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第１回２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに係る基本方針策定協議会 結果概要 

 

１．日  時：平成２６年４月１７日（木）１３時～１４時１７分 

２．場  所：京成ホテルミラマーレ６階 ローズルームＤ 

３．出 席 者：石井委員、石川委員、後藤委員、佐川委員、髙栁委員、夏目委員、花田委員、

早川委員、藤野委員、前田委員 

４．議事概要 

 

（１）開会 

○司会 それでは、ただいまから2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る基本方針

策定協議会を開会いたします。 

 初めに、森田知事から御挨拶申し上げます。 

 

（２）森田知事挨拶 

○知事 第１回目の2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る基本方針策定協議会の

開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 皆様には、御多忙の中、委員就任を快くお引き受けいただきまして心から厚く御礼申し上げ

ます。千葉県は、東京オリンピック・パラリンピックを機に来日される世界の方々をお迎えす

る日本の玄関、成田空港を有し、会場である首都東京に隣接しております。東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催は千葉の魅力を全世界に発信し、知名度を上げるとともに、持続的

な成長のための基盤を築く千載一遇のチャンスでございます。 

 1964年の東京オリンピックは、日本の経済復興の大きな原動力となり、現在、私たちがそ

の効果を享受しております。今回は、その恩恵を次世代の子供たちが得られるよう、千葉の魅

力を高める、投資することが我々世代の使命でございます。 

 将来の千葉県のため、私たちがこれからオール千葉でどのように取り組んでいかなければな

らないのか、どのように力をあわせていけばいいのか、各分野の委員の皆様から忌憚のない御

意見を頂戴したいと考えているところでございます。 

 今後とも委員の皆様のお力を賜りながら、スピード感を持ちつつしっかりと足固めをし、心

を一つにしてオール千葉で日本をリードする千葉県を目指していきたいと考えておりますので、

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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（３）委員紹介 

 

（４）座長・副座長の選出 

○司会 次に、座長と副座長の選出でございますが、協議会設置要綱第３条第４項で、座長、

副座長は、委員の互選により選任するとなっております。しかしながら、皆様方、本日が初め

ての顔合わせとなりますので、大変恐縮ではございますが、事務局から座長及び副座長候補を

御提案させていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○今泉政策企画課長 それでは、僭越ではございますが、事務局から座長及び副座長候補を御

提案させていただきます。 

 座長候補といたしまして、石井委員を御推選いたします。石井委員は、現在、千葉県商工会

議所連合会会長を務められ、卓越したリーダーシップで県内の商工会議所をまとめられていら

っしゃいます。また、千葉銀行に長く在職され、県内の社会経済状況についてもよく熟知され

ており、座長として適任かと存じます。 

 また、副座長といたしまして、前田委員を御推選いたします。前田委員は、マザー牧場、東

京タワーと、千葉県及び日本を代表する観光施設を経営していらっしゃいまして、また、千葉

県観光物産協会の役員に長く在職され、本県の観光事情等によく精通していらっしゃいます。 

 以上、御推選申し上げます。（拍手） 

○司会 ありがとうございます。 

 それでは、本協議会の座長は石井委員に、副座長は前田委員にお願いいたしたいと存じます。 

 それでは、恐れ入りますが、石井委員と前田委員には、それぞれ、座長、副座長席へお移り

いただきますようお願いいたします。 

 それでは、ここで石井座長より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○石井座長 それでは、御指名でございますので一言御挨拶申し上げます。 

 先ほど、この会のどういう行き方がいいのかということについては知事さんから説明があっ

たとおりだというふうに思います。私はこれから座長を務めさせていただきますが、この会合

は比較的少人数ですよね。県がやる会合としては非常に少ないほうですね。この間、総合計画

スタートしたよね、これも総合企画部の担当ですね、この会議の委員は20人以上だったよね。

それで、委員の皆さんから意見を聞いたら会議が終わらないんですね。中には、３分でやって
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くださいと言っても20分ぐらいやってとまらない人もいるんです。 

 だから、今度のこの会議は、本当に生の声をぶつけるような会議にしよう、そのためには人

数もある程度少ないほうがいいんじゃないかという意見を申し上げましてこんな形になりまし

たので、後ほどこの問題についてはいろいろ御意見を承りますが、大体３分から５分ぐらいを

めどに第１回目はお話しいただければと思います。 

 実は、これは非常にいい会ができたというふうに私自身は思っています。というのは、実は

東京オリンピック、前回のとき、昭和39年ですけれども、私は大学４年生でありまして卓球

部だったんです。卓球部の全日本学生卓球連盟の幹事長をやっておりましたので、一応オリン

ピックに関係してて、代々木の体育館に詰めておりました。そのときは、卓球はオリンピック

の種目になかったんです。ですから、お手伝いに行っていたということです。そのとき、実は

36年に大学に行っていたわけですけれども、その合宿所に入るときに千葉から江戸川の砂ぼ

こりの道を通って合宿所に入ったわけですけれども、それが４年生でオリンピックが終わって

帰ってくるときは高速道路で自宅まで１時間で帰ってきちゃったというぐらい東京が変わった

ということなんです。 

 その後、実はシドニーと中国のオリンピックのときに私、行きました、現地に。これはオリ

ンピックになると世界的な会社が接待するんですね、お客様を、それで接待されて行ったんで

すけれども、そのときのことを考えてみますと、今度は東京でやるというふうになったときに

しめたと思ったんです。まさに千葉のチャンスだというふうに思いました。そうしたらこうい

う会をつくろうということがあったので、これはぜひお手伝いしたいなと思います。 

 皆様からいろんな意見をこれからいただくと思いますが、一つだけ申し上げたいのは、例え

ばシドニーオリンピックで申し上げますと、接待されて行っていろんな競技の券をくれるんで

すね。柔道だとか見に行くわけです。そのとき、どういう行動を起こすかというと、世界中か

ら集まった方はオリンピックを見ます、それから観光もしたい、当然考えます。ところが、シ

ドニーなんかは、オーストラリアは広過ぎて、とても観光とオリンピック両方見られないんで

すよ。そうするとどういう行動を起こすかというと、例えば、今話題になっているパースです

か、あっちは西の端でしょう。それから、グレートバリアリーフは北の方、エアーズロックと

かいろいろあります、行きたいんだけれども、そのオリンピックの期間中に行く人は多分２割

ぐらいもいないと思うんですね。あとの人は大体オリンピック会場のシドニーの周辺の観光で

終わっちゃう。 

 それを日本に当てはめてみると、どういう行動を世界から来た人が起こすのかなと考えたん
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ですね。多分、東京でオリンピックをやってディズニーランドは間違いなく行く、多分千葉県

にとってはそこで終わっちゃう、これはおもしろくない、だから、この世界から来る人たちを

どうやって、成田空港があるわけですから、これは大前提ですけれども、その人たちをもっと

南のほうに引っ張れないか、そういうことを考えるのがこの会だろうというふうに思っており

ます。 

 ですから、そういう意味でいろんなお力添えをいただける方が委員に選ばれたと思いますの

で、どうぞよろしく皆さんの御協力をお願いしたいと思います。 

 

（５）議事 

○司会 それでは、これからの進行につきましては、石井座長にお願いいたします。 

○石井座長 それでは、これから御指名をさせていただきますので、その思いのたけをお話し

いただきたいと思います。あくまでもこれは千葉県にとってオリンピックをどうやって利用し

て活用していくか、こういうことだと思いますので、分野の違う話がいろいろ出た方がおもし

ろいと思いますので、何か夏目さん、最初になって申しわけないんですけれども、夏目さんの

ところからぐるっと回りますので…… 

○今泉政策企画課長 座長、すみません、その前に事務局から資料について御説明させていた

だきたいと思います。 

 お手元に資料１から３までございますけれども、このうちの資料１ということで、カラーの

Ａ３の大きい資料がお手元にあるかと思います。これに沿って御説明させていただきます。 

 県では、東京オリンピック・パラリンピック両大会の成功を支えるとともに、また、開催効

果を本県の発展に結びつけるため、昨年11月ですが、知事を本部長とする県の全庁的な組織

といたしまして、東京オリンピック・パラリンピック戦略推進本部というものを設置いたしま

した。今後、オール千葉体制で取組を推進していく必要があると考えておりますが、そのため

の指針となる基本方針の策定に向けて、２月に県の推進本部におきましてこの基本方針の骨子

を決定したところでございます。 

 この骨子は、基本方針の骨組みを示すものでありまして、本日お集まりいただきました協議

会の委員の皆様から御意見を賜りながら基本方針をまとめてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 まず、「１ 基本方針策定の目的」でございますが、「次世代へ千葉の宝を引き継ぐために」

という副題をつけております。オリンピックに向けた取組を単なる一過性のイベントとするこ
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となく、次世代の子供たちが恩恵を得られるよう、その効果を次世代にしっかりと引き継ぐこ

とを目的に据えました。そのための指針となるものがこの基本方針でございます。 

 また、ここでは、千葉県にとってのオリンピックの意義を踏まえて、今後の取組に当たって

の基本的な考え方を示しました。 

 例えば、大会期間中の観客動員は1,010万人程度と見込まれ、訪日外国人を2020年までに年

間2,000万人とする国の目標もございます。また、千葉県は、国体や障害者大会、国際大会の

実績が豊富にございますし、事前キャンプを誘致するための施設などの条件が整っていると言

えます。 

 また、ハード的インフラの整備状況を見ますと、道路では、アクアラインの800円継続や、

圏央道、外環道等の整備が進み、都心直結線が整備されれば東京駅までの所要時間も大きく短

縮されます。 

 一方で、ソフト的インフラを見ますと、公衆無線LAN環境や英語によるコミュニケーション

力の不足など、外国人を受け入れる上での課題があり、ネット環境の整備や草の根レベルの国

際化、グローバル化を進めていくという、そのような必要性もあります。 

 また、社会的背景として、高齢化の一層の進行が見込まれます。このような中で、オリンピ

ック・パラリンピックに向けてバリアフリー化を図ることは、高齢化社会に向けた先行投資と

なると考えております。 

 これらの状況を踏まえ、次世代に引き継ぐ千葉県を築くことを基本として取り組んでまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、「２ 今後の取組の方向性」について御説明いたします。 

 成田空港を抱える本県といたしましては、来日した多くの外国人の皆様に千葉の魅力を知っ

ていただき、それを世界に広め、さらに多くの人々が世界から千葉県を目指して来訪していた

だけるように、そのようになることが本県のさまざまな分野の発展、あるいは地域の発展、国

際化につながっていくものだと、そのように考えております。そのためには、オリンピック・

パラリンピックに向けて千葉を世界に向けてアピールし、知名度を飛躍的に高めていくことが

重要だと考えております。 

 そこで、漢字の「千葉」からローマ字の「ＣＨＩＢＡ」へ、「合言葉はＣＨＩＢＡ」と副題

を付けたところでございます。 

 いわば、世界の中の千葉を目指して、「合言葉はＣＨＩＢＡ」のもと、千葉県の持つ強みや

特性を生かして、ポテンシャルに一層磨きをかけるとともに、たくさんのキャンプや国内外の
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観光客に来訪していただけるよう、千葉の魅力を国内外に発信してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、千葉という地名と千葉県の持つ魅力や強み、こういうものをアピールしていくという

意味で、「ＣＨＩＢＡ」から始まる英語で千葉の魅力を整理したのがここの資料でございます。 

 例えば、ＣではConvenient、便利、また、Comfortable、快適という言葉で便利な交通アク

セス、安全・安心な「まち」などをアピールいたします。Ｈは、Hospitality、おもてなしで

すね、それからHealth、健康という言葉で豊富な通訳ボランティア、わかりやすい表示やユ

ニバーサルデザインの導入などを図りながらこれらをアピールしてまいります。 

 このほか、スマートフォンのアプリを活用した多言語による観光案内や無線LANの普及、日

本らしい町並みや豊富な食材、千葉の魅力的な観光スポットなどをアピールしてまいります。 

 次に、２ページをごらんください。 

 ただいま御説明いたしました漢字の「千葉」からローマ字の「ＣＨＩＢＡ」へと、このよう

なことを実現していくために５つの分野ごとに取組の方向性を整理いたしました。５つの分野

では、それぞれの分野ごとの方向性と具体的な展開例を示しております。 

 ここに挙げた展開例は、県庁の各部局の考えや、これまでに協議関係者や各種団体などから

ヒアリングした結果を踏まえ、今後必要になるであろう内容を例示したものでございます。オ

ール千葉体制で進めることが重要と考えておりまして、県のほか、市町村や民間企業などが主

体となる取組も含まれております。 

 まず、１番目の青い帯のところですが、キャンプ招致とスポーツ振興による地域の活力づく

り、ここでは、オリンピック・パラリンピックに参加する国内外チームの合宿誘致や、オリン

ピック・パラリンピック出場に向けた選手の育成などを通じて、県民のスポーツ振興や健康づ

くり、地域の活力づくりを促進していこうとするものでございます。 

 ２番目の人と物のスムーズな流れの確保では、世界の玄関口である成田空港の利便性向上、

観光客、観戦客が県内外をスムーズに移動できる交通アクセスの充実やバリアフリー化を促進

していこうとするものでございます。 

 ３番目の魅力ある観光地づくりとおもてなし力の向上では、海外からオリンピック・パラリ

ンピックを契機に来日する方々が安心して周遊ができ、楽しんでいただけるよう、観光地の魅

力アップや県民挙げてのおもてなし力の向上に取り組んでいこうとするものでございます。 

 ４番目の大会のサポートでは、ボランティア募集など、大会組織委員会への協力やテロ等の

違反行為の未然防止など、大会の成功に向けたサポートに取り組んでいこうとするものでござ
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います。 

 ５番目の戦略的な千葉の魅力発信では、千葉の魅力が国内外に認知され、何度も訪れたくな

るよう、世界に向けた戦略的な魅力発信に取り組み、千葉の知名度を一気に高めていこうとす

るものでございます。 

 こうした取組を進めるに当たっての県としての役割というのがそこの下に書いてありますが、

大きなものとしては、いち早い情報収集と市町村や民間等との情報共有、連携プレイを行うた

めのオール千葉の体制づくり、それから、温かいおもてなしや交通アクセス向上など、ハード、

ソフト両面から千葉の魅力を高め、キャンプや観光を通じて来訪者に千葉の魅力を大いに実感

していただくための仕組みづくり、こういったものを県の役割と認識しまして、こうした役割

を果たすことにより市町村や民間の積極的な取組をサポートしていきたいと考えております。 

 最後に、スケジュール及び推進体制でございますが、本日、この基本方針（骨子）を含め、

幅広く御意見もいただきたいと存じます。ご意見を踏まえ、この骨子に肉づけをする形で基本

方針（素案）を策定し、７月を目途に基本方針を決定していきたいと考えております。 

 基本方針決定後は、今度は一番下の方にありますが、（仮称）東京オリンピック・パラリン

ピックＣＨＩＢＡ推進本部を設置しまして、基本方針に沿って推進する戦略を策定し、オール

千葉での推進体制を作ってまいりたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 それでは、今説明のあった今泉課長からの話で、これについて何か質問だとか、意見があり

ましたらお出しいただきたいと思いますが。よろしいですか。 

 じゃあ、次に入ります。 

 今の説明の中でも最も重要な部分を担っているなと思っているところの夏目社長から口火を

切っていただければと思います。 

○夏目委員 座長の御指名なので、きょう御説明があった取組の基本方針（骨子）を中心に若

干意見を述べさせていただきたいと思います。 

 それほど深く考えた意見ではないんですが、総論的なお話になるかもしれませんが、述べさ

せていただきたいと思います。 

 もう言うまでもなく、この2020年の東京オリンピック・パラリンピック、もう誰もが期待

する大イベントでありまして、このイベントを成功させるためには、何といっても国内各地で

強力にサポートすることが大事だということであります。 
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 選手団に加え、たくさんの観客、観光客の方が来られる、その方々を丁寧に心を込めておも

てなしをするということが大事でありまして、そうしたことを通して長い目で見て、日本に対

する外国の評価をさらに上げていく、訪日外国人のリピーターをさらに増大していくというこ

とにもつながると思っております。 

 そうしたことから、千葉県がこのような会議を立ち上げたということは、私としては非常に

意義が深いということであります。千葉県、何といっても外国からの選手団やお客様をお迎え

する成田空港を抱えているということでありまして、そういう意味で選手団への対応だとか開

催地の隣接県として非常に注目されるということでありますので、ぜひ業種業態を超えて、先

ほど来オール千葉という言葉がキーワード的に使われておりますが、オール千葉で連携し、協

力体制を構築するということが言うまでもなく基本的なことになるだろうと思います。 

 そうしたことで、骨子に対する意見を若干申し上げたいと思います。 

 まず、１ページ目の策定の目的のところでございますが、ここについては、現状認識や課題

等について整理されております。その中でハード的インフラということで整理されております

が、非常にハードのインフラの整備というのは基盤として極めて大事だと思っております。そ

ういう意味で、交通インフラについての課題整理が非常に大事だし、何がボトルネックになっ

ているか、ボトルネックについての共通認識をみんなで持って、そこをブレイクスルーしてい

く、突破していくということが大事だと思います。 

 そういう意味で、ここには触れられていないんですが、やはり今、成田空港と結ばれている

道路交通、道路アクセスのうちに未開通区間ということになっております圏央道の大栄と松尾

横芝間、ここの整備を一刻も早く進めて圏央道を全通開通させ、そのメリットを全域に拡大し

ていくということが急務になっているんでないかと思いますし、もう一点、今整備が進められ

ております北千葉道路についても、早期共有を目指して力を入れて取り組んでいくべきものだ

と考えております。 

 それから、取組の方向性について、２番目のところでございますが、ここについてはローマ

字の「ＣＨＩＢＡ」、これが合言葉になって、非常に５つの頭文字でなかなかおもしろいまと

め方をされておるということでありますが、どうしてもその取組が網羅的になっているという

ことではないかと思います。 

 したがって、今後基本方針を作成するに当たりましては、できるだけ誰に対して何をしてい

くのかということを明確にわかりやすくするように実務者レベルといいますか、担当者間でよ

く議論をして、わかりやすい整理をしたほうがいいんではないかと思っております。 
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 例えば、千葉県が今力を入れておりますおもてなしでありますが、これなどについても各国

や各地域、例えばイスラム圏だとかいろんなところのニーズごとに整理していくのもいいだろ

うと思いますし、また、開催地の東京都が千葉県に求めること、取組もあるのではないかと思

います。 

 また、方向性として５つの分野ということで２ページ目に整理されておりますが、先ほど御

説明もありましたが、行政や企業に委ねられる部分とかもありますし、また、県民生活に直結

する部分などもあって、多くの項目が複合的に関わっておるということだと思いますので、具

体的な取組に際しては、当然のことながら実現可能性をよく考えた上で、できるだけ具体論で

進めていくということが大事ではないか。キャッチフレーズとしていろんな言葉が飛び交うこ

とも大事だろうと思いますが、それをいかに具体的なレベルまで落として、それでみんなが役

割分担を明確にして取り組んでいく、時間軸を持ちながら取り組んでいくということが必要に

なるのではないか、こう思います。 

 スケジュール推進体制につきましてもここに書いてあるとおりだと思いますが、千葉県とし

ての取組だけではなくて、オールジャパンの取り組みも当然重要になりますから、今後のスケ

ジュールにつきましては、絶えず国レベルでの情報を共有しながら、臨機応変にスケジュール

を組み立てていくことも大事じゃないかなと思っております。 

 いずれにしても、全体を通じて進め方としては、何といってもオール千葉の体制づくりが大

変重要だと思います。その組織体制構築に当たりまして、成田空港を活用するという意味で成

田空港活用協議会、石井会長のもとで作っていただいておりますが、こうした官民連携した組

織というものをきちんと作った上で取り組んでいくということも一つの大きい参考例になるん

ではないかと思っております。 

 いずれにしても、オリンピック・パラリンピックを成功させるために空の窓口であります成

田空港として、世界から来られる選手団、観光客の方のおもてなしについて最大限の努力をし

ていきたいと思っております。 

 ３分から５分長引きましてすみませんが、最初皮切りとしてお話しさせていただきました。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 最初からずばっと核心に触れられまして、あと皆さん、順番に行きます。 

 花田委員、お願いいたします。 

○花田委員 京成電鉄の花田でございます。今回、こういった場といいますか、こういった組

織を作っていただくことについて非常に高く評価します。やっぱり座して待っていただけでは
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キャンプもできないですし、観光振興もできない、そういう点ではオール千葉でこういった協

議会を作っていただいてやることが非常に有効だなというふうに感じております。 

 ２点目ですが、私ども鉄道ですが、オリンピック・パラリンピックでたくさんの選手団、あ

るいはお客様が見えたときに現行の輸送力で大丈夫だろうかというのもございます。現在、Ｊ

Ｒさん、あるいは京成ではスカイライナー、アクセス特急と、まだまだ乗車効率がたっぷり空

いております。 

 したがって、お客様が相当数見えても十分輸送力はございますので、それについては御安心

いただければと思います。 

 ２点目に、この鉄道関係で、基本方針の中に都心直結線が整備されればと、これは京成電鉄

としては直接この事業を推進している立場ではございませんのではっきりしたことは申しかね

ますが、たしか東京オリンピックが決まったときに国土交通省様の発言ではちょっと間に合わ

ないだろうというようなお話がございました。 

 したがって、これを前提に進めるのはちょっと難しいのかなという感じがしております。 

 ３点目でございますが、実は、交通機関におきまして鉄道の役割、それからバスの役割、３

つ目にタクシー等の役割、この３つがございます。その中でこういったキャンプ、あるいは県

内の観光ということを考えますと、ＪＲさんがいろいろやっておられるわけですが、やはりバ

スの役割分担というのは大きいんじゃないかなという感じがしております。やっぱりキャンプ

地から競技場、あるいは空港からキャンプ地へ、あるいは観光においても南房総になりますと

いろいろございます。 

 したがって、先ほど座長から委員は絞られたというお話ですが、可能であればバス協会を入

れていただくのはありがたいかな。 

 以上、３点申し上げました。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 それでは、引き続いて、早川委員、お願いします。 

○早川委員 インバウンド促進協議会の早川でございます。 

 やはりこのような2020年のオリンピックに向けて、このような会議ができたのは非常に喜

ばしいと思っております。まさにインバウンドという世界では、いよいよ2,000万人を集めよ

うということでございますので、ますますもって力を入れて促進協としても頑張っていかなき

ゃいけないのかなと実感しております。 

 その中で、やはりオリンピック・パラリンピックとなりますと、今まで私どものインバウン



－11－ 

ドというのはどうしても観光のお客様が主体だったんですけれども、事務的にとか、スポーツ

のための合宿とかで来られるとなると、まさにムスリムのレベルももう少し上げていかないと、

ある意味では日本にそれほど来たくない方まで来なくてはいけない。そうなると、ムスリム対

応というのをもう少しレベルを上げていかなくてはいけないのかなというところあたりは受け

入れ側として非常に感じるところでございます。 

 また、Wi-Fiの無線LANです、やはりちょっと日本、非常にまだまだ弱いというお客様から

御意見をいただいておりますので、その辺の我々の民間の設備も含めて、Wi-Fi環境の整備と

いうのは非常に力を入れていかなくてはいけないのかなと思っております。 

 また、ハード的なインフラの中で、当然その交通網、高速道路網が広がる中で、外国のお客

様は、どうしても小グループですとレンタカーその他を使って来たときにＥＴＣというものが、

先ほどございました外国のお客様が非常に対応しづらいというところもございますので、その

辺のところも環境整備が必要になってくるのかなと感じております。 

 また、よく海外のお客様から言われる観光の部分での意見では、やはり日本は全体的に夜が

早いという部分がございますので、ある程度千葉県全体でショッピングモールも大体みんな８

時で終わってしまうとか、成田でいうと参道が４時、５時で閉まってしまうというところを、

もう少し千葉県全体でもおもてなしという部分も含めて夜ももう少し楽しめる町だ、特にオリ

ンピックを見終わった後も、もう少し観光のお客様がいろいろなところでお金を落としていた

だけるような施設を考えていかなくちゃいけないのかなと思っております。 

 雑駁ではございますけれども、以上でございます。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 それでは、引き続いて、藤野さん、お願いいたします。 

○藤野委員 幕張メッセの藤野でございます。 

 幕張は、ちょうど日本の玄関口の成田空港とオリンピックの主要会場との中間的な位置に所

在しております。幕張メッセはいろんなにぎわいを創出することが大きな使命でございますの

で、東京オリンピックの開催自体に、あるいはそれに向けていろんな動きが起きるということ

について大変大きく期待しております。既にいろいろお話が出ておりますので、本日は幕張メ

ッセの立場を離れまして、三十数年霞が関に勤めていた経験から２点だけコメントさせていた

だきたいと思います。 

 １つはインフラ整備の関連でございますけれども、先ほど座長のほうから東京オリンピック

の御紹介がございましたが、東京オリンピックですとか、あるいは万博ですとか、あるいは
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80年の科学技術博覧会とか、あるいは2005年の愛知万博とか、大きなナショナルプロジェク

トがございました。東京オリンピックのときは、御存知のように首都高、新幹線の開業、それ

から万博のときには周辺の千里の大開発が行われております。科学技術博の関連では、その後

に国の大学及び研究施設を移設して大きな学術研究都市が形成されています。愛知万博のとき

には、中部国際空港等が設置されました。 

 通常のインフラ整備は国土全体の均衡ある発展、自治体がされる場合には地域全体、地域内

の均衡ある発展という観点でなされるんだろうと思いますが、こういったナショナルプロジェ

クトが行われる場合には、ある意味では不公平になるわけですけれども、一つの目的に向かっ

て現実的に、集中的な投資が行われるというのが特色ではないかと思うわけです。千葉県内に

ついてもインフラ整備としては多々整備しなければならないと思うんですけれども、ナショナ

ルプロジェクトのコンテクストの中でかなり集中して一定の限られた期間の中で推進されるイ

ンフラ整備計画の中に千葉の何らかのプロジェクトがぜひ入ってほしいと思います。例えばそ

の中で成田空港が抱えている積年の課題の解決に資するようなものが行われることになるとす

れば、大変千葉全体にとっても好ましいことになるんではないかと思います。 

 何がそれに当たるかということについては、いろんな御意見があると思いますし、私、十分

な知識を持ち合わせておりませんけれども、いずれにせよ均衡ある全体の発展という観点の通

常の議論ではなくて、一点集中型に大きく解決していくという手法としてこういったプロジェ

クトがしばしば機能しているということが一つ歴史的に経験として言えるんではないかという

ふうに思うのが一点でございます。 

 それから、２点目ですが、現実に世界からいろんな方がお見えになるということもございま

すけれども、例えばワールドカップ等の経験でも、事前のキャンプ地とかいろんな形で今まで

人々に余り知られなかったような村とか地名というのが全世界に発信されている例が幾つもあ

るわけでございます。最近では、ソチという地名はそれまで御存じだった方がどの程度いらっ

しゃるかわかりませんけれども、かなり世界的な有名な場所の名前になったわけでございます。 

 そうした形で、ある地域、これも特定地域になるかもしれませんけれども、その地域の地名

とか地域のイメージというものが世界に発信される大きなチャンスであるということをふまえ、

その候補地として何が提供できるかという観点も非常に重要なのではないかと思います。 

 全体にまとめていただいた骨子、大変よくできております。これについての意見ではござい

ませんので、少し変則的な意見を付加させていただきました。ありがとうございました。 

○石井座長 どうも、藤野さん、ありがとうございました。 
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 今話のあった、コメントじゃないんですけれども、商工会議所の会頭会議なんかやっていま

すと、これからかなり都市間競争が激しくなるんだろうと思うんです。要するにオリンピック

を使って自分の土地をＰＲしていくという動きがすごくあるんですね。これは観光中心です。

アメリカなんかは、既に都市間競争というのは30年も前から始まっているわけですね。この

ときアメリカの場合は何かというと、立派なコンベンションセンターを持っているかどうかと

いうことなんですね。藤野さんは、マコーミックプレイスですか、シカゴの、そこに長く、い

らっしゃったのでそういうのがよくわかると思うんですが、多分この都市間競争がすごく激し

くなってくる中で、じゃあ千葉はどうするか、５年後の千葉はどうやったらいいかということ

を考えるちょうどいい会議だというふうに思いますので、いろんな意味から、専門外からでも

御意見をいただければというふうに思います。 

 じゃあ、次に行きましょう。髙栁さん。 

○髙栁委員 私は、千葉国際コンベンションビューローというところに今籍を置いておりまし

て、若干我田引水的ではありますけれども、今回のこの骨子を拝見いたしまして、最後のとこ

ろにオール千葉体制づくりで進めていくものであるということで、実は、これはまさに私ども、

常日ごろ皆様方の御支援、御協力を得ながら進めておりますＭＩＣＥの誘致、支援、その仕事

といいますか、ミッションそのものをそっくり当てはめてこの体制でやっていけるといいます

か、そういう体制づくりを進めていければ、これは鬼に金棒というぐらいの、そんな思いをこ

の骨子を見ながら抱きました。 

 別にＭＩＣＥのためにということではないんですけれども、こういう取組自体は、例えば５

分野ごとにそれぞれ例示されておりますけれども、必ずしも2020年のオリンピック・パラリ

ンピックに限ったことではなくして、さらに長期的な戦略を見据えて、できますれば、私ども

のほうで進めさせていただいているＭＩＣＥの取り組みそのものにつながるような、そういう

取組の体制ができ上がると大変ありがたいなというふうに思った次第でございます。 

 かなり我田引水的になっておりますが、そういう観点から一、二申し上げますと、まず、今

回の2020年のオリンピック・パラリンピックにおきましては、大変残念ながら本大会での競

技そのものは県内での開催はないというふうにお聞きしております。そういう中で、そうはい

え、前年に開かれるであろうプレオリンピック大会であるとか、あるいは本番においても選手

の合宿、事前のトレーニングであるとか、勝つためのさまざまな仕掛けを各国が恐らく作って

くるでしょう、それを迎え入れるその場所の提供であるとか、いろいろな意味でチャンスは非

常に多くあろうかと思います。 
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 そういう意味でも、ぜひ本大会はともかく、少しでも一つでも多くのそういった合宿である

とか、そういうものを含めた言うなれば招致ができるような、そういう体制を早急に整備して

いかなければいけないのかなというふうに思います。 

 そういう観点から、ぜひこれは既にこの後の素案の中で具体的に記されていることなのかも

しれませんけれども、情報の一元化、取組の一元化というようなことを含めますと、この招致

というようなところを前面に出すために、例えば、スポーツコミッションの設置ですね、そう

いったものを具体的にすることによって一元化、より効率的な取組がされるのではないかとい

うふうに思いますので、そのようなことについても御配慮できればと、かように考えます。 

 それから、もう一点ございますが、２番目の取組の方向性のところに非常に苦労されて合言

葉は「ＣＨＩＢＡ」という、「ちば」と読んではいけないんですね、「ＣＨＩＢＡ」というこ

とで、それぞれ千葉の魅力であるとか、さまざまなものをこのローマ字の５文字の中に思いを

入れて、それがまさに合言葉としてまとめ上げられた、これは大変すばらしいなというふうに

思っております。 

 そうなんですが、実はこの合言葉は「ＣＨＩＢＡ」ということになりますと、どちらかとい

うと、迎え入れる私どもオール千葉での一員となって、言うならばホスト側の言葉のとらえ方

のようにも感じます。それをもし外から、海外からのさまざまなお客様を迎えるということを

想定いたしますと、そのゲストも共有できるような、そういう言葉に何か見つからないかなと

いうふうに、そう思いました。例えば「Ⅰ Love ＣＨＩＢＡ」とか、これはどこかのぱくり

だなというふうに怒られますけれども、何かそんな工夫がもう一段あって、それが言うならば

ゲストも共有できるような、そういう新しい「ＣＨＩＢＡ」というようなものができ上がれば

いいな、これは要望でございますけれども、もしそのような考え方がございましたらぜひ進め

ていただければと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 今泉課長、何か宿題みたいな意見が出ましたら、後でよく考えてくださいね。 

 それでは次に行きましょう、佐川さんですか。 

○佐川委員 日本旅行業協会、通称ＪＡＴＡと申しておりますが、関東支部千葉県地区委員会

から参りました佐川でございます。よろしくお願いいたします。 

 今回の取組基本方針の骨子をいただきまして、拝見させていただきました。千葉県にとりま

して、外国人のお客様を誘客する際に課題とされているような事柄が非常にうまく入っていら
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っしゃるなというような感想を私は持ちました。あとは、これを具体的に細かくどのようにい

つまでに振り分けていくのかということが実行できていけば、非常に成功に導いていけるので

はないかというふうに感じています。 

 特に言われていますのがハード的インフラの部分でございまして、安易に考えますと東京に

近い、また東京ディズニーリゾートのところにございます舞浜地区、それと海浜幕張地区、そ

れと成田空港に近い成田地区におきましては、多分お客様が黙っていても来られるんだろうと

いうようなことは安易に想像できますけれども、それ以外の地区にいかにお客様を引っ張るか

という最大の課題が、よく言われていますのが道路整備について、交通インフラというもので

ございます。 

 先ほど早川委員からもお話がありましたけれどもＥＴＣの問題、具体的に申し上げれば、本

日、午前中別の会合に出ていたときも話題が出ておりましたが、ここに出ておりますアクアラ

インの800円継続、日本人の方であればＥＴＣを持って非常にいい施策なんですが、外国人の

ような方でＥＴＣを持っていない場合は、実は2,000円なり3,000円なりの現金が必要になっ

てくるというようなところでございます。この部分を今、交渉を進めていらっしゃるという御

説明をいただいておりますが、この辺が実行できればよりいいのかなという感じです。 

 それと、資料２にございます道路、鉄道の整備計画、こちらのほうも期日までに進んでいけ

ばさらに外国人のお客様だけでなく、日本人のお客様も多く千葉県に取り込めるなというよう

な印象を持っています。 

 また、先ほどお話がありましたWi-Fiに関して、私も仕事柄、中学生、高校生の皆様を修学

旅行、研修旅行で海外にお連れするんですが、必ず現地について聞かれるのが無料Wi-Fiはど

うやって接続するんですかという意見が圧倒的に多いですね。今の15歳から17歳の世代でさ

えこのLINE、新しいツールでございますがLINEですとかフェイスブック、ブログを頻繁に使

っていらっしゃるということでございます。もしかしたら８年後には新しいコミュニケーショ

ンツールが生まれるのかもしれませんけれども、今の現状であればこの無料のLAN設定ですね、

これを広めることによってより多くのお客様を集客できるようなものにつながってくるんじゃ

ないかということを考えています。 

 私としてどれほどお役に立てるかわかりませんけれども、微力でありますが、今後もいろい

ろ努めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 いろんなそういう意味でいい企画を、ぜひ外国から来た人が乗るような企画をぜひお作りい
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ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、次に後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 私は、日本のオリンピック委員会に相当する日本パラリンピック委員会の運営委

員というのをやっておりまして、その立場で少し申し上げてみたいと思います。 

 パラリンピック、あるいはオリンピックを運営するためにかなりハードルがあります。その

ハードルというのは本当に2,000以上のハードルがありまして、それらを全部クリアするとい

うことが求められております。日本は大分それがクリアされつつあるという、それでもまだ十

分ではないということがありまして、そういう調査というか、勉強をなさって、そして外国か

らアクセスがあった場合に、ここなら安心してできるよというような準備が必要なのかなとい

う気がいたしました。 

 それで、私が最も申し上げておきたいと思いますのは、まずここにも書かれておりますが、

一過性のものではなくて次世代につなぐという、次世代につなぐというのは何かといいますと、

私が期待しているのは、障害のある方と障害のない方の共生という思想がどういうふうに醸造

できるかという、そういうことだと思うんです。パラリンピックをやっても、あるいは何かそ

ういうイベントをやっても余り意味がないです、現実的に。それは皆様が電車に乗られて、優

先席に若者がふんぞり返って座っているのを見ればよくおわかりになると思います。それが現

実なんです。ですから、その現実をどうやって障害がある方と障害のない方がともにスポーツ

を楽しむ、あるいはともに生活をするということを、そういう環境を醸造できるか、それが千

葉から発信できれば私はすばらしいことだと思っていますので、そういう視点で私はぜひ協力

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○石井座長 大変重要な話をありがとうございました。 

 今日は、競技関係で出ているのは後藤さんだけなんですね。次からは鈴木大地さんとか増田

さんも来て、競技者から見た５年後の千葉が何ができるかという話もあると思いますので、今

日はお一人で本当に御苦労さまでございました。 

 それでは、次は石川委員、お願いいたします。 

○石川委員 ＪＲ東日本の石川でございます。 

 今まで皆様がお話しされておりますので、私からも１つ、２つだけお話しさせていただきた

いと思います。 

 この東京オリンピック・パラリンピック、日本を元気にするということにとっても非常に大
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事なイベントでございますので、これについてはまず成功させるということが大事だと思いま

すし、その中で今回のオール千葉という形で千葉を元気にする、千葉を将来に向けて発展させ

る取組というのは非常に大事ないい取組だというふうに考えてございます。 

 ＪＲといたしましては、オールジャパンと申しますか、先ほどのオリンピックを成功させる

ためにも会場が多い東京エリアを中心にいろいろ輸送面での検討をしているところであります。

そういった面でもこの千葉エリアにおいても、輸送面においてのいろいろ対応というのはしっ

かりと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 今回、この会合に出るに当たっていろいろインターネット等でも見させていただきました。

感じたのは、先ほど座長からもお話しありましたとおり、いろんな都市でキャンプ地の誘致で

あるとか観光客の観点から、大体いろいろ取組が始まっているなという感じがしてございます。

千葉においてのアドバンテージというのを生かしつつ、千葉の魅力というのを今以上にブラッ

シュアップして、そういう中で千葉が選ばれるというような取組がまさに必要だというふうに

考えるところでございます。 

 私からは以上であります。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の中では最後になりますね。前田さん、よろしくお願いします。 

○前田副座長 マザー牧場を経営しております前田です。図らずも副座長という重責を命じら

れまして、身を引き締めてこの会議に臨まさせていただきます。 

 今回のこの「ＣＨＩＢＡ」を合言葉の東京オリンピックへの取組でございますけれども、ま

ず非常に早い立ち上がり、この2014年の４月、ここからのスタートができたということで大

変早い動きに、県の皆様方の動きに敬意を表したいと思います。 

 開催地である東京でさえ、この４月の新年度から本格的にこのオリンピックに向けたセクシ

ョンが都庁内に動き始めたとも聞いておりますので、それに負けず劣らずのタイミングだと思

います。 

 既におまとめいただいているこの五輪と同じ５色の５通りのレジュメの２ページ目にありま

す取組でございますけれども、この５色の中の一つの黒色である成田空港を中心とする人と物

とのスムーズな流れ、まさに公共セクターにおけるインフラ投資だと思います。この中で私ど

もは、一民間事業者でありますけれども、民間セクターにおける投資をどれだけ推進できるか、

これが一つの2020年の取組ではないかと思います。 

 わかりやすくは、このブルーの五輪の一つであるキャンプ地等の受け入れでありますけれど
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も、千葉県内の中で、例えば南房総であるとか自然豊かな広い土地、トレーニングやキャンプ

に適したところはたくさんあります。このあたりをどう掘り起こしてアピールできるかが一つ

のポイントではないかと思います。いずれこれ時間がたっていきますと、日本全国の各県、特

に首都圏から競争が起きると思います。地域間競争だと思いますけれども、ここをいち早くぜ

ひ千葉県で先制攻撃でアピールしていただいて、一つでも多くの国、一つでも多くの競技のキ

ャンプ地、合宿地、準備地を誘致できるように図るべきではないかと思います。 

 その中で、我が町、我が地域に何々国のキャンプが来るということになります。そうします

と、否が応でも宿泊施設、あるいは飲食施設、そのほかみんなきれいに整えていくんではない

でしょうか。民間は必ずしも経済原理だけではなくて、オリンピック期間はある時期で過ぎま

すけれども、ここで整えるインフラというのは長い間千葉県の価値を高めていくものだと思い

ます。 

 このオリンピックを契機として、例えば新しい施設をつくるんではなくても、ホテルさんや

旅館さんでもリノベーションしよう、外国の方に親切な、あるいは障害を持たれた方に親切な

ように改装していこう、こんな投資も間違いなく起こっていくと思います。これらを促進すべ

き千葉県のこれらの誘致、キャンプ地としての場所の誘致、また、どういうふうにすれば我が

まち、あるいは我が施設がこのキャンプ地に適するように改良していけるのか、こんな指針を

まとめていただいて全県に発信できれば、大きなオリンピック効果の一助になるのではないか、

こういうように思います。 

 また、もう一つの視点としましては、どれだけ多くの県民をこの2020年の東京オリンピッ

クを契機としたムーブメントにインボルブできるか、参加していただけるか、これだと思いま

す。最初御紹介いただきましたが、私、東京都内では東京タワーという施設も運営しておりま

す。昨年の10月でしたか、東京オリンピックが決定して、一気に世論は東京オリンピックに

傾いたんですけれども、わずか３カ月前、７月１日に実は東京タワーでＪＯＣさんと一緒に誘

致運動をやったんです。五輪色にタワーをライトアップして風船を上げたんです。まだまだ知

られていなかった。私、体感的には過半以上、七、八割の方は関心を示さなかった、それがわ

ずか３カ月後にがらっと世論が変わった記憶があります。 

 もっともっと千葉県でも具体的なオリンピックのキャンプ地でもいいですし、選手が来てい

ただくんでもいい、プレオリンピックでもいい、具体的な何か目に見えるイベント等を誘致し

て、それに向けて県民意識を2020年のオリンピックにインボルブしていく、巻き込んでいく、

こういう活動も必要ではないかと思います。 
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 さらに、ここにない中では、やはり多くの海外の方が見えますから外国語、話せる英語、あ

るいはフランス語もオリンピックの公用語だと思いますし、多言語があります。こういう意味

で、教育のほうもインボルブすべきではないかというように思っています。 

 さらに、国際交流、外国への関心、最近、日本人の若者の海外への興味が薄れてきたんでは

ないかと言われています。海外への留学生が減っている、あるいはアメリカの大学においても、

アジアの学生の中で例えば中韓に比べて日本人の留学生の数が極端に少ない、こういう現象が

起きています。長い期間に日本の国際力が落ちていくんではないかというように懸念をしてい

るんですけれども、こういう教育面でも国際交流や言語、この辺にオリンピック、2020年を

何かしらてこにブラッシュアップすべきではないかと思います。 

 雑多な感想でございますけれども以上でございまして、ぜひ千葉県が中心となった会議なん

ですけれども、県政いろんな目標、地域整備やインフラ整備、教育、あると思うんですけれど

も、このオリンピックをぜひ横串として、県政を一気通貫で新しいムーブメントを起こしなが

ら、この合言葉「ＣＨＩＢＡ」に向かった会議にささやかながら一助になりたいと思っており

ます。 

 雑多な感想で大変失礼しました。以上でございます。 

○石井座長 ありがとうございました。 

 一通りお話をいただいたわけですけれども、最後に前田さんに私、お願いしたのはなぜかと

いうと、やはり千葉県にとってオリンピックが終わった段階で、その後で大事なのは南房総の

観光かなというふうに考えているんですね。その筋道を、オリンピックと関係つけて、道路も

そうですね、圏央道だってそう、成田空港もそうなんです。もう一つ滑走路欲しいと思います

よ。だから、それもオリンピックまでできるかできないかわからないけれども、そういうもの

をみんなやっちゃおう、この際、そういう会議にしましょう。だから、おもしろい提案をいろ

いろしてもらったほうがいいと思うんですね。 

 御承知のように、昭和42年、生まれてない人が多かったと思いますが、日本はドイツを抜

いて世界でＧＤＰが第２位になったんですね、アメリカの次に。今はまた３位になっちゃいま

したけれども、その原点は昭和39年のオリンピックなんですよ。あのときにオリンピックを

成功させようといって、それに経済がばんと着いていったから世界第２位になったんですね。

多分、今度の東京オリンピックも使えるな、一番使えるのは地の利から言ってもやっぱり千葉

県だろうと思いますよ、成田空港があるんですから。とにかく何でもかんでも、この際オリン

ピックにかこつけてやっちゃいましょうよ。 
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 観光というふうに言いましたけれども、実は台風の日だったかな、昨年、知事と北海道へ観

光誘致に行こうということになっていまして、ところが台風が来るから、知事に「あなた行っ

てくれ」と、１人で行ってきたんですね。もちろん北海道の札幌、すすきのに行きました。大

変楽しくて３軒もはしごしちゃいました、夜。何が楽しかったというと、北海道というのは、

いろんな作物は日本一だけれども、実は売るのは観光なんですね、すすきのに行くとみんない

いと言うんですね、あそこは。それは多分、もてなしの心があるんだろうと思います。本当に

感じました。どんな赤提灯に行っても、本当によく札幌に来てくれましたという感じがするん

だよね。ところが千葉は、これから観光だといってもまだない、全然不愛想だし良くないです。

県の方もその時一緒に視察へ行ったわけですから、そういうのを生かしてもらいたいんだよね。 

 千葉県は裕福だからあんまり一生懸命やらないんですよ。それから、頭を下げることが好き

じゃないんですね、ここの人たちは、それではだめだと思います、これからは。やっぱり千葉

が首都圏なんて言わないで日本で一番いい県だ、だから、オリンピックが終わったら皆さんぜ

ひおいでください、大歓迎しますよと、そういうようなものを外国の方に感じさせるような千

葉県でありたい。この会議もそのためにいろんなことを考えていきたいなというふうに私は思

っています。 

 それでは、いろんな意見が出ましたけれども、これからまとめるに当たって事務局のほうか

ら何かありましたら今泉さん、お願いします。 

○今泉政策企画課長 たくさんの御意見を頂戴いたしましてありがとうございます。意見をお

聞きいたしまして、やはり一つ一つの御意見が一々なるほどなと、私たちの思いの至らない部

分の御意見もたくさんいただきまして本当にありがたく思っております。 

 今後、基本方針を作ってまいりますけれども、ただいまいただいた御意見を踏まえまして、

よい基本方針となるように頑張ってまいりたいと思います。 

 皆様方には引き続きまた御意見を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。ありがとうございます。 

○石井座長 じゃあ、よろしくお願いします。 

 とかくこういう問題は役所が中心でやるとだめなんですよ。本当固くなっちゃってだめです

から、皆さん、この会議だけじゃなくてバンバン総合企画部長にいろんなこと言ったらいいで

すよ。役所というのは法律に基づいてやるんだから、それ以外のもので破天荒なことはできな

いんですね。だから、それはきょう御参加の委員の方がいろんなことを言って、逆に政策企画

課長がそんなできないことも言われちゃったけど取り入れなきゃしょうがねえなというような
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感じで作ればいいんですよ。 

 とにかく千葉県良くしましょうよ。もう知事だって真っ先にこういうものを作ろうと立ち上

げてくれたわけだから、みんなで頑張っていい千葉県をというふうに私は思っていますので、

ぜひ委員の皆様にはいろんな意味で、ここだけじゃなくて意見を言っていただきたいというよ

うに思います。次回以降もお願いします。 

 どうぞ。 

○夏目委員 せっかくの機会ですから、これ資料の説明なかったんですが、配られた資料の２

についてちょっと疑問に思っているので教えていただければと思うんですが、左側のほうに丸

があって、大会期間中、観客動員数1,010万人というのがありますね。その下にみずほ総研の

出典の観光客数見込みというのが505万人、そして海外が80万人、国内宿泊、こう書いてあり

ますが、この関係はどうなっているのかということと、海外からは80万人しか来られないと

読むんですか。そうではないでしょう。これはどう読んだらいいのか、わかったら教えてくだ

さい。 

○今泉政策企画課長 これは綿密にこちらのほうが分析したというよりも、例えばこれはみず

ほ総合研究所の資料の分析の中で出ているというものをちょっと参考のために書かせていただ

いておりますので、必ずしもこれとこれの数字の整合というととれていないところはあるかも

しれません。 

○夏目委員 80万人しか来ないとなると、成田空港を利用するのは80万人なのか。 

○石井座長 おかしいよね、この数字は。 

○夏目委員 ちょっとこれだと何か意気消沈というか、がっかりしちゃうんですが、後でもし

調べられたら調べてください、そして教えてください。 

○今泉政策企画課長 はい。 

○石井座長 一通りは終わったんですけれども、何か御意見がある方はどうぞお話しいただけ

ればと思いますけれども。 

 どうぞ。 

○後藤委員 教育関係の話をちょっとさせていただきます。皆さんも御存じのように、学校教

育という義務教育は国が決めました一つの学習指導要領という、そういうものに基づいてやっ

ております。そこに障害のある方々に関することを学ぶというのがすごく希薄なんですね。そ

れで、特にスポーツとかいう分野におきますと余りない。じゃあ、障害のある方々について学

ぶというのはどういう授業で学ぶのかといいますと、主に総合的な学習の時間という、そうい
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う時間、例えば体育とか、国語とか、音楽とか、そういうものではなくて、総合的な学習の時

間というものを通して障害のある方のスポーツとか、障害のある方について学ぶことが多分多

くなるんだろうと思います。 

 そのほかには、例えば保健の中で生活習慣病ということで学ぶことはあると思いますけれど

も、いわゆる障害というものについて学ぶというのは余りない。ですので、その辺の教育を千

葉県の中でうまく副読本みたいなものを作って進めて、皆さん、障害理解というものを進める

ように何とかしていただければなという希望があります。 

○石井座長 わかりました。 

 障害教育だけじゃなくて、教育というのは僕は物すごい大事なことだと思っているんですね。

今、実は千葉県の産業教育審議会の会長をやっているんですね。そういう中でそういうものは

討議されたことが何にもないんですよ。だから、まさにそのとおりだと思いますね。ですから、

そういう方向にも我々目を向けなきゃいけないなというふうに今感じました。ありがとうござ

いました。 

 ほかにありますか、よろしいですか。この会議は何回あるの。 

○今泉政策企画課長 スケジュールも含めて御説明させていただきたいと思います。 

 お手元のほうに資料３というものがございますので、ごらんいただきたいと思います。Ａ４

の１枚紙でございます。 

 今後の2020年オリンピック・パラリンピックに係る基本方針策定スケジュールということ

でございます。 

 本日、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえて、骨子に肉づけをする形で基本方針素案

を策定してまいります。６月上旬に第２回目の基本方針策定協議会を開催いたしまして、その

素案について再度皆様から御意見を頂戴したいというふうに思っております。 

 それを踏まえて基本方針案を策定いたしまして、７月を目途に知事、副知事、県の各部局長

で構成する県の戦略推進本部において基本方針をまとめたいというふうに考えております。 

 また、基本方針決定後、官民連携によるオール千葉での取組を行うためのもっと細かい戦略

の策定及び今後の取組の推進に向けたそういった検討を行うために、８月に第３回の基本方針

策定協議会を実施したいというふうに考えております。 

 ということで、会議の開催については、第３回までを現時点では考えております。 

 第３回で、今後の新しい推進体制ということを考えてまいりたいというふうに思っておりま

す。 
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○石井座長 ありがとうございました。 

 スケジュールはそんなことのようですから、オリンピックまではかなり期間はあるんだけれ

ども、そういうものを作っていく時間は余りないということでございますので、活発な意見交

換を今後進めていきたいというふうに思います。 

 では、御苦労様でございました。ありがとうございました。 

 

（６）閉会 

○司会 これをもちまして、第１回の協議会を終了いたします。本日は、皆様、お忙しい中を

お集まりいただきまして誠にありがとうございました。 


