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第 10 回「２０２０年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議」結果概要 

 

１．日時：平成３１年３月２５日（月）１３時５７分～１５時４２分 

２．場所：三井ガーデンホテル千葉 ３階・平安南 

３．出席者：別紙のとおり 

４．議事概要 

（１）開会 

○司会 本日は、委員の皆様におかれましては、大変御多忙の中、御出席賜りまし

てまことにありがとうございます。 

 会議の開催に先立ちまして、委員の皆様にお知らせいたします。本会議につきま

しては、2020 年東京オリンピック・パラリンピック千葉推進会議設置要綱第６条に

よりまして、原則として公開するものとしておりますので、御了承いただきますよ

うお願いいたします。 

 また、お手元に配付させていただきました本日の資料につきまして、御確認させ

ていただきます。配付資料一覧というものがございますが、そちらに従いまして御

説明させていただきます。 

 まず、１つ目、会議次第でございます。次に、「2020 年東京オリンピック・パラ

リンピックＣＨＩＢＡ推進会議委員名簿」、次に出席者名簿、その次に座席表でご

ざいます。 

 ここから資料にまいります。資料１といたしまして「オリンピック・パラリンピ

ックに係る県内の主な動き」、資料２といたしまして「東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック 500 日前を契機とする『みんなで応援！千葉県経済団体協議会』の取

組み方針について」、資料３「学生団体おりがみの東京オリンピック・パラリンピ

ックに係る取組」、続いて、資料４－１「2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けた『オール千葉』の行程表」、資料４－２「平成 30 年度 千葉県戦略・行

程表に係る『オール千葉』の取組」、資料４－３「千葉県戦略・行程表に関連する

県の主要事業（平成 31 年度当初予算）」、資料５「スポーツを応援するチーバくん

デザインの取組について」、資料６「2020 年東京オリンピック・パラリンピック 500

日前を記念したイベントの実施状況」、資料７「バリアフリーツアー情報発信事業」、

資料８「共に楽しむ！パラスポの『輪』プロジェクト」、資料９「第９回推進会議
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における主な意見と対応について」、以上でございます。不足等ある方がいらっし

ゃいましたらお申し出ください。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまから第 10 回 2020 年東京オリンピック・パラリンピックＣＨ

ＩＢＡ推進会議を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます千葉県東京オリンピック・パラリン

ピック推進局開催準備課の大野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（２）あいさつ 

○司会 それでは、次第により会議を進めさせていただきます。 

 まずは、本会議の会長でございます森田知事から御挨拶申し上げます。 

○森田会長 会議の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。着席にて失礼いた

します。 

 委員の皆様には、御多忙の中、御出席を賜りまして、心から厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、昨年９月、本会議の議長を務めていただいていた石井俊昭様が御逝去され

ました。会議の冒頭に当たり、謹んで哀悼の言葉を申し上げます。 

 石井様におかれましては、本会議の議長を初め本県行政の各分野において御尽力

を賜りました。その多大なる御功績に深く感謝を申し上げますとともに、謹んで御

冥福をお祈り申し上げます。 

 さて、東京オリンピックの開催までいよいよ 500 日を切りました。今後、チケッ

トの販売開始や聖火リレールートの公表など大会の開催機運も盛り上がってまいり

ます。このような中、先日、経済６団体から機運醸成の取組方針が公表されたこと

は大変心強く、県といたしましても、オリンピック・パラリンピックの開催効果を

皆様とともに本県のさらなる発展につなげてまいりたいと、そのように考えており

ます。 

 委員の皆様におかれましては、2020 年、さらにはその先を見据えて、専門的、総

合的な立場から忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

（３）委員紹介 
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○司会 ありがとうございました。 

 続きまして、今回新たに委員に就任いただいた方々を御紹介させていただきます。

お名前をお呼びいたしますので、御起立をお願いいたします。 

 まず、新井敏幸委員でございます。 

○新井委員 新井でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 鵜沢清永委員でございます。 

○鵜沢委員 ＮＳＡ千葉東支部、鵜沢清永でございます。 

○司会 大澤克之助委員でございます。 

○大澤委員 大澤です。よろしくお願いします。 

○司会 小野澤康夫委員でございますが、本日は代理として長谷川様が御出席いた

だいております。 

○小野澤委員 よろしくお願いします。 

○司会 佐藤忠信委員でございますが、本日は代理として大竹様が御出席されてお

ります。 

○佐藤委員 よろしくお願いします。 

○司会 澤川和宏委員でございます。 

○澤川委員 澤川でございます。県の教育長をしております。よろしくお願いいた

します。 

○司会 篠塚泉委員でございます。 

○篠塚委員 千葉大学の篠塚でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 中垣内浩委員でございます。 

○中垣内委員 鴨川シーワールドの中垣内と申します。よろしくお願いいたします。 

○司会 早川治委員でございます。 

○早川治委員 県警本部長の早川でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 山田耕司委員でございます。 

○山田委員 タクシー協会の山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 佐久間英利委員でございます。 

○佐久間委員 佐久間でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 皆様、よろしくお願いいたします。 
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（４）議事 

○司会 これより議事に入りますが、現在議長が不在のため、議長の指名までの間、

進行を新倉副議長にお願いしたいと思います。 

 新倉副議長、よろしくお願いいたします。 

○新倉副議長 それでは、議題（１）議長の指名についてですが、本会議の議長に

おきましては、設置要綱第３条３項により、委員のうちから会長が指名することと

なっております。森田会長から議長の御指名をお願いいたします。 

○森田会長 それでは、議長を御指名申し上げます。議長には千葉県商工会議所連

合会会長の佐久間英利委員にお願いしたいと思います。 

○新倉副議長 会長からの御指名がございました。佐久間委員、よろしいでしょう

か。 

○佐久間委員 謹んでお受けします。 

○新倉副議長 佐久間委員より御承諾をいただきました。 

 それでは、佐久間委員には議長席へお移りいただきますようお願いいたします。 

（佐久間委員、議長席に移動） 

○新倉副議長 それでは、議長が決まりましたので、ここで佐久間議長に御挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐久間議長 ただいま、森田会長から議長の御指名をいただきました千葉県商工

会議所連合会会長の佐久間でございます。このたび指名をいただきましたことは、

まことに光栄なことであり、身の引き締まる思いでございます。 

 先ほど会長からもお話がありましたように、オリンピックの開催まで 500 日を切

りました。委員の皆様方におかれましても、それぞれの御活動で目標に向かって取

組を加速させていることと思います。経済界といたしましても、今月６日には県が

作成した「スポーツ応援チーバくん」を活用した取組や、「オール千葉」５つの行

動宣言の取組について発表を行うとともに、森田会長にも「オール千葉」で一層の

機運醸成を図っていただきたいと要望を行わせていただいたところでございます。 

 本会議におきましては、大会の成功とともに開催効果を千葉の発展と地域経済の

活性化につなげていくために、官民一体となって「オール千葉」で力を結集して取

り組んでまいりたいと思います。委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○新倉副議長 それでは、これより先の議事進行につきましては、佐久間議長にお
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願いをいたします。 

○佐久間議長 それでは、これより議事を進めます。議題（２）オリンピック・パ

ラリンピックに係る県内の主な動きについて、事務局から説明をお願いします。 

○高橋オリンピック・パラリンピック推進局長 県庁オリンピック・パラリンピッ

ク推進局長の高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料１のＡ４の２枚つづりをご覧いただければと存じます。着座で失礼いたしま

す。なお、資料の２枚目には表をつけてございますが、こちらは組織委員会の主な

今後の予定、あわせて県内における今後の主な予定をまとめてコンパクトに併記し

たものでございます。説明は１枚目のペーパーで行わせていただきたいと思います。 

 まず、左上をご覧いただきまして、競技日程・チケットについてでございます。

県内開催の８競技に係る情報は、表に記載のとおり発表されているところでござい

ます。オリンピックのチケットは今年の春ごろから、パラリンピックのチケットが

今年の夏ごろから、販売の手続きがそれぞれ開始される予定でございます。購入に

は事前に公式サイトでのＩＤ登録などが必要となります。 

 なお、一般販売されるチケットといたしましては、通常のチケットに加えまして、

車いすユーザーと同伴者が一緒に観戦できるチケット、また、家族やグループ向け

のチケットなども発売される予定となっております。 

 なお、資料には記載してございませんが、この一般販売とは別に、全国の小中高

校生などを対象とした団体観戦プログラムも用意される予定でございます。観衆の

声援は、選手に対する最大のおもてなしとなると考えておりまして、県としても本

日御出席の皆様方のお力添えをいただきながら、より多くの県民の皆様に会場で生

で競技をご覧いただきたいと考えております。引き続き御協力いただきますようお

願い申し上げます。 

 続きまして、右側をご覧いただければと思います。２の会場整備についてですが、

現在組織委員会では、幕張メッセ及び釣ヶ崎海岸の仮設施設整備の実施設計などを

進めているところでございます。県では、幕張メッセのエレベーター、エントラン

スなどの改修を行うとともに、釣ヶ崎海岸の自然公園の整備などを進めておりまし

て、全体としては計画どおりに進捗しております。今後は、ハードからソフトの大

会の運営面に重点がシフトしてまいります。 

 大会の運営につきましては、３に記載のとおり、今後、組織委員会が今年度末ま
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でに大会の運営計画を示しました後に、輸送、飲食、医療など個別の運営計画の調

整も活発化していく見込みでございます。 

 ４の大会関連ボランティアにつきましては、組織委員会が募集する大会ボランテ

ィアと県が募集する都市ボランティア、これらはともに募集が締め切られまして、

今後は書類選考・面接、研修などを経て、2019 年度末ごろに正式採用となる予定で

ございます。 

 ５には主な行事を記載してございますが、本年は県内でさまざまな国際大会やテ

ストイベントが開催される予定です。県内の子供たちにも応援・観戦してもらう機

会をつくってまいる予定でございます。また、2020 年の大会期間中におきましては、

競技会場周辺にライブサイトを設置したり、競技体験コーナー、市町村のＰＲコー

ナー、これらを併設したイベントの開催も予定しているところでございます。 

 ６は聖火リレーについてでございます。まず、オリンピックにつきましては、ち

ょうど先週、組織委員会から聖火のトーチ・エンブレムの公表が行われるなど順調

に進捗しております。今後は、今年の夏ごろにルート概要の公表があるととともに、

この公表の後には、ランナーの募集の手続きが始まる予定となっております。また、

パラリンピックにつきましては、詳細は今後となりますけれども、競技開催県とな

ります千葉県、埼玉県、静岡県につきましては、トーチのリレーを実施する方向で

検討がなされているところでございます。 

 なお、県関係の取組の詳細につきましては、追ってこの後各担当課長からより詳

細な説明をさせていただきます。本県といたしましても、組織委員会の取組と連動

しながら市町村、大学、企業、経済団体の皆様との連携をさらに強化し、「オール

千葉」の体制で取組を拡大してまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見がございましたら挙手をお願いいたします。何か御意見

ございますか。 

 御意見がないようでございますので、次の議事へ進ませていただきます。 

 それでは、次に議題（３）取組事例報告等についてでございます。本日はオリン

ピック・パラリンピックを契機に県内で熱心に活動を展開している団体から、それ

ぞれの取組について御報告をいただきます。なお、取組についての御意見につきま
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しては、学生団体おりがみの都築様からの報告の後、一括してお受けいたします。 

 まずは、みんなで応援！千葉県経済団体協議会から御説明をお願いいたします。 

○みんなで応援！千葉県経済団体協議会 宮島代表幹事 みんなで応援！千葉県経

済団体協議会代表幹事の宮島でございます。私のほうから、活動状況について御報

告をさせていただきます。 

 本協議会は一昨年の７月に、東京 2020 大会の成功と取組を通じて活力ある地域社

会づくりに資することを目的に、６つの経済団体で設立いたしました。おもてなし、

機運の醸成、情報の発信、この３つを活動の柱としております。 

 まず、おもてなしでございますが、高齢者や障害のある方、外国人などが、さま

ざまな場面で困っていたり、助けを求めていたりしている際に、積極的に声かけを

行い、相手の求める範囲で手助けを行う声かけサポート運動を取り上げ、マニュア

ルを作成し、構成団体を通じて活動を展開してまいります。この声かけサポート運

動は交通事業者や東京商工会議所が既に展開しているものでございます。 

 ２つ目の機運の醸成でございますが、構成団体の総会、懇談会等において、競技

紹介パネルを継続して掲出しており、また、県内で開催される各種スポーツ大会へ

の応援動員、運営スタッフ、ボランティアにも協力しております。 

 次に情報の発信でございますが、パラスポーツ応援イベント「Go!Together!」で、

国際大会に合わせて銚子はね太鼓、佐原手踊りの２団体による郷土芸能のステージ

を披露するなど、文化の発信も行ってまいりました。また、昨年８月の２年前イベ

ントでは、オリンピック・パラリンピックに関係する県内企業の技術紹介の展示ブ

ースを設けまして、情報の発信を通じた機運の醸成に取り組みました。その他、構

成団体を通じて千葉県作成の WALLET カードを配布し、海外出張の際の訪問先へ名刺

とともに手渡していただきまして、千葉県をＰＲする活動も展開しております。 

 ちょっとこちらをご覧いただきたいのですが（ポスターを示す）、今掲げている

このポスターは、最近の取組として、３月 18 日にイオンシネマ幕張新都心で開催さ

れた 500 日前イベントを皮切りに、千葉県をスポーツ応援チーバくんと県内開催競

技チーバくんでいっぱいにする運動としまして、これをスタートいたしました。こ

の運動は、ステッカーとミニのぼり、机の上に何本か立てかけてございますが、こ

のミニのぼりを作成しまして、目に見えるところに掲示していただくことで、東京

2020 大会や県内開催競技の認知度を一層高めていくという狙いでございます。既に
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金融機関様では店舗入り口やＡＴＭコーナーに、また会員企業様でも事業所店舗の

自動ドアや受付カウンター、または営業用の車両などにこのステッカーを張り出し

ていただきまして、機運の盛り上げを図っていただいております。現在も企業や団

体、学校などからの照会が多数入っておりまして、さらなる広がりを進めていると

ころでございます。 

 次に、お手元の資料２をご覧いただきたいのですが、３ページになります。私ど

もは今回のチーバくんいっぱい運動の開始宣言と同時に、「オール千葉」５つの行

動宣言を取りまとめております。県内の全ての方々に対し、「オール千葉」の輪を

広げていくよう呼びかけを行っております。 

 この宣言は、「知る」「広める」「応援する」「もてなす」「元気になる」の５

つから成っております。県内開催競技の周知を図り大会の成功につなげるとともに、

活力ある地域社会づくりや将来を担う人づくりに貢献してまいりたいと考えており

ます。 

 また、その資料の最後のほうに要望書というものがあると思いますが、協議会か

ら県に対しまして、大会に向けての取組の相乗効果をより高めるためにということ

で、１つとしまして、東京 2020 大会に向けて県内で開催されるプレ大会や事前キャ

ンプ等を含め、県民の参画に資する情報の積極的な提供。２つ目としまして、スポ

ーツを応援するチーバくんの新デザインの積極的なＰＲなど、経済界を初め多様な

主体が機運醸成に取り組むことができる環境の充実。３点目としまして、聖火リレ

ーや大会関連イベント、ホストタウン事業など、全県における多様な参画機会の充

実。４点目としまして、競技の体験・観戦機会の提供など、子供たちの参加促進。

５つ目としまして、東京 2020 大会をあらゆる世代の県民に直接観戦していただける

よう、本年春以降開始される公式チケットの購入方法のわかりやすい周知。この５

点を要望したところでございます。 

 今後も経済界が力を合わせまして、東京 2020 大会の成功に向けて、「オール千葉」

で積極的に活動を進めてまいりますので、御出席の皆様方におかれましても、それ

ぞれの立場で御協力いただきますよう、今後ともよろしくお願いいたします。 

 私からの報告は以上でございます。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、次に学生団体おりがみの取組について、都築様より御説明をお願いい
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たします。 

○学生団体おりがみ 都築代表 皆さん、こんにちは。学生団体おりがみで代表を務

めております千葉大学人文公共学府博士前期課程１年生の都築則彦と申します。 

 学生団体おりがみは、オリンピック・パラリンピックを学生みんなで盛り上げよ

うというところから頭文字をとって、「おりがみ」という団体名で活動しておりま

す。私が学部１年生のときに立ち上げ、現在で設立５年目、メンバー169 名となって

おります。現在、東京 2020 に向けて動く学生団体としては日本最大級となっており

ます。本日はこのお時間をいただきまして、私たちの 2020 に向けてかける思いと、

そしてその取組事例についてのお話をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 2020 年東京オリンピック・パラリンピック、世界各地の人がこのとき、この地に

思いをはせ、東京、日本、そして世界が変わっていく。このオリンピック・パラリ

ンピックの大きな可能性に惹かれ私たちは集まりました。私たちの考えるオリンピ

ック・パラリンピックの大きな可能性、それは人を動かす力です。社会なんて何も

興味がなかった、そんな普通の学生が何かやってみたくなる、そんなふうに心を揺

さぶられ、立ち上がる。そんな力がオリンピック・パラリンピックにはあると考え

ています。 

 さまざまな学生が活動を続けていますが、私たちが活動を続けていく中で気がつ

いたことがあります。それは、オリンピック・パラリンピックはみんなが初心者だ

ということです。企業も行政も、もちろん学生も、オリンピック・パラリンピック、

1964 年のオリンピックにかかわった学生、そんな人はほとんどいない。その後、2020

年に続けて取り組んでいる人はなかなかいない。だから、みんなが同じ土俵で、何

ができるかを知恵を寄せ集め合って考えることができる。そんな魅力がオリンピッ

ク・パラリンピックにはあると考えています。そんなオリンピック・パラリンピッ

クだからこそ、普通の学生が社会課題解決のヒーローになっていく、そんな瞬間を

何度も何度も目撃してきました。オリンピック・パラリンピックの歴史的なイベン

トであるという壮大さと、みんなが初心者であるという等身大の視点、このギャッ

プが私たちの活動の源泉です。 

 2014 年、６人のメンバーで立ち上げた私たち学生団体おりがみは、６人、20 人、

40 人、80 人、そして 160 人と、年々倍々のペースでメンバーが増えてきています。
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設立５年目の今年、169 人、37 の大学のメンバーたちで活動しています。今年、メ

ンバーが大きく増えたことに加えて、もう一つ大きな一歩を踏み出すことができま

した。それは、オリンピック・パラリンピックの持つ影響力をフル活用するための

プログラムである「東京 2020 参画プログラム」、この主体申請に登録していただい

たということです。組織委員会の方の言葉によると、学生団体としてはおりがみの

みが８月の時点では登録されていたそうです。現在どうなっているかというところ

については存じ上げないのですけれども、当時はおりがみだけが学生団体としては

登録することができました。 

 さまざまなオリンピック・パラリンピックの公式のマークをいただいて、たくさ

んのイベントを行っています。千葉県庁や千葉市役所、千葉県内の経済界の方々や、

東京都では墨田区や江戸川区、福島県や千葉大学、そして東京 2020 大会組織委員会

など、多くの東京 2020 関連組織の皆様とコラボレーションをしながら活動をさせて

いただいています。参画プログラムは、通算で 13 の公式イベントを開催してまいり

ました。さまざまな取組を行っておりますので、メディアでの出演回数は現在 50 回

以上、テレビや新聞などに掲載していただいています。 

 具体的なところとしては、千葉県内に絞ってお伝えさせていただきますと「海の

日フェスティバル ビーチボッチャ大会」というイベントを開催させていただきまし

た。一宮の海岸を学生たちでフィールドワークをしましたところ、車いすユーザー

でビーチにいる人がほとんどいないということに気がつきました。インタビューを

重ねたところ、ビーチで車いすで楽しめるコンテンツが非常に少ないといった問題

を発見いたしました。そういったところで、ビーチでできるパラリンピックの競技

はないだろうかということで、浜辺に貝殻を並べて、ボッチャを開催させていただ

きました。 

 そのほかにも「パラ×浴衣ファッションショー」というイベントを開催いたしま

した。こちらのイベントはパラリンピックの２年前イベントとして開催させていた

だきました。車いすユーザーの方のファッションショーというものには、多く参加

させていただいてきたのですけれども、そのファッションというものがなかなか日

常の生活に落とし込まれていかないという問題が、障害者の方々からのヒアリング

の結果わかりました。その中で、浴衣であればファッションショーをしながら、し

かも、2020 年以降もお祭りなどで日常的に使っていくことができる。そういった視
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点で、浴衣の開発をデザイナーの方と一緒に行いました。 

 そのほかにも、平昌やリオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックの開催

現地に赴いて、自主企画を行った学生たちが実は日本に何人かおります。その学生

たちを集めて、2020 年にどんなことをしたらわくわくできるかということをトーク

ライブで行うといったような「若者徹底討論『2020 年夏の最高の過ごし方』」とい

うイベントを、こちらもパラリンピック２年前イベントとしてイオンモール幕張新

都心で開催させていただきました。 

 こういった取組の果てに、2020 年、何を行っていくのか。例えば、おりがみのメ

ンバーの中には元パラアスリートのガイドランナー、視覚障害の選手のガイドラン

ナーのメンバーがおります。そのメンバーが、障害者と健常者がともに楽しむ運動

会というものを大々的に開催してみたらどうだろうかと提案しております。ほかに

も、聖火リレーは昼に回っていますけれども、夜はどこにあるのかということで、

火をテーマにしたイベントを夜企画として行ってみたらどうかという「Tokyo 2020

キャンドルナイト」というイベントを検討しておりました。ほかにもさまざまなイ

ベントを企画しておりますので、お手元の資料をご覧いただければと思います。 

 さて、2020 年に向けて若者が活動していく意味は一体どこにあるのか。実は、オ

リンピックは今、危機的な状況になっています。開催立候補都市がどんどん少なく

なっている。そんな中で、IOC が考える改革案「Olympic Agenda 2020」の３本の柱

の中に「若者」の文字があります。実はこの３本の柱は和訳がされておりませんの

で、東京 2020 関係者でもなかなか知らない人が多いのですけれども、2020 年以降オ

リンピックをどう進めていくかというときに、若者が一体何をしたのかということ

に世界中が注目していく、そんな一つのキーワード、それが「若者」です。2020 年

以降、若者の活動にますます注目が集まっていく、そのスタート地点が 2020 年だっ

たと言われるようにしたい。そんな思いで活動しています。 

 若者のオリンピックへの参画は、歴史上まだ誰も成功したことがないことへの挑

戦です。2020 年を 20 代で経験する世代のことを、私たちはオリンピック・パラリン

ピック世代と呼んでいます。そのオリンピック・パラリンピック世代が、まだ誰も

挑戦したことのないことへの挑戦を果たし、そして社会なんて興味のなかった学生

たちが何かやってみたくなるというふうに立ち上がった、そんな思い出を持った若

者たちがその先の社会を引っ張っていく、そんなきっかけに 2020 年がなったらいい
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なと考えています。しかし、学生だけでできることには限りがあります。ぜひ「オ

ール千葉」で、皆様のお力を借りながら進めていかれればと考えております。 

 御清聴ありがとうございました。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見がございましたら挙手をお願いいたします。 

 お願いします。 

○増田委員 意見ではないのですけれども、感想を言ってよろしいでしょうか。 

 都築さん、すばらしいです。本当に、若者たちがこんなふうに一生懸命来年のオ

リンピック・パラリンピックに参加しようとしていて、その中の考え方の一つに社

会の課題解決のヒーローになろうということを掲げている。今、具体的なこともい

くつか言ってくれましたけれども、一宮町などのサーフィンのときに、ビーチで車

いすでできるものといって、浜辺で貝殻を並べてボッチャ。こういうやわらかい頭

でぼんぼんこれからも出してください。 

 本当にすばらしくて、あと見出し力がすごいね。話の中で「みんなが初心者」「若

者」「課題解決のヒーロー」とか、私たちも一緒に、2020 年以降も考えるような気

持ちにさせていただいて、どうもありがとうございました。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 ありがとうございました。ほかに御意見がないようでございますので、ただいま

の取組事例報告を受けまして、森田会長から一言頂戴したいと思います。よろしく

お願いします。 

○森田会長 ありがとうございます。今、経済界、そしてまた学生さん、またいろ

いろなお話を賜りました。特に、まずは経済界の皆様の取組に敬意を表します。そ

れと同時に、私たちの使命として、一人でも多くの方にオリンピック・パラリンピ

ックを見ていただく、認知していただく。サーフィンは 70～80％の認知度があるの

ですけれども、一般のオリンピックのほうは、千葉県においては 20～30％で、大変

残念でございます。これは、私たちが踏ん張らなければならないなと思っています。 

 ですから、このようなステッカー等も含めて、いろいろなお話を賜ったというこ

とは大変いいことでありますし、誰がやるからいいではなくて、私たちがやらなけ

ればいけない。それと同時に、やはりメディアというのは大事でございます。千葉
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県には千葉テレビ、ベイエフエム、そして千葉日報という、まさしく千葉において

のメディアの中心、大変な大きな力があるわけですから、まさに私たち、「チーム

千葉」でお互いに助け合い、お互いにお願いし合い、お互いに力を合わせることに

よって、私はこのオリンピック・パラリンピックの成功につながるし、それがイコ

ール日本の千葉から世界の千葉になる千載一遇のチャンスかなと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 そして、学生さんの代表、都築さんもそうですね。今、増田さんもおっしゃって

おりました。明日の未来をつくるのは、もう残念ながら私たちではなくて、やはり

若い人たちなんですね。だから、その国に行って、この国はどうなのかなと思うと

きに、若い人たちがいかに情熱を持ち、そして、いかに前へ前へ進もうという考え

を持っているかということが大事だと思います。 

 学生さんの、都築さんの話を聞いて、まさにそのとおりだと。だからこそ私たち

は、私たちの年代が持っていない部分を今の学生さんたちに力を借りながら、また

学生さんたちが持っていないものを私たちが貸しながら、このオリンピック・パラ

リンピック、「おお、千葉ってすごいな」と、「いざというときにはみんなまとま

って、これだけのものをやった」と、そのように思われるように頑張らなければな

らないなと思ったところでございます。 

 ありがとうございました。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 なお、知事はこの後、所用がございますので、ここで退席させていただきます。

ありがとうございました。 

○森田会長 よろしくどうぞお願いします。 

（森田知事退室） 

○佐久間議長 続きまして、千葉県の取組等について、事務局から一括して説明を

お願いいたします。 

○前田開催準備課長 千葉県オリンピック・パラリンピック推進局開催準備課長の

前田でございます。私のほうからは、資料４－１、４－２、４－３の３点について、

御説明を申し上げます。説明は着座にて失礼させていただきます。 

 まず、資料４－１でございます。こちらは、10 の戦略ごとに、2020 年に向けた官

民の取組を、今後想定されるものを含め幅広く取りまとめたもので、昨年度、平成
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29 年７月の第８回の推進会議で決定されたものです。本日は、この行程表に係る今

年度の取組状況を資料４－２で、また、行程表に関連する 31 年度の県の主要事業を

資料４－３で、主なものについてかいつまんで御説明をしたいと思います。 

 まず、資料の４－２でございます。本年度の実績として記載したものでございま

すが、まず１ページをご覧ください。｢戦略０ 大会の成功・開催効果の全県への波

及｣についてですけれども、幕張メッセでは、引き続き電気設備やトイレ、エレベー

ターの更新を実施するとともに、中央エントランスの改修に着手したところでござ

います。また、海浜幕張駅から幕張メッセまでの会場周辺は、千葉市で歩道の段差

解消やエレベーター・エスカレーターの整備を進めております。 

 一宮町釣ヶ崎海岸のサーフィン会場関係では、自然公園施設の造成工事などを進

めました。 

 さらに、大会時に地元産品を使ってもらえるよう、組織委員会が定めているオリ

パラ大会の調達基準に対応させるため、ＧＡＰの取組も進めております。 

 ２ページをご覧ください。こちらは機運醸成の関係になりますので、後ほど、担

当課から説明がございます。 

 ３ページをご覧ください。｢戦略１ キャンプ・国際大会・ＭＩＣＥ誘致｣の関係

でございます。大会の事前キャンプに記載のとおり、松戸、成田、銚子がそれぞれ

今年度合意に達しました。また、８月に県内で実施された世界女子ソフトボール選

手権では、７つの代表チームが県内で事前キャンプを行ったところでございます。 

 ４ページをお願いいたします。｢戦略２ 競技力の向上・スポーツの普及｣の関係

でございます。こちらは、引き続きアスリートの強化・支援に取り組むとともに、

４つ目の項目に記載してございますように、釣ヶ崎海岸、成田空港、幕張地区にお

いて、県内開催競技の普及のため各種イベントを開催しました。 

 ５ページをご覧ください。｢戦略３ 成田空港の利便性向上、交通ネットワーク・

アクセスの強化｣の関係でございます。輸送関係につきましては、東京都、組織委員

会と調整を進めておりますが、特に、都心への流入対策を主なことといたしまして、

県としましても、経済団体等に道路・鉄道の混雑緩和対策への協力の呼びかけなど

を始めています。 

 また、本年２月には、成田国際空港株式会社が東京 2020 大会のオフィシャルパー

トナーとなりましたが、ＮＡＡ様におかれましても、トイレのユニバーサルデザイ
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ン化ですとか、空港内で現在地が確認できる「NariNAVI」の配信を行うなど、利便

性の向上に取り組んでいただいております。 

 ６ページをご覧ください。｢戦略４ バリアフリー化の促進｣の関係でございます。

県では、引き続きタクシー事業者へのバリアフリー車両の導入支援を実施するとと

もに、宿泊事業者を対象とした研修や、パラスポーツ体験等を通じた児童・生徒の

心のバリアフリーに取り組みました。 

 ７ページから８ページの戦略５・６の観光関係でございますが、こちらは「オー

ル千葉おもてなし隊」の結成等により、おもてなし機運の醸成に取り組むとともに、

観光地のトイレや多言語観光案内板、公衆無線ＬＡＮ等の整備促進を図りました。 

 ９ページの｢戦略７ 危機管理・安全対策｣の関係でございます。大規模イベント

開催時のテロ災害等を想定した国民保護図上訓練を実施し、テロ、感染症対策など

に取り組みました。 

 続きまして、10 ページの戦略８でございます。｢戦略８ 機運の醸成・国際交流の

促進｣の関係では、県内開催競技やおもてなし活動などの情報を、千葉テレビで放送

させていただきました。また、スポーツを「オール千葉」で応援する機運を一層高

めるため、今、机の上にも置いてありますけれども、チーバくんの新デザインを作

成しました。これについても、後ほど、担当課からお話があると思います。 

 11 ページをご覧ください。オリパラ教育推進校の関係でございますけれども、昨

年度の 30 校から今年度は 65 校となり、ボランティア精神の醸成や異文化理解等の

学習に取り組むとともに、都市ボランティアの募集も実施いたしました。都市ボラ

ンィアの関係は、おかげさまで、募集定員 3,000 人を大幅に上回る 6,546 人の応募

をいただいたところでございます。 

 最後に、｢戦略９ 戦略的な千葉の魅力発信｣についてですけれども、｢ちばの魅力

発信隊｣Facebook ページを開設するとともに、｢次世代に残したいと思う『ちば文化

資産』｣を選定し公表いたしました。 

 平成 30 年度の取組については、以上でございます。 

 続きまして、資料４－３、31 年度の県の主要事業といたしまして、｢千葉県戦略・

行程表に関連する県の主要事業｣について、こちらは新規事業を中心に御説明させて

いただきます。 

 まず、２ページでございます。こちらは、会場整備の引き続きの取組を記載して
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ございます。 

 ３ページをご覧ください。一番上の｢東京 2020 大会開催に併せたイベント実施事

業【新規】｣でございますが、こちらは大会期間中、期間限定ですけれども、競技会

場周辺において競技観戦ができるライブサイトを設置し、競技体験や市町村ＰＲコ

ーナー等を併設したイベントを実施しようということで、これは 31 年度からの予算

を新たに計上させていただいております。 

 また、その下の事業、東京 2020 マスコットのモニュメント制作や、駅や道路等に

エンブレム等を使用した横断幕、ポスターの掲出を行い、県内でのオリパラ開催を

一層ＰＲしていきます。 

 聖火リレーについては、先ほども説明がありましたけれども、夏頃にルートが公

表され、同時にランナーの募集も始まります。来年度は、出発式などのイベントの

検討やランナー選定などを進めてまいります。 

 続いて、４ページの事前キャンプや国際大会関係、５ページの競技力向上等の関

係は引き続きの事業でございますが、１点、５ページの一番下に｢パラ『旅』応援事

業【新規】｣という記載がございます。新たに障害者のパラスポーツ観戦等の支援を

実施するもので、こちらも後ほど、担当課からお話がございます。 

 続いて、６ページから７ページにかけましては、ボランティアの育成やバリアフ

リーなど、継続して引き続き取り組む事業を記載させていただいております。 

 ８ページをご覧ください。中段あたりに｢バリアフリーツアー情報発信事業｣、新

規事業と記載してございますけれども、こちらにつきましても、後ほど担当課から

お話がございます。 

 10 ページの｢戦略６ 外国人受入体制｣につきましては、公衆無線ＬＡＮ等の整備

補助、多言語観光案内板の整備などを引き続き実施するものでございます。 

 11 ページの｢戦略８ 機運の醸成・国際交流の促進｣につきましては、機運醸成、

県内開催競技支援の取組を実施するとともに、新たな取組として、児童・生徒等を

対象に、県内開催の各種国際大会の観戦及び事前事後の学習支援を実施します。 

 12 ページと 13 ページでございます。文化プログラムの実施、また、オリンピック・

パラリンピックを活用した教育推進に引き続き取り組むとともに、13 ページの｢東京

2020 大会に向けたボランティアの確保・育成｣の都市ボランティアにつきましては、

研修等を通じて大会に向けた準備を進めてまいります。 
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 最後に、14 ページをご覧ください。魅力発信の関係でございます。｢ちばの魅力発

信隊｣の取組を引き続き実施するとともに、新たな取組として、県のプロモーション

動画の制作やプレイベント等における千葉の魅力発信に取り組みます。 

 私からは以上でございます。 

○室田事前キャンプ・大会競技支援課長 オリンピック・パラリンピック推進局事

前キャンプ・大会競技支援課の室田といいます。私からは、資料５｢スポーツを応援

するチーバくんデザインの取組について｣及び資料６｢東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック 500 日前を記念したイベントの実施状況｣について、御報告をさせていた

だきます。着座で失礼させていただきます。 

 まず、資料５｢スポーツを応援するチーバくんデザインの取組について｣をご覧く

ださい。先ほど、みんなで応援！千葉県経済団体協議会様からの取組の報告の中で

も触れられていましたが、オリンピック・パラリンピック８競技の開催だけではな

く、今年は、県内において数多くの国際競技大会や事前キャンプが予定されていま

す。そこで、スポーツを「オール千葉」で応援する機運を一層高めるため、今年１

月にチーバくんの新しいデザインを作成、公表したところです。 

 先週末の３月 22 日時点で、33 件の使用申し込みを受け付けております。いくつか

の事例について御紹介をさせていただきます。資料の中ほど、｢展開事例（その１）｣

をご覧ください。既に多くの企業、団体の皆様には、印刷物ということで封筒や名

刺、会報などの刊行物に活用いただいており、そのいくつかを御紹介させていただ

いております。 

 続きまして、その下の｢展開事例（その２）｣をご覧ください。こちらは株式会社

明治様が、県内の大手スーパー等で実施したフェアに使用した事例です。店頭の販

売ケース等を、スポーツ応援チーバくんを使用したシートやボード等で装飾をして

います。デザインには、スポーツ応援チーバくんだけではなく、県内でオランダや

アメリカチームによる事前キャンプを予定している陸上競技のほか、柏市でニュー

ジーランド代表が事前キャンプを行うラグビー、そのほか水泳など、さまざまなス

ポーツのチーバくんのデザインを組み合わせて使用しております。途中経過ですが、

御担当者からは、大変売上増につながっているということを聞いております。 

 次のページの｢展開事例（その３）｣につきましては、先ほど、みんなで応援！千

葉県経済団体協議会様の取組として御紹介があったものでございます。 
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 企業情報が含まれておりますため、この場でお話しできないのが大変残念なので

すが、現在も多くの問い合わせをいただいておりまして、今後、スポーツ応援チー

バくんを使った数多くの商品の発売が予定されています。私どもも大変楽しみにし

ているところでございます。 

 本デザインの使用手続きにつきましては、資料に記載のとおり、所定の手続きが

必要となりますが、最大限、迅速な事務処理に努めているところでございます。今

後も引き続き企業や団体、学生さんを初め多くの方に活用していただきたいと考え

ております。 

 続きまして、資料６｢東京 2020 オリンピック・パラリンピック 500 日前を記念し

たイベントの実施状況｣について、御報告をさせていただきます。 

 資料の内容に入ります前に、先ほど、資料４－２で機運醸成イベントとして御紹

介がありましたが、今年度、平成 30 年度の夏に、私どもも一宮町釣ヶ崎海岸、成田

空港、幕張新都心の大型商業施設等において、いわゆる２年前イベントを大規模に

行ったほか、競技の普及、機運の醸成を図るために地道な活動を続けてまいりまし

た。 

 ９月には、｢パラスポーツフェスタちば｣というイベントを千葉ポートアリーナで

開催しまして、企業、大学、小中学生、約 4,000 名のご参加をいただいて、パラス

ポーツ等の体験会を実施したところでございます。12 月には｢パラスポーツフォーラ

ム in CHIBA 2018｣を君津市で開催し、中学生、市民の方を中心に、パラスポーツの

体験会を実施させていただいております。 

 また、競技団体の皆様方の御協力をいただきまして、フェンシング、車いすフェ

ンシング、サーフィン、レスリングにつきましては、小中学校の学校訪問で体験会

を続けておりまして、平成 30 年度は、12 校において実施させていただいたところで

ございます。 

 続きまして、資料６の具体的な中身に入りますが、県では千葉市、一宮町、みん

なで応援！千葉県経済団体協議会様と共催で、｢あと 500 日！オール千葉で応援しよ

う！｣フォーラムを３月 18 日に開催いたしました。このフォーラムには、県内外の

100 近い企業のほか、公的な団体、大学、市町村など幅広い関係者にご参加をいただ

き、県内開催８競技を「オール千葉」で応援する機運醸成を図ったところでござい

ます。 
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 フォーラムの第１部では、本年度１年間にわたりテレビ放送した競技紹介番組の

映像を交えながら、番組にも出演された里崎智也さんをゲストにお迎えして、各競

技団体の皆さんとともに、競技の魅力や観戦のポイントなどについて御紹介いただ

きました。また、先ほどから御紹介をしておりますスポーツ応援チーバくんのお披

露目を行うとともに、活用事例や使用方法、手続きについても御紹介をしたところ

でございます。 

 第２部では、県内の学生や企業、団体による５つの取組事例の発表を行いました。

具体的には、県立幕張総合高校の生徒が佐倉市で行われた国際大会を取材して制作

したゴールボール競技紹介映像の放映、昭和学院中学校・高等学校の生徒が都内の

練習施設などを取材して制作した車いすフェンシングの競技紹介映像の放映、同じ

く、車いすフェンシングのワールドカップ京都大会にボランティアとして参加した

帝京平成大学の女子大学生による結果報告、日本郵便株式会社様と千葉大学工学部

デザイン学科様がコラボレーションをして取り組んでいる使用済み切手を活用した

パラリンピック３競技の切手モザイクアートづくりの紹介、さらに、千葉商工会議

所様からは、機運醸成だけではなく、東京大会を契機とした中心市街地の活性化、

インバウンド対応についての取組を発表いただきました。 

 また、参加者の皆さんによる新たな取組のきっかけづくりの場となるように、会

場内には、競技団体と参加者が自由に意見交換できるブースや、スポーツを応援す

るチーバくんの活用事例の展示なども行ったところでございます。 

 次に、資料の裏面をご覧ください。ただいま御説明しました 500 日フォーラムの

開催とあわせまして、一般のお客様向けのイベントとして、県がホストタウンとし

て登録されているオランダを紹介するイベントを開催しました。ホストタウン制度

は、東京大会に参加する国・地域、その参加者と多様な分野において交流し、地域

の活性化等をしていくとともに、東京大会後も続く末永い交流の実現を目指そうと

するものでございます。 

 千葉県は、オランダの事前キャンプ受入の準備を進めておりまして、今回のイベ

ントでは、オランダと長年にわたり交流している佐倉市にも御協力をいただき、オ

ランダの文化、スポーツなどを紹介する展示や体験コーナーを設け、多くの親子連

れでにぎわったところでございます。 

 また、県内開催競技やパラリンピック競技の写真展もあわせて実施をいたしまし
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た。平成 31 年度も、引き続き皆様の御協力をいただきながら、「オール千葉」で機

運醸成、競技の普及を図っていきたいと考えております。どうかよろしくお願いい

たします。 

○田中観光企画課長 商工労働部観光企画課長の田中でございます。私のほうから

は、資料７｢バリアフリーツアー情報発信事業｣について御説明申し上げます。座っ

て失礼いたします。 

 本事業は、高齢者や障害者の方にも千葉県の観光を楽しんでいただきたいと思い

まして、立ち上げたものでございます。県内の観光施設や宿泊施設のバリアフリー

情報を調査してウェブサイト等で発信することで、高齢者や障害者の方が御旅行さ

れる際に、参考にしていただける正確な情報を提供することが目的でございます。 

 具体的には、資料の事業内容にありますとおり、観光施設や宿泊施設、これら個々

の施設につきまして、多目的トイレやエレベーターがあるかなどの通常イメージさ

れるバリアフリーの情報に加えまして、施設内の段差が何センチあるのか、入り口

の幅は何センチかといったようなバリアの状況、また、筆談対応ができるとか、食

事はバイキングだけれども部屋食の対応も可能であるといったソフト面での対応に

ついても、実地調査を行うこととしております。加えまして、県内の数箇所の観光

施設については、モデル的に、最寄り駅や駐車場から施設までのルート上のバリア

の状況についても調査したいと考えております。 

 先日、ちばプロモーション協議会さんと成田空港活用協議会さんが合同でモニタ

ーツアーを主催されました。そのモニターツアーは、視覚障害者の方と車いすの方

を対象としたツアーでしたけれども、成田山と佐原のほうに行きまして、私も同行

させていただきました。 

 当日はあいにくの雨だったのですけれども、成田山の階段をスムーズに上られる

視覚障害者の方ですとか、参道の急な下り坂を躊躇なくご自身の手でブレーキをか

けながら進まれる車いすの方の姿を目の当たりにいたしまして、正直なところ、こ

ちら側が想像する以上に、バリアへの対応力が大変大きいのだなということを実感

いたしました。 

 また、途中、県産の食材を使ったランチですとか、行く先々の土産物屋さんでお

買い物を楽しまれたりする姿を拝見いたしまして、バリアの状況に加えて、地域の

魅力についても、あわせて御紹介できればいいなと考えているところでございます。 
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 宿泊施設につきましても、例えばお部屋からこんなすてきな景色が見られますと

か、こんなおいしい食事が食べられますといったような、観光に行ってみたくなる

魅力とあわせて発信をしてまいりたいと考えてございます。 

 特に、本事業のうち宿泊施設につきましては、千葉県旅館ホテル生活衛生同業組

合さんが、改修などのハード面の整備を行わなくともソフト面の対応でお客様に喜

んでいただくことができるのではないかということで、既に先行的な取組を始めら

れております。いくつかの施設情報につきましては、｢ちばのハート♡フルな宿｣とし

て情報発信をされてございます。私どもの事業の検討段階から、御協力、御助言い

ただいておりまして、今後も連携して進めてまいりたいと考えております。 

 オリンピック・パラリンピックの開催を契機に来県される方々、特に障害者の方

や、例えば足腰に不安があり旅行を躊躇されるような高齢者の方、そういった方に

も、オリパラの開催期間中にとどまらず、その後もまた千葉に観光に行きたいと言

っていただけるように努めてまいりたいと考えております。今後とも御理解と御協

力のほど、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○萩原障害者福祉推進課長 千葉県健康福祉部障害者福祉推進課長の萩原でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、資料８「東京 2020 大会を契機とした障害者スポーツ・芸術活動の振興 

～ 共に楽しむ！パラスポの『輪』プロジェクト ～」について説明させていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

 県ではこれまで、障害のある人がスポーツや芸術活動に親しむことができるよう、

スポーツ大会や作品展を開催するとともに、県民の皆様も参加できる障害者スポー

ツの体験会の開催や指導者の育成などに努めてまいりました。このようなさまざま

な取組は現在も行っているところではございますが、東京 2020 大会を間近に控えた

平成 31 年度には、新たな取組も含め、「オール千葉」で共通の認識を持ち、障害の

ある人のスポーツ・芸術活動の振興を図ることができるよう、一つのプロジェクト

として進行してまいりたいと考えております。それが資料の題目にあります「共に

楽しむ！パラスポの『輪』プロジェクト」でございます。 

 東京 2020 大会のコンセプトの一つとして「多様性と調和」が掲げられています。

これは、人種や性別、障害の有無などの、あらゆる面での違いを認め合えるインク
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ルーシブな社会を創造することが期待されているということでございます。現在、

東京 2020 大会を契機に、県民の皆様の障害者スポーツ・芸術への興味、関心も高ま

っており、県民や企業、大学の皆様などによる連携した取組も進んでいるところで

ございます。この機会を捉え、この連携した取組の輪をさらに広げて、障害者スポ

ーツ・芸術の振興を図る体制をつくることで、大会後もこの輪を継続し、無形のレ

ガシーとして共生社会の実現を目指したいと考えております。 

 資料の２番になります。このプロジェクトは、４つのキーワードを意識して、共

に楽しみながら進めていきたいと考えております。１つ目が、障害のある人や企業、

教育など、関係者が企画段階から「参画」するということでございます。２つ目が、

プロジェクトを通した出会いや次世代への継承などによる「つながる」ということ

でございます。３つ目が、ボランティアとの協働の取り組みや障害の理解などによ

る「最高のおもてなし」、４つ目が、パラスポーツの観戦やプロジェクトの参加を

通した「感動と共感」でございます。 

 これらを達成するための施策の柱として、「３ 施策の柱」にありますとおり、

５つの柱を設けて取り組むこととしております。 

 次のページをご覧ください。このプロジェクトの取組内容を記載しております。

取組名の横には新規、継続の別がございます。新規は平成 31 年度からの取組を示し

ております。また、それぞれの取組に先ほどの施策の柱に関連する番号を記載して

おります。 

 主なものを説明させていただきますが、（１）パラ「旅」応援事業では、観戦が

困難な障害のある人のパラスポーツ大会の観戦を、学生ボランティアとともに支援

することで実現を図ることとしております。観戦を支援するだけではなく、キーワ

ードのとおり、学生などの参画、ボランティアによるおもてなし、障害のある人と

のつながり、観戦などを通した感動と共感を生むことができるものと考えておりま

す。 

 （３）パラスポーツフェスタちば 2019 では、企業や大学、特別支援学校等のさま

ざまな方たちに参加をいただきまして、パラスポーツを通した交流を図っていただ

きたいと考えており、参加者間による新たな企画などにつながりを持っていただき

たいと考えております。 

 （４）パラスポの『輪』フォーラムでは、このプロジェクトの情報発信とプロジ
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ェクト参加者の拡大を図っていきたいと思っております。 

 少し飛びまして４ページになりますが、（11）障害者アートネットワーク（仮称）

の組織化と拠点の創設では、障害者芸術文化活動支援センターを設置することで県

内のネットワークを築き、大会を契機とした芸術活動を振興してまいりたいと考え

ております。 

 時間の関係上、全ての取組を説明することはできませんが、これらの取組につい

ては、さきに御説明申し上げましたとおり、行政だけではなく関係機関が輪となっ

て進めていきたいと考えております。事業を進めていくに当たりまして、御相談や

御参加のお願いをさせていただくこともあるかと思いますので、御理解、御協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま何人かの方の御説明がございましたけれども、御質問、御意

見がございましたら挙手をお願いいたします。 

 はい、お願いします。 

○渡辺委員 これまでのことを積み上げてきて発展的に動いているなと思って、ま

ずお礼申し上げたいと思っております。 

 それで、この中で抜けているものは何だろうというふうにいつも考えてしまうの

で、そういう意味では、情報収集というところをどうするかということで、東京オ

リパラで入手しなければいけない情報があるかないかという検討がまず必要かなと

いう気がします。 

 それは、ホテル業界さんだったり、タクシー業界さんだったりというところが、

東京オリパラがあることによって必要とする情報収集という短期的なオリパラに向

けての一つの課題と、同時に、千葉県の５カ年計画の懇談会で委員の方から御指摘

がありましたが、中長期的な情報収集、特にホテルの宿泊者が何人どういうふうに

泊まっているかということがすぐわかる迅速な情報収集。それによってホテル関係

者は、戦略なり、価格を上げたり下げたり、いろんなことが柔軟にできる。そうい

う意味で、東京オリパラだからこそ入手しなければいけない情報があるかないか、

私はちょっとわからないのですが、それが千葉県の観光にどういう影響を与えるか

というところまで議論しなければいけないので、今一生懸命考えましたが、なかな
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か思い浮かびませんでした。 

 中長期的にはかなり情報収集をする必要があるだろうと。それは多分、ＳＮＳを

使って、アプリを使って、市町村のＷｉ－Ｆｉがただで使えるけれども、情報収集

という条件をつけるというか、位置情報の御提供をお願いするとか、そういう仕組

みの中で少し情報収集ということが必要かなと思ったので。中長期的なことは今議

論することではないのですが、短期的なことでいうと、東京オリパラがあるからこ

そ必要とする情報が何であるかという整理が必要かなと。なければアクションを起

こす必要もないし、中長期的なことに向けて今やるべきことがあればやるという、

そういういくつかのスタンスになると思います。 

 ちょっと話がずれるかもしれませんけれども、性格上、やっていないことが気に

なるもので、すみません、余計なことかもしれませんが、よろしく御検討いただけ

ればありがたいです。 

○佐久間議長 御意見ありがとうございました。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○高橋オリンピック・パラリンピック推進局長 御意見ありがとうございます。お

っしゃるとおり、情報につきましては、オリンピック・パラリンピックに固有な情

報は、主に組織委員会全体で、大会のスケジュールであるとか、参加の国であると

か、選手村の開村の時間であるとか、さまざまな要因によって特定されるような貴

重な情報であって、これによって交通、宿泊、さまざまな社会的な要因が影響され

てくるところでございます。 

 正直なところ、こういった情報があと１年半の現在も現時点ではクリアに出てき

ていないというところがございまして、私ども、各業界の皆様から、何とかならな

いかというようなお話をよくいただいているところでございます。問題意識として

は十分持ってございまして、私ども間に入りながらできるだけ的確な情報を引き出

してまいりたいと思っております。 

○佐久間議長 ほかに御意見、御質問等ございますか。 

 お願いします。 

○後藤委員 ちょっと質問をさせていただきます。寡聞にして私わからないので、

教育長さんもいらっしゃっているので、千葉県の障害のある方のスポーツ実施率と

か、あるいは千葉県の県民のスポーツ実施率はどの程度の今パーセントなのか。そ
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して、それがこれらのいろんなプロジェクト、巨大なプロジェクトですが、それを

通してどのように変わっていくのか。例えば、今回、「特別支援学校を拠点とした

障害者スポーツ振興事業」とありますが、これについてどういう事前の評価をして、

そして評価をどういうふうに発表していくのかということを、できれば教えていた

だきたいということです。よろしくお願いします。 

○佐久間議長 御意見ありがとうございます。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○萩原障害者福祉推進課長 障害者福祉推進課でございます。ただいまの御質問で

すけれども、事業としては教育庁の特別支援学校のほうの事業となりまして、障害

者福祉推進課ではそこは現状を細かく把握していませんので、この場でお答えする

のは難しいのですが。 

○後藤委員 千葉県の全体の方のスポーツ実施率、例えば、今、文科省は、国民が

週何回スポーツを実施することを目指すという目標を立てていますが、そういうこ

ともベースにしながら、県民の方は今こういう状況だからこういうふうにしようと

いう、具体的な目標数値みたいなものがあれば教えていただきたいなと思ったもの

ですから。 

○前田開催準備課長 オリパラ局でございます。今、委員がおっしゃった県民のス

ポーツ実施率などは正確に把握できていないものですから、一旦、事務局で調べさ

せていただいて、後ほど委員のほうに御報告させていただければと思いますが、そ

れでいかがでございましょうか。 

○後藤委員 それで結構ですけれども、特別支援学校というのは教育ですから、教

育というのは当然評価が伴わなければならないことなんです。ですから、そういう

ことも含めて、たまたま私はそういうところにかかわっていたものですから、伺い

たかったということです。よろしくお願いします。 

○佐久間議長 どうぞ、お願いします。 

○澤川委員 県の教育長の澤川でございます。先ほどの後藤委員の質問に、今、正

確な数字の持ち合わせがないのでやや不正確な、曖昧な言い方になるかもしれませ

んが、私の知っている範囲でお答えをさせていただければと思っております。 

 成人を含めた国民全体のスポーツ実施率につきましては、国のスポーツ庁のほう

が、週１回スポーツをする、それはウオーキング等の軽微なものも含んでいますが、
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それを全体の３分の２にしようという目標を掲げております。まだ全体は半分以下

という状態でございます。恐らく千葉県でも似たような状況ではないのかなと思っ

ておりまして、そこをオリパラを契機にどうやって上げていくかというのが一つの

課題になっております。 

 障害者のスポーツ実施率についても、たしか私の記憶だともっと低かったと。十

数％ではなかったかなと思っておりますが、これも持ち合わせがございませんので、

また後ほど事務局のほうからと思っております。 

 特に障害者のスポーツについては、活動する場所がないとか、どういう団体に参

画していったらスポーツをする機会があるのかということがございますので、今、

県教育委員会のほうで障害者スポーツの、特別支援学校を支援するという形でやっ

ております。 

 特に特別支援学校においては、スポーツ用具が不足しているとか、十分な指導者

が学校の先生も含めていないというのがありますので、まずはそれぞれの学校で特

色を持って、うちの学校についてはこういう競技をしっかりと体制を整えて子供た

ちにそういう機会を与えていこうということと、あわせて、土日等週末の機会を利

用して、それを地域の障害者スポーツ団体とも一緒にできるような形でこれから特

に力を入れてやっていこうと思っております。その際には、学校の評価とか事業の

評価という形で、実施状況をしっかりと確認しながら、2020 年に向けてよりよいも

のにしていきたいと思っております。 

 詳細は持ち合わせがございませんので、また後ほど事務局のほうから提供させて

いただきたいと思っております。ありがとうございます。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

 ほかに御意見ございますか。お願いします。 

○夏目委員 成田空港の夏目でございます。質問になると思いますけれども、資料

４－３、31 年度の主要事業に関係して、ちょっと素朴な質問ですが、戦略０のとこ

ろに 2020 大会に向けた情報発信の強化事業というのがあって、戦略８に機運醸成に

向けた情報発信事業というのがあるわけです。情報発信は非常に大事なのでいろん

な形で情報発信をしていく。情報収集も当然のことながら大事で、それについては

先ほど県のほうで、組織委員会との関係でできるだけ収集に努めるというお話があ

ったので、ぜひそこはよろしくお願いしたいと思いますが、情報発信のほうも、機
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運醸成と開催に向けた情報発信というのはどこか違うところがあるのか、いずれに

しても機運醸成になるのではないかと思いますが、予算を分けているのは何か意味

があるのかどうかということと、最初のほうの情報発信の強化事業で、独自デザイ

ンによる横断幕等の広報というのが出て 1,000 万円計上されています。ここら辺は

組織委員会は意外と統制がきつくて、勝手なことを出すのはいけないという話にな

っています。県がつくられるのだからそれは使えるのではないかと思いますが、こ

れをどういうところに掲出されるのか、重点的に利用のお客様が多いところあたり

に、どうせ広報するなら目立つところに使われたらいいのではないかと思います。

どういうところに掲出される予定なのかというのが１点目です。 

 ２点目は、500 日前ということで、私ども成田空港もオフィシャルパートナーとな

りましたので、大会のマスコットとかエンブレムが使えるということで、それを活

用したホットスポットをつくったり、装飾をしたりしましたが、もっと大事なのが

１年前のイベントだと思います。２年前はたしか知事にもお越しいただいて成田空

港でイベントを実施しましたが、１年前イベントは、まだ４カ月あるのでこれから

検討されるのだろうと思いますが、今現在どんなことを考えておられるのか。相当

盛り上げていかなければいけないのではないかと思いますが、そこら辺について現

時点のお考えがあれば教えていただければと思います。 

 以上、２点です。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

○前田開催準備課長 まず、開催準備課のほうからお答え申し上げます。 

 最初の情報発信強化事業が戦略０と戦略８に掲載されているということで、基本

的には、すみ分けといたしましては、戦略０のほうはどちらかというと大会そのも

のに関係が深いもの、戦略８のほうは大会に向けてまさに今から、去年とかおとと

しの段階ですが、大会に向けて盛り上げていきましょうということで、情報発信と

してやる作業は、委員おっしゃるとおり一緒でございますけれども、３ページに載

せております東京 2020 大会開催に向けた情報発信強化事業というのは、どちらかと

いうと、幕張メッセですとか釣ヶ崎海岸にモニュメントを置いたりということで会

場そのものにかかわるということと、横断幕についても、大会が近づいているので、

2020 年の７月から８月には幕張で７競技が開催されますといった大会そのもののア

ピールをしていこうという趣旨で、戦略０と８に書き分けさせていただいたという
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ことでございます。 

 もう一つの独自デザインの横断幕等による広報の内容でございますけれども、今

まさに検討している最中でございますが、おっしゃるとおり組織委員会の制約がな

かなか厳しくて、オリンピック・パラリンピックの公式のマークも自由に企業の皆

さんが使えないというのがございます。そういった中で、いかに県内でオリンピッ

クが開催されるかというのを、いろいろ県で考えていまして、その一つが応援チー

バくんのような取組なのですが、こういう独自のデザインを使ったり、あるいは「千

葉県」と入れることによってマークが使えたりするものですから、「千葉県」とい

う文字を入れながら、チーバくんと組み合わせて何かうまいことできないかという

のを、今、組織委員会と調整をかけているところでございます。 

 横断幕の掲出場所については、まだはっきりとは決めていませんが、例えば人が

多く集まるような駅前ですとか、あるいは高速道路の歩道橋というか陸橋があるよ

うな、幕がかけられるような場所ですとか、そういうものをいくつかピックアップ

して、なるべくみんなに見てもらえるような場所に掲出していきたいと考えていま

す。 

○室田事前キャンプ・大会競技支援課長 １年前イベントについてお答えをさせて

いただきます。 

 ２年前イベントということで確認をさせていただきますと、２年前イベントは、

昨年の７月 24 日に一宮町と成田国際空港さんで実施をさせていただきました。今の

がオリンピックです。パラリンピックの２年前イベントとして、幕張の商業施設で

２年前イベントを開催させていただいたところでございます。 

 １年前イベントにつきましても、私ども盛大にといいますか、皆さんに周知いた

だけるように１年前イベントを開催したいと考えておりますが、競技団体や組織委

員会のほうも、１年前ということになりますと、そもそもオリンピック・パラリン

ピック大会の運営そのものについての注力というか、負担といいますか、運営その

ものについて時間を割く、負担が大きくなってきているということで、私どもがや

ります体験会ですとか競技紹介についての御協力というのも少し難しい面が出てく

るのかなと思っております。そういった面もいろいろ調整を今しているところでご

ざいます。 

 いずれにしましても、７月から８月にかけての１年前の時期につきましては、知
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事にも御出席をいただいて盛大に１年前イベントをやりたいと考えております。決

まりましたら、また皆様に御案内をさせていただきますので、よろしく御協力のほ

どお願いしたいと思っております。 

○佐久間議長 お願いいたします。 

○田村委員 私、田村と申します。館山市推進本部で本部長を務めておりまして、

随時、進行状況を聞いております。オランダとのやりとりがとてもスムーズにいか

なく、今、進めない状態にいます。トライアスロンとビーチバレーに対しては事前

合宿をしたいということを言われております。トライアスロンについては、2019 年、

テストイベントのときにも出場するということは聞いておりますが、なかなかちゃ

んとした返事が来ないということを言われて、この種目だけではなくて、ほかにも

そういうふうにスムーズにいかないということを聞いております。 

 そういう中で、いつもオランダをプッシュしていますけれども、来ないなら来な

い、やりたいならやりたい、やらないならやらないと言っていただかないと、ほか

の国からも言われておりまして、それにどういうふうに答えていいか困っている状

態です。そういうところを、自治体のほうでちゃんとしたプッシュをしていただか

ないと動けない状態でいるということで、もう少し、そちらのほうでやっていただ

けると助かるなというお願いです。 

○室田事前キャンプ・大会競技支援課長 事前キャンプ・大会競技支援課でござい

ます。オランダにつきましては、来年、複数競技の事前キャンプを千葉県で実施し

ていただけるということで包括的な合意をしております。 

 実際、オランダオリンピック委員会とのやりとりは、相手方の要望によりまして、

県が一時的に窓口をして、その後、館山市さんなり各市のほうと連絡をとっている

わけでございます。県の施設で行う見込みがあります競技につきましても、今、館

山市さんと同様の状況で、視察等は受け入れているのですが、最終的に千葉県の県

有施設でやるという正式な返事はいただいていない状況でございます。そういった

意味では、館山市さんが抱えられているジレンマは私どもの担当も持っているとこ

ろでございます。 

 オランダのほうにいろいろお聞きしますと、オランダオリンピック委員会が一時

的に窓口をやっているものですから、やはり、オランダの各競技団体との調整、特

に予算的な面の調整も含めて大変苦労されているのは聞いております。ただ、我々、
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受け入れる側としましては、当然、早目に返事をいただきたいのは私ども県も館山

市さんと一緒ですので、そこはオランダのほうに強く要望を一緒になってやってい

きたいと考えておりますので、御理解いただければと思います。ありがとうござい

ます。 

○佐久間議長 ほかに御質問等はございますか。お願いします。 

○清水委員 千葉県市長会の会長、清水でございます。 

 成田空港というのは千葉県にとって大変重要で、羽田に負けないように機能強化

を進めていかなくてはいけません。その成田空港関連のインフラストラクチャーを

整備するのも大変重要なのですが、東京オリンピックという観点でも非常に重要で

す。前回の会議で成田空港の夏目社長さんから、成田空港から県内各地へのアクセ

スが弱くて誘客ができていないという御指摘がありました。それを踏まえて、31 年

度予算にどういう対応が予算化されたのでしょうか。この資料の６ページを見ると、

全くされていないような、信号をつくったりボランティアというのは、ちょっと違

うのではないかという気がするのですけど。 

○前田開催準備課長 開催準備課のほうからお答えいたします。 

 前回、夏目委員のほうからいろいろと空港のアクセスの話が出たことは承知して

ございますけれども、今回の戦略自体、県が取り組むものとそれぞれ事業者さんに

取り組んでもらうもの等々いろいろある中で、県がアクセスの関係でできることと

いうのは、信号の設置ですとか、あるいは道路をつくったり、どちらかというと、

すぐに何か物が動き出せるものが少ない状況でございます。 

 そういう中で、31 年度の取組というのは、県として取り組むものを当初予算の発

表の資料の中から抜粋して今回は御説明させていただきました。特にオリパラに関

係のあるものということで拾ったものでございますが、例えば、ここに載っていな

い中で、北千葉道路の整備促進ですとか、そういったものについては別途道路のほ

うの予算で載っていたりということでございまして、今回の主要事業の中では特段

整理はしていませんけれども、成田空港のアクセスの関係を全く無視するというこ

とではないので、御理解を賜れればと思います。 

○佐久間議長 ほかに御質問はございますでしょうか。お願いします。 

○早川治委員 県警本部長の早川でございます。 

 質問といいますか、お願いになりますけれども、交通対策ということで一点申し
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上げておきたいと思います。 

 大会を実際開催する際には、選手、それから大会関係者を安全かつ円滑に輸送す

るということが求められます。定時輸送ということで、時間どおりに送り届けると

いうことが求められることになります。最終的には警察のほうで会場周辺ですとか

輸送経路について交通規制を行うことになるわけですけれども、これを一般交通あ

るいは県民生活に対する影響を最小限にして行うためには、交通総量を抑制すると

いうことが不可欠になってまいります。この交通総量の抑制が県内でスムーズに行

われるかどうかということに関して、若干、危機感を持っております。 

 東京都につきましては、いろいろ言われていて、首都高をとめたら大混雑が起き

るということがあって、恐らく、組織委員会も危機感を持っていると思います。今

年の７月末に、交通総量抑制のための試行、同様の規制を行うとか、総量抑制の試

行を行うと既に公表されたと聞いております。 

 県内におきましても、１年前の同時期に試行を実施して一般交通への影響を把握

するといったことは必要不可欠だろうと考えております。 

 担当部局のほうでも検討や準備が進められていると思いますけれども、この夏に

試行するためには、当然、その前に事業者の皆さんとか県民に対して周知する期間

が必要になりますので、そうすると、もう４月になりますので、そろそろ速やかに

具体的な準備をすべき時期に来ているのではないかと思っております。 

 これは委員の皆様にも、当然、県内の経済団体とか事業者の皆様にもいろいろお

願いをすることになりますので、大会を成功させる上で交通総量抑制は非常に重要

であるということと、そのためのスケジュール感について、改めて御認識をいただ

きたいと思いまして、一言申し上げました。 

○佐久間議長 ありがとうございました。 

○前田開催準備課長 開催準備課でございます。 

 今、早川本部長さんから御指摘がございました。確かに、ＴＤＭと言われていま

して、特に今時点では、東京都や組織委員会が中心となって、主に都内への流入抑

制ということで交通の需要をマネジメントしていこうということと、規制を組み合

わせてやっていこうということで、どちらかというと都内に軸足を置いて議論が進

められているというような中で、実際、千葉県内の競技会場あるいは成田空港周辺

でも、我々としても交通対策は非常に重要になってくるのだろうと今考えていると
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ころでございます。 

 今、お話があったように、東京都で今年の夏に「テレワーク・デイズ」という形

で試行を行うという話も聞いてございます。県としましても、１月ごろから、県内

の経済団体の方々へは、なるべく大会期間中は車を使わないでとか、あるいは電車

の使い方を考えてといったような呼びかけは徐々に始めさせていただいているとこ

ろでございます。引き続き、こういった周知に努めながら、さらに大会１年前の周

知とあわせて、例えば、幕張メッセ周辺で公共交通機関の利用ですとか、時差出勤

の呼びかけを強化するような取組も検討していきたいと考えてございます。 

 いずれにいたしましても、組織委員会と連携して、都内及び県内の交通対策につ

いて、関係者の皆様と情報共有を図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○佐久間議長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。お願いします。 

○新井委員 チャーターということで、私どもは旅行業の集まりですが、すみませ

ん、私が勉強不足でしたらあれですが、来年の夏というところで、オリンピック・

パラリンピックと同じ時期にという行事の中で、私ども旅行業者としては、当然、

同じ夏休みの時期、学校様の行事もかぶる時期でございます。そのとき、ちょうど

７月 24 日からということで、夏休みに行事を考えている学校様においては、当然、

来週から新学期に入って１年生が入学して、来年の２年生のときの夏休みの行事を

考え始める時期でございます。千葉県は、バスの需要と供給という部分については

かなり逼迫しているところで、それにあわせて、当然、オリンピック・パラリンピ

ックのほうが最優先でバスの確保があるかと思いますので、そういった時期に、学

校様に対して、できれば、例えば行事を少しずらしてほしいとか、夏休みの前に実

施してほしいとか、あるいは９月に実施してほしいとか、そういったところに取り

組んでいかないと、多分、なかなかお手伝いするのは厳しいのかなという感じを持

っています。 

 そういったものは、すみません、私が勉強不足で、私が見ていないだけでしたら

あれですが、例えば、学校様のほうにそういったものの御協力依頼というような形

の文書等は、今、千葉県としては発信されていらっしゃるのでしょうか。 

○前田開催準備課長 開催準備課でございます。 

 今の御質問に対しては、県として文書は出していないということになりますけれ
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ども、確かにおっしゃるように、学校の夏休み期間中の行事とぶつかるというよう

なことが想定されるので、我々としても、学校だけではありませんけれども、そう

いった夏の時期に市町村さんでどういうイベントがあるのか、学校でどんなイベン

トがあるのかという情報を収集しながら、なるべく、バス、あるいは交通の話もそ

うですけれども、そういったところに影響がないように、今後、検討をさらに深め

てまいりたいと思っています。 

○新井委員 実は、私どもも社内的な会議の中で、ある県が出している書面を見た

ことがありまして、そういったものがもし出ていないのであれば、新学期に入った

ときに、学校さんは新しい行事の日にちを設定しますと、それを動かすことはなか

なか難易度が高く、そのときでもバスをというようなことを言われたときに、なか

なか厳しい部分があるかと思います。オフィシャルな部分として、そういう御協力

を発信していただきますと、御迷惑がかかることもなくなると思いますし、オリン

ピック・パラリンピックの成功とともに、その時期に実施されます学校行事にもし

っかり対応できるのかなと思いまして、お声かけさせていただきました。ありがと

うございます。 

○佐久間議長 ほかに御意見。お願いいたします。 

○増田委員 増田です。来年のパラリンピックの観戦について質問します。 

 今の説明を聞いていても、千葉は本当にパラ教育を盛んに行っているなと感じま

す。たまたま、私、去年の夏にポートアリーナで開かれたウィルチェアーラグビー

のジャパンパラを観戦に行ったんです。そうしたら、お客さんがいっぱいいて、お

客さんのほうに聞いたら、千葉市のほうでパラ教育を受けたお子さんが親を連れて

きているということで、こういうようなことはほかの県にもお手本になる動きだな

と思って見ていました。 

 だけれども、来年のパラリンピックの幕張メッセで行われる種目の中にはウィル

チェアーラグビーはないですし、車いすバスケットとか、パラ教育を受けてポート

アリーナに観戦に来ているというような種目がないんです。シッティングバレーと

かゴールボールは、見ていてわかりやすいし人気の競技なので、お客さんは集まる

と思います。だけれども、車いすフェンシングとかテコンドーは、普通のオリンピ

ック種目のフェンシングでもわかりにくかったりして、なかなか苦戦しているんで

すよね。これは車いすだからよりわかりにくいということで、これから千葉県は、
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車いすフェンシングとかテコンドーなどを見に来てくれる人を増やそうとする戦略

というのでしょうか、それが体験なのかイベントなのか学校教育なのか、そういう

ような取組は予定しているのでしょうか。 

○室田事前キャンプ・大会競技支援課長 事前キャンプ・大会競技支援課でござい

ます。パラリンピックの競技につきましては、オリンピック競技と比較しますと、

競技をする方の数そのものが少ないですし、実際に試合を見る機会も体験する機会

も少なくて、そういうのが今までの実情だったかと思います。ただ、我々、この仕

事をやっておりますと、パラリンピックの競技は決して障害者の方だけのスポーツ

ではなくて、シッティングバレーにしましてもゴールボールにしましても、県内開

催競技ではないですが、皆さんよく御存じのボッチャなどにしましても、障害者と

健常者が一緒にできるスポーツもたくさんあるのかなと思っております。 

 委員御指摘のとおり、千葉市さんもパラスポーツの教育を非常に熱心にやられま

すし、うちの県も、先ほどから申し上げていますように、学校訪問等で体験会をや

ってきまして、ひょっとしたら、むしろパラリンピックの競技は子供たちのほうが

よく知っているのではないかと思うくらい、千葉市を初め、学校の場では頑張って

いただいているのかなと思っております。 

 来年度は、先ほども少し申し上げましたが、千葉県内でシッティングバレーです

とかパラ競技の国際大会が数多く開催されます。例えば、５月にはシッティングバ

レーの女子の４カ国対抗、12 月にはゴールボールのアジアパシフィック、あと、詳

細はまだお聞きをしていないのですが、９月にはテコンドーの大会もあると聞いて

おります。これらの大会に、ぜひ県内の子供たちに観戦に行っていただいて、パラ

スポーツをより身近に感じて魅力を感じ取っていただきたいと考えております。引

き続き、これまでやってきました学校訪問による競技体験やイベント等による競技

体験もやってまいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、先ほど少し申し上げましたが、各競技団体が今年度はオリ

ンピックの運営そのもののほうに力をとられるということも聞いておりますので、

無理を申し上げることは難しいのですけれども、競技の魅力を伝えるには選手なり

競技団体の方の協力は不可欠ですので、ぜひ協力をして引き続きやってまいりたい

と考えております。 

○増田委員 先ほど、大学生の都築さんが言われた社会の課題解決のヒーローにな
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るためには、パラのここはすごく大事なところですよね。 

 それから、もう一つよろしいでしょうか。参考になればですけれども、チケット

のことで、組織委員会のほうの権限と千葉ができることは、多分、ほとんど組織委

員会なのでしょうけれども、私、2012 年のロンドンパラリンピックを見に行きまし

たら、あそこは、競技を見られるチケットは手に持っていないけれども、自分で 1,000

円ぐらい出すと周りを観戦することができるチケットがあるんです。オリンピック

パークというところには入れる。競技場には入れないけど、オリンピックパークに

は入れる。そうすると、大会の雰囲気は味わうことができるんです。グッズが置い

てあったり、パブリックビューで競技の様子が流れていたり、特産物が置いてあっ

たり。だから、千葉も組織委員会のほうでチケットをやっていると思いますけれど

も、幕張メッセの中には入れて、そこの大会の雰囲気を味わえるような、そういう

チケットの購入の仕方が独自にできないものかということも考えますので、またそ

の辺の工夫がありましたら教えていただきたいと思います。 

○前田開催準備課長 開催準備課でございます。 

 私が聞いている話では、都内のオリンピックパークでは、そのような検討もされ

ているやに聞いています。ただ、今、幕張メッセですとか釣ヶ崎海岸は、残念なが

ら、会場に入るというようなチケットはまだ聞いていないので、どんなふうになる

のかはわかりません。 

 ただ、県としては、先ほども御紹介しましたけれども、大会期間中、海浜幕張公

園にライブサイトという競技観戦ができるスクリーンを置いて、そこは無料にする

予定ですけれども、そういうところに見に来てもらって、あわせて組織委員会のほ

うと連携しながら、公式のグッズを販売したり、あるいは、ちょっと離れた場所で

物産展を開催したり、そういった工夫はしていきたいと思っています。 

○増田委員 わかりました。ありがとうございました。 

○佐久間議長 ほかに、御意見、御質問等。お願いします。 

○早川康一委員 千葉インバウンド促進協議会の早川と申します。 

 今、日本全体でインバウンドを誘致しようということで相当力を入れていますけ

れども、大会期間中は、当然、観戦のお客様、それから観光のお客様で、成田空港

を持っている千葉県は相当混雑してくるのかなという部分と、先ほどもございまし

たけれども、全体的に、バスの需給バランス、それからホテルの需給バランス、あ
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とは交通全体がどうなるかというトータルデザインを描かないと、相当集中するの

か、それとも全く逆にインバウンドに逃げられてしまうのかという部分もございま

すので、その辺は事前によく調査した上で、その期間中トータルでどういう動きに

なるのかということはよく研究していただければと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○前田開催準備課長 ありがとうございます。問題意識は全く一緒でございまして、

私、開催準備課に来てまだ１年しかたっていませんけれども、この１年思っていた

ことは、組織委員会からなかなか情報が出てこなくて、例えば輸送の問題にしても、

じゃあ、会場周辺、そのときの車の状況はどうなるのかとか、あるいは、成田空港

から選手村までの選手の輸送のためにバスの台数はいくら必要なのかとか、そうい

った情報がなかなか出てこないということもあって、まさにトータルデザインを描

きたくても基礎情報が出てこなくて、かなりじくじたる思いをしているところでご

ざいます。 

 引き続き、組織委員会のほうから情報をとりながら、今言ったようなことを県と

してもまとめていきたいと思っております。 

○佐久間議長 ほかに御質問はございますか。 

 それでは、非常に活発に御議論いただきまして大変ありがとうございました。た

だいまの議論でお出しいただいた御意見につきましては、今後の取組に生かしてい

ただきたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして議事を終了いたします。長時間にわたりまして議事

進行に御協力をいただきまして、ありがとうございました。 

 これで進行を事務局にお返しいたします。 

 

（５）閉会 

○司会 どうもありがとうございました。 

 なお、前回の推進会議において委員の皆様からいただいた御意見に関しましては、

資料９として配付させていただいております。お時間の都合上、後ほど御確認いた

だければと思います。 

 また、今後のスケジュールですが、次回の推進会議の開催時期につきましては、

専門部会における検討状況や具体的な取組の進捗状況等を踏まえまして、後日改め
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て皆様に御連絡させていただきたいと思います。 

 また、本日の議事内容につきましては、議事録を作成して、千葉県のホームペー

ジ上で公表いたします。公表する内容につきましては後日確認をさせていただきま

すので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 本日は非常に限られた時間でございましたので、さらに今後お気づきの点等ござ

いましたら、遠慮なく事務局まで御連絡いただければと思います。 

 それでは、これをもちまして会議を終了いたします。本日は、大変お忙しい中あ

りがとうございました。 


