
短期海外研修の成果の活用状況 

 

○平成２６年度 

 

テーマ 研修成果の活用 

人口減少・少子高齢社会への対
応策 
（総合企画部等、フランス・シンガ

ポール） 

・研修成果については、千葉県地方創生総合戦略（平成
２７年１０月策定）の施策検討の参考にしたところで
ある。同戦略に基づき、安心して子どもを生み育て  
られる環境の整備やコンパクトなまちづくりなどの 
施策を着実に推進している。 

バンクーバーにおける精神保
健福祉医療について 

（健康福祉部、カナダ） 

・精神保健福祉センター職員が視察の経験を活かし、 
精神疾患の早期介入や回復について、平成３０年度は
地域関係機関職員等向けに講演会を２４回実施した。 

・精神保健福祉センターで訪問支援（アウトリーチ）を
実施した。（平成３０年度実績：実１０件、延４１件） 

・平成３０年度より精神障害にも対応した地域包括ケア
システム構築推進事業を開始し、障害保健福祉圏域 
単位でピアサポートの活用事業を実施した。 

再生可能エネルギー熱利活用
の調査 

（環境生活部等、オーストリア） 

・太陽熱利用については、「補助金・義務化・情報提供」
の政策パッケージを参考とし、平成２７年度から補助
事業を実施するとともに、県ホームページにおいて 
太陽熱利用のメリット等を紹介している。 

・また、木質バイオマス熱利用については、ギュッシン
グ市ウルバースドルフ地区での小規模な取組は県内  
市町村でも一部地区での導入が可能と思われること 
から、市町村研修会等における情報提供を行った。 

ＭＩＣＥに係る誘致活動及び 
コンベンション施設に関する
調査 

（商工労働部、スペイン・ドイツ） 

・ちば国際コンベンションビューローの運営への助言に
関して、研修で得られた知見を踏まえた助言を行って
いく。 

・幕張メッセの今後のあり方を検討する上で、調査した
各施設の特徴や取組みなども参考にしていく。 

ヨーロッパの自治体における
海洋再生可能エネルギーの導
入による産業創出への取組と
地域合意形成策の調査 

（商工労働部等、イギリス・ドイツ） 

・平成２６年度の「千葉県海洋再生可能エネルギー導入
可能性研究会」において作成した「千葉県における  
海洋再生可能エネルギーによる産業及び地域の振興に
係る今後の方向性」に、研修で聴取した内容を反映  
させた。 

港湾における物流の効率化及
びポートセールス等に関する
調査 

（県土整備部、シンガポール・マレ

ーシア） 

・平成３０年度に改訂した千葉港港湾計画の改訂作業に
おいて、効率的な荷役を行うための埠頭再編計画にて
活用した。 

・ポートセールスについては、千葉港ポートセミナーを
平成２８年度から毎年度開催するとともに、荷主・  
船社に対し個別ポートセールスを実施している。 

・今後も安定した物流を維持していくために、港湾施設
等の計画的な維持管理や整備を行っていく。 



テーマ 研修成果の活用 

安全でおいしい水の実現に向
けて 
（水道局等、オランダ） 

・水道水における残留塩素ゼロを達成したオランダの 
事例から学んだ事を、当局での残留塩素低減化の取り
組みである「おいしい水づくり計画」に活用していく。 

・オランダの研究機関ＫＷＲと継続的に連絡を取り情報
収集を行う。（２０１８年度国際水協会総会で情報交換
を実施） 

県立博物館への外国人観光客
の誘致と対応充実のための調
査 

（教育庁、韓国・台湾） 

・平成２８年度に博物館１館で案内表示（案内サイン）
を多言語対応に整備した。 

・平成３０年度に公衆無線ＬＡＮを全館で整備した。 
・外国語ＨＰは英語については全館で整備済みである
が、他の言語は限定的である。 

・房総のむらでは、ＡＲ機能搭載の多言語ガイドブック
や、多言語プロモーションビデオを作成し、配布・  
上映等を行った。 

ドイツにおける健康・体力づく
り施策の実地調査について 

（教育庁等、ドイツ） 

・「バルシューレ」の視察からヒントを得て「遊・友   
スポーツランキングちば」に、平成２７年７月から  
新種目「チャレンジスピード」を導入した。 

・体力向上に向けて「新体力テスト」の結果を活用・  
分析するなど、生徒一人一人の実態に即した指導の 
工夫を行うよう研修等において周知した。 

 

 

  



 

○平成２７年度 

 

テーマ 研修成果の活用 

世界の公共交通網の充実と交
流促進の取組に関する調査 
（総合企画部等、オランダ・ドイツ・

スイス） 

・観光客誘致のための県内周遊フリー切符の企画に  
際し、研修で学んだ自治体や交通事業者、観光事業者
との連携方法や、販売促進に向けた取り組みを参考に
して事業化することができた。 

・また、県内の公共交通網を活用した新たな需要の掘り
起こしや県内外交流を促進する施策等の検討に役立て
ている。 

絶滅危惧種の積極的保護管理
に係る先進事例調査 
（環境生活部、アメリカ） 

・平成２７、２８年度には海外研修の成果報告を含めた
ミヤコタナゴの保全に関するシンポジウムを開催  
した。 

・平成２９、３０年度には、アメリカでの成功事例も  
参考に、関係者と連携したミヤコタナゴの回復計画を
策定するための「千葉県ミヤコタナゴ保全協議会」を
設置し、計画策定作業を進めている。 

欧州における医工連携及びヘ
ルスケア産業への取組に関す
る調査 
（商工労働部、ドイツ） 

・医療機関と企業の連携を強化するため、地方創生交付
金を活用し、国立がん研究センター東病院にコーディ
ネーターを配置する等、新たな取り組みを実施した。 

・平成３１年度以降は地方創生交付金は終了したもの
の、国立がん研究センター東病院の他千葉大学医学部
附属病院内にコーディネーターを配置している。 

施設野菜の生産力、収益力を向
上させる先進的な施設野菜生
産技術の実態調査 
（農林水産部、オランダ・スペイン） 

・平成３０年度から、「輝け！ちばの園芸」次世代産地 
整備支援事業において、「施設園芸スマート農業推進
型」を新規メニューとするとともに、「スマート農業 
導入実証事業」を新規事業として加えるなど、野菜  
生産振興の施策へ反映させている。 

オリンピックレガシーとして
の“都市景観”に係る調査 
（県土整備部、イギリス） 

・都市景観と屋外広告物制度の関わりについて理解を 
深めるため、イギリスを訪問し、先進事例の調査を  
行った。 

・本調査を踏まえ、民間が主体となった良好な景観の 
形成、地域の魅力向上等を図るための屋外広告物制度
について検討していく。 

流域水循環、統合的水管理に関
する調査 
（総合企画部等、ドイツ・オースト

リア） 

・統合的水管理に不可欠な流域連携強化のため、県組織
内や利害関係者へ研修の内容を報告し、水循環や流域
マネジメントへの理解を深めた。 

・また水辺利用を促進するために役立っていたワンダー
カルテ（ウォーキングマップ）を参考に、「流域ウォー
キングマップ」を見直しし、水への関心や意識を高め
た。 

  



 

○平成２８年度 

 

テーマ 研修成果の活用 

先進国における個人情報保護・
情報公開制度の運用実態に係
る調査 
（総務部、アメリカ） 

・本県において匿名加工情報制度を取り入れることと  
した場合の個人情報の取り扱いや、情報公開制度の 
運用について見直しを行う際には、研修を通じて収集
した両制度に係る情報を参考に検討を行う。 

先進国における防災・危機管理
体制や対応の標準化等の実態
調査 
（防災危機管理部、アメリカ） 

・アメリカは皆が防災に興味を持つよう分かりやすい 
広報啓発に力を入れており、県でも分かりやすい防災
自己診断コンテンツ「じぶん防災」を新設した。 

・災害発生時に市町村の対応・進捗状況を把握するカリ
フォルニア州のシステムを県防災情報システムの  
改修・活用の参考にした。 

海外における救急医療体制先
進国の実態調査 
（健康福祉部等、ドイツ・フランス） 

【救急】 
・県が運用する救急医療システムの更改作業の一つと  
して、海外のシステムを参考に、表示する情報の項目
の検討を行い、システムを運用している。 

・今後は、空床状況等の情報集約化と共有化、病院の  
役割分担の促進、搬送ルールづくり等に活かしていき
たい。 

【災害】 
・研修で得た知見を関係者間で共有し、訓練やレギュレ
ーションの構築につなげていきたい。 

動物愛護の取組について 
（健康福祉部、ドイツ・イギリス） 

・平成２９年５月に開催された県職員向け会議及び一般
の方向けセミナーにおいて、講演を行い研修で得た  
知見の普及啓発を行った。 

・動物収容施設において、海外の施設を参考に動物の  
ストレス緩和に主眼を置いた飼養環境の改善を一部  
行った。 

・今後も収集した情報を参考に、業務の改善を検討して
いく。 

オリンピック・パラリンピック
に向けた既存施設を活用した
競技会場の整備事例調査 
（県土整備部、イギリス） 

・幕張メッセのオリ・パラ開催前における仮設整備等に
ついて、開催後も必要か、維持管理コストは、耐用  
年数は、など長期的視点から技術的な助言を行う。 

・県有建築物の長寿命化改修等に向けて、現在の設計・
工事中心の技術者の関与から、企画・計画段階から  
日常管理まで、幅広く技術者が関与していくための  
体制づくりについて、検討していく。 



テーマ 研修成果の活用 

学校等におけるオリンピック・
パラリンピック教育の取組に
ついて 
（教育庁、イギリス） 

・平成２９年４月に策定した「千葉県オリンピック・  
パラリンピックを活用した教育の取組方針」の４つの
プロジェクト「おもてなし」「心のバリアフリー」  
「スポーツ」「グローバル」のねらいや具体的な取組  
例に反映することができた。平成３０、令和元年度は
取組方針に基づき、オリンピック・パラリンピック  
教育推進校を６５校指定し、取り組みを進めている。 

桃園市をはじめとする台湾と
の交流に関する調査 
（総合企画部等、台湾） 

・研修で把握した台湾・桃園市の状況や構築した担当者
間の関係を基に、平成２８年８月に友好交流協定を  
締結した同市と、経済、観光、農業、文化、スポーツ
などの多様な分野において交流の実施・検討が進んで
いる。 

 

 

  



 

○平成２９年度 

 

テーマ 研修成果の活用 

西オーストラリアにおける家
族関係支援事業の実態調査 
（健康福祉部、オーストラリア） 

・児童虐待が発生した家庭へのより有効な支援方法を  
研究、推進する「家族関係支援事業」において、    
本研修の成果を踏まえて以下の取組を進めていく。 

・「サインズ・オブ・セーフティ・アプローチ」を基礎と
して、どの児童相談所でも一定の水準で家族関係支援
が行えるような職員の技術支援やＯＪＴの手法を整備
する。 

・児童相談所及び市町村職員向け研修を企画・立案し  
支援技術の共有を図る。 

・好事例や有効な支援技術をデータベース化する。 

ヨーロッパにおけるＧＡＰ導
入事例調査 
（農林水産部、スペイン） 

・スペインでは州ＧＡＰが国際ＧＡＰへの足掛かりと 
して活用されたことから、平成３０年２月から運用を
開始した「ちばＧＡＰ」制度においても、認証・評価
基準の項目をわかりやすい表現としたり、イラストや
写真を使用した手引きを作成するなど、農業者が取り
組みやすい制度とした。 

道路の老朽化対策に関する調
査 
（県土整備部、アメリカ） 

・道路構造物等に対する点検及び修繕について、技術 
職員の技術力の向上による点検精度の向上に努めて 
いく。 

・研修で学んだ道路橋の点検手法や維持管理業務の効率
化等について、引き続き検討を行う。 

生涯学習に関する実態調査 
（教育庁、フィンランド） 

・「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する 
実践研究事業」において、生涯を通じて学ぶことの  
重要性と学習ニーズ把握の必要性や、学校卒業後の 
学びのプログラム開発等を反映させた。 

洋上風力発電による地域・産業
振興に関する先進地調査 
（商工労働部等、デンマーク・イギ

リス） 

・県では、平成２６年度から洋上風力発電に係る取組を
進めており、「洋上風力発電導入可能性検討会議」等の
場を活用し、研修で聴取した内容を関係者と共有する
ことで、洋上風力発電による地域振興や産業振興に  
ついての理解を深めている。 

水道事業におけるＩＣＴの活
用状況及びサイバーセキュリ
ティ対策の取組状況調査 
（水道局、オランダ・イギリス） 

・今回調査したＩＣＴの活用事例やサイバーセキュリテ
ィ対策の事例から学んだ事を、業務の効率化や、経費
の削減に向けた検討に活用する。 

・研修成果について、平成３０年１０月に福岡で開催  
された（公社）日本水道協会主催の水道研究発表会に
おいて発表し、他事業体との情報共有を図った。 

 

  



 

○平成３０年度 

 

テーマ 研修成果の活用 

国際協力のニーズ調査 
（総合企画部等、ベトナム） 

・相手国のニーズに基づき、県の有する資源を活用した
国際協力を進めていきたい。 

・観光誘致面において、Win-Win となる関係を探って  
いきたい。 

公共交通を活用した地方にお
ける地域活性化施策について 
（総合企画部等、フランス・スイス） 

・公共交通とまちづくりの連携のあり方や、先進的な 
交通モードの導入など、市町村の公共交通施策や地域
振興策に対し、研修で得られた知見を踏まえた助言を
行うとともに、持続可能な公共交通網の構築に資する
施策を検討する。 

先進国における危機管理体制
とテロ対策の調査 
（防災危機管理部、イギリス・フラ

ンス） 

・テロが頻発している国における対処方針・方法につい
て警察、消防、自衛隊等の関係機関と共有した。 

・研修結果を国民保護訓練に反映し、万が一テロが発生
してしまった際に、迅速な救助、搬送、治療を行い、
負傷者の救命率向上に努める。 

サーフィン先進国における大
規模大会の運営実態調査及び
観光施策・地域活性化の可能性
について 

（環境生活部等、オーストラリア） 

・ビーチを活かした地域活性化に資するよう、市町村に
対して情報提供を行う。 

・オリンピック開催に伴い、地域でどのような盛り上げ
を行っていくか検討を進めていく。 

・令和元年度から、オーストラリアを含む各国に対して
ＳＮＳ（facebook等）での情報発信を強化しており、
より現地目線で訴求力の高い観光コンテンツの発信を
実施している。 

スマート農業をリードするオ
ランダの先進的な施設野菜生
産技術の実態調査 
（農林水産部、オランダ） 

・部内の報告会や農林総合研究センター試験研究発表会
で研修報告を行い、部局、研究機関、出先機関との情
報共有を図った。 

・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業（施設園
芸スマート農業推進型）」により環境モニタリング装
置、炭酸ガス施用機及び濃度測定装置、循環扇の導入
支援を行っている。 

・「スマート農業導入実証事業」、「次世代につなぐ営農体
系確立支援事業」により、水田や果樹、露地野菜等で
のスマート農業技術の実証を行っている。 

・また、指導者向け研修会の開催や各地域で生産者によ
る学習活動を支援している。 

海外における先進的な浄水処
理技術の調査 
（水道局、フランス・ドイツ） 

・事業体自ら先進的な浄水処理技術に係る調査・研究を
行うなど、今回調査したフランス及びドイツの取組を
参考に、今後の当局の将来の施設整備や新たな浄水処
理方法等の検討に役立てていく。 

・研修成果について、令和元年１１月に函館で開催され
る（公社）日本水道協会主催の水道研究発表会におい
て発表し、他事業体との情報共有を図る。 

 


