました。人が大事だと思うので、輝くということ

であれば、キーワードとしては「きらり」というのはどうでしょうか。「きらり千葉県」

と。突然の思いつきで申し訳ないです。 

 以上です。 

○明石座長 ありがとうございました。「きらり」というのは大事だと思います。 

 白戸委員、何か。 

○白戸委員 なかなか思い当たりませんが、震災のときもありましたけれども、「絆」ですか

ね、そういうものは非常に大事だろうと思いますね。ですから、うまく絆を引き出せるよ

うな何かがほしいなと思いますけども。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 突然、私のほうから勝手に指名させていただいて申し訳ありません。 

 一つは、ものを探すというキーワードがあって、探して、つながって、個人が参画する

というか、関与するというか、関わるという。探して、つながって、関わることで県民が

輝くということだと思います。基本的に人材というかマンパワーと言いましょうか、一つ

はメンタルヘルスの問題もあって。 

 実は経営者協会というのが千葉県にありますね。あそこの専務の方がおっしゃったんで

すけれども、経営者協会は200の講座を設けているんですって。３年前までは若い人の講

座は１つだったが、今はトップ経営者から「若者がわからない」ということで、講座を５

つ増やしてほしいと。要するに言いたいのは、70歳以上の方の気持ちもわからないし、20

代の方もわからないというか、そういう人が混在している620万の県ですよね。その中で、

そういう絆をつくると言いましょうか、そういうことをしていって人材が宝だという。 

 宝の宝庫を今回出していければこの「総合計画」は生き返るかなと。息を吹き込むとい

うか、非常にいいプランが全体を見渡して網羅しておりますから、それに息を吹き込むよ

うなキーワード探しを事務方と考えてみたいと思います。 

○水野副座長 今キーワードのお話があって、今回この第３章の第１節、新たにこういう形で

まとめられて、「次世代につなぐ」というのは極めていい言葉だと思うんですね、「輝
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く」というところが「人が輝く」というふうに考えると。だから、「次世代につなぐ」と

いうのと、「人が輝く千葉」というのと、「みんなでチャレンジしていく」と。この部分

は本当に肝で、いい言葉だなと。うまくそこをやっていくといいんじゃないかなと思いま

したので、一言だけ言わせていただきました。 

○明石座長 ありがとうございました。 

 では、大体用意した時間に近づいてまいりまして。委員の皆さんの意見を伺いましたけ

れども、事務局のほうで何かあればお願いいたします。 

○大木次長 県の総合企画部次長の大木でございます。委員の皆様方におかれましては、御多

忙のところ、合計２回にわたる懇談会の出席、まことにありがとうございました。 

 また、大変貴重かつ有意義な御意見をいただきまして、これらにつきましては、今のキ

ーワード、計画をわかりやすくするということで、「つながる」とか「絆」とか、また、

３章の「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」、この辺を中心にしてわかりやすい計

画ということで、計画策定に生かしてまいりたいと考えております。 

 今後も引き続きまして、本県施策の推進につきまして御助言、御協力いただきますよう、

お願い申し上げまして、私からの最後の挨拶とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○明石座長 私のほうからも事務局にお願いがありまして。本日、各委員の方々から貴重な意

見をいただきました。この意見を踏まえて計画案の策定に御尽力いただけるようにお願い

したいと思います。 

 それでは、長時間にわたりまして、議事進行に協力いただきまして、ありがとうござい

ました。 


