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  平成３０年度 千葉県戦略・行程表に係る「オール千葉」の取組 

 

戦略０ 大会の成功・開催効果の全県への波及 

 

・幕張メッセ及び会場周辺の施設改修（県・千葉市・(株)幕張メッセなど） 

 幕張メッセの今後の更なる競争力強化のため、大規模改修を実施しており、特別高

圧受変電設備・高圧発電設備の更新、トイレ・中央エントランスのリニューアル、 

エレベーター・エスカレーターの更新・増設工事を実施した。また、海浜幕張駅から

幕張メッセまでの歩道の段差解消や、エレベーター・エスカレーターの整備に着手 

した。 

 

 

 

・サーフィン会場周辺の環境整備（県・一宮町） 

 大会開催を契機に県立九十九里自然公園の利用の増進を図るため、サーフィン競技 

の会場に決定した一宮釣ヶ崎海岸地区の自然公園施設（園地）の造成工事を実施した。 

また、保安林再整備のため、環境調査や測量、基本・実施設計を実施した。一宮町

においては、公園内の恒久施設整備に向けた基本・実施設計を実施した。 

 

 

 

・ちばＧＡＰの推進及びＧＡＰ取組の支援（県・市町村・農業団体など） 

ＧＡＰの意義や内容の理解を深めるため、農業者向けの県域・地域での説明会や、

生産者から消費者、流通・小売業者まで幅広く関係者を招いたＧＡＰ推進大会を開催

した。 

また、食品安全や労働環境など、ＧＡＰの指導に必要な研修を受けた県やＪＡ等の

職員が、認証取得に取り組む農業者に対してアドバイスを行うとともに、取得費用が

高額な民間認証については、国や県の補助金を活用して認証取得支援を行った。 

その結果、平成 31 年 1 月末現在の認証取得の件数は、昨年度末と比べグロー

バルＧＡＰなどの民間認証が 16 件増の 56 件、ちばＧＡＰが 17 件増の 32 件の

合計 88 件となった。 

畜産物や水産物についても同様に、事業者によるＪＧＡＰやＭＥＬなどの認証取得

を推進しており、県産品のブランド力の向上とともに、組織委員会が東京 2020 大会

で提供する飲食サービスに使用される食品の調達基準を満たすよう取り組んでいる。 
 

 

資料４－２ 
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・機運醸成イベントの開催（県・市町村・経済団体・成田空港・学校・競技団体など） 

  東京オリンピック・パラリンピックに向け、一層の機運醸成を図るため、組織 

委員会、関係自治体、県内外の経済団体等と連携して、オリンピックについては、 

開催 2 年前の節目となる 7 月 24 日に釣ヶ崎海岸及び成田国際空港において、パラ

リンピックについては、8 月 25 日、26 日に幕張地区においてそれぞれ記念イベン

トを開催した。 

 また、9月 8日には、「パラスポーツフェスタちば」を、12 月 1 日には「パラスポ

ーツフォーラム in CHIBA 2018」を開催した。 

  大会 500 日前となる記念イベントを 3月 16 日から 3月 24 日にかけて、幕張地区 

において実施した。 

さらに、県民の日行事（中央・地域）において、体験会や普及イベントを開催 

するとともに、市町村が主催するスポーツイベント等において、県内開催競技の 

体験会やスポーツ教室を開催した。 

   

 

 

・九十九里・外房地域の活性化（県・関係市町村・競技団体など） 

  県民参加により、オリンピック・パラリンピックに向けた「おもてなし」の機運 

を高めるため、県と九十九里・外房地域の 16 市町村が一体となって、「おもてなし 

ＣＨＩＢＡプロジェクト」に取り組んでいる。 

  プロジェクトの第一弾として、ビーチクリーン・キャンペーンを、第二弾として、   

 子どもたちが栽培した「ひまわり」の種をもとに、大会開催時にサーフィン会場 

 周辺等を装飾して、「おもてなし」の心で選手・関係者、観客を迎えようという取り 

組みを実施している。 
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戦略１ キャンプ・国際大会・ＭＩＣＥ誘致 

 

・事前キャンプ誘致（県・市町村・大学・競技団体等） 

  官民連携のもと、多くの市町村で事前キャンプの誘致活動が行われた結果、松戸

市（ドミニカ共和国）、成田市（アイルランド）、銚子市（台湾）が、東京 2020 大会

における事前キャンプ実施について、相手国・地域と合意に達した。 

  また、本県で開催された世界女子ソフトボール選手権では、7 つの国・地域の 

代表チームが県内で事前キャンプを実施したほか、アメリカ体操チーム（男子）や

オランダ車いすバスケチーム（女子）などが県内で事前キャンプを実施した。 

 

 

・国際競技大会の開催（県・千葉市・館山市・成田市・習志野市・市原市・佐倉市・

一宮町・競技団体・企業等） 

 平成 30 年度に千葉県内で開催された国際競技大会は次のとおり。 

大会 開催地 開催日 

WSL QS6000 ICHINOMIYA CHIBA OPEN 一宮町 H30.5.21-27 

ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 千葉市 H30.5.24-27 

第 16 回世界女子ソフトボール選手権大会 千葉市・成田市・

習志野市・市原市 

H30.8.2-12 

パンパシフィック水泳競技選手権大会 OWS 競技 館山市 H30.8.14 

2019 ゴールボールジャパンメンズオープン 佐倉市 H31.1.13-14 

2019 ジャパンパラゴールボール競技大会 千葉市 H31.2.1-3 

 

・スポーツコンシェルジュによる市町村キャンプ誘致支援・情報発信 

（県・ちば国際コンベンションビューロー） 

  世界女子ソフトボール選手権大会や東京 2020 大会の事前キャンプ誘致活動に 

取り組む市町村に対し、ノウハウの提供や各視察国受入の支援を行ったほか、 

県内の競技施設・宿泊・レクリエーション施設などのキャンプ地情報を一元化 

し、ホームページや国内競技団体を通じ海外チームに発信することで、多くの 

海外チームからオファーを受け、現地視察のアテンド等を行った。 

また、メールマガジンを通じ、これまでに培ったネットワークにより収集した

様々なスポーツ関連情報の発信・提供を行った。 

 

・ＭＩＣＥ誘致 

国際会議開催補助金の交付（県・千葉市・ちば国際コンベンションビューロー）

国際会議主催者に対して、1 件（75 万円）の国際会議開催補助金を交付するなど、

県・千葉市・（公財）ちば国際コンベンションビューローが連携し、国際会議誘致 

競争力の強化に取り組んだ。 
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戦略２ 競技力の向上・スポーツの普及 

 

・東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援（県・競技団体） 

 東京オリンピック・パラリンピックに本県ゆかりの選手を一人でも多く輩出する 

ため、ジュニア世代の選抜選手及び障害者スポーツ選手を強化する取組に助成した。 

なお、開催年に向けて、特に出場が期待される選手の強化に重点化した。 

 

 

・パラリンピック競技普及の担い手育成（県・学校） 

 オリンピック競技と比較して競技人口や指導者が少ないパラリンピック競技に 

ついては、競技普及の担い手となる人材の育成を目的として、障がい者スポーツ 

指導員や大学生などを対象に、研修・体験会を実施した（3回：約 150 名参加）。 

 

 

・パラリンピック競技の体験会の開催（県・競技団体） 

  障害のある人の競技への興味関心を高め、競技に参加できる環境を作り、幅広く 

 有望な障害者スポーツ選手を掘り起こすことを目的に、パラリンピック競技の体験 

会を実施した。 

また、県内にコーディネーターを派遣し、市町村が地域の大学やクラブチーム等

と連携し、地域で障害者スポーツ教室等を開催できるよう支援するとともに、障害

のある人とない人の障害者スポーツ交流大会を開催した。 

 

 

・本県開催競技の普及（県・市町村・競技団体） 

県内開催競技等の普及を図るため、釣ヶ崎海岸、成田国際空港及び幕張地区に 

おいて開催した 2年前イベントで競技体験会等を実施した。 

また、9 月 8 日には、「パラスポーツフェスタちば」を、12 月 1 日には「パラ 

スポーツフォーラム in CHIBA 2018」を開催しパラスポーツの普及を図った。 

大会 500 日前を記念して 3 月 16 日～24 日に幕張地区で実施したイベントでは、

８競技団体と連携し、県内開催競技の魅力の周知を図った。 

 また、県民の日行事（中央・地域）において、体験会や普及イベントを開催する

とともに、関係競技団体や大学と連携し、競技普及の担い手育成を目的とした研修

会などを実施したほか、市町村が主催するスポーツイベント等において、県内開催

競技の体験会やスポーツ教室を開催した。 

 

 

・総合スポーツセンターの改修（県） 

  野球場の耐震化や老朽化対応、施設機能を充実させるために必要な改修工事に 

着手した。 
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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 

 

・輸送運営計画等に係る組織委員会との協議・調整（県・県警・交通事業者など） 

  組織委員会が主体となり構成する東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会輸送連絡調整会議への参画等を通じて、関係機関と連携のもと、大会期間中の

円滑な交通の確保に向けた検討・調整を進めた。 

また、平成 30 年 11 月に開催された九都県市首脳会議において、大会期間中の混

雑緩和に向けた交通需要マネジメント（ＴＤＭ）を首都圏が一体となって取り 

組むことや、経済界に対して大会期間中のＴＤＭの促進に関する要望活動を行う 

ことについて合意し、組織委員会や東京都等と連携して県内経済団体・業界団体に

対して、要望活動を行った。 

 

 

 

・成田空港の利用促進と人・物の流れの取り込み（成田空港活用協議会） 

ＬＣＣの国内線新規就航に伴い、就航先でのイベントに合わせたプロモーション

により成田空港と千葉県の魅力を発信するとともに、訪日外国人旅行客の県内誘客

を促進するため、来訪者の目線に立った県内観光情報を多言語により発信した。 

  また、関連ビジネスの振興に向けた支援事業として、ランドオペレーターとの 

商談会や航空/空港関連企業との商談会を開催した。 

 

 

 

 

・成田空港の利便性向上（成田空港） 

成田空港では、日本の表玄関として、多くの選手・関係者・観客の皆様を安全、

円滑に受け入れ、送り出すことが求められており、ユニバーサルデザイン化を推進

している。具体的には、ターミナル内お客様用トイレの全面リニューアルに合わせ

て、音声案内・フラッシュライト・L 型手すりの設置、多機能トイレの機能分散、

異性介助等へのニーズへの対応など、お客様用トイレのユニバーサルデザイン化を

79 箇所において完了した。 

また、広い空港内で迷うことなく、快適にお過ごしいただけるよう、国内空港初

の高精度屋内ナビゲーションアプリ「NariNAVI」を配信し、成田空港館内において、

スマートフォン上のマップで現在位置を確認できるようになったほか、店舗・レス

トラン、フライト、搭乗ゲートなどの情報検索、目的地までの行き方の表示が可能

となった。 
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戦略４ バリアフリー化の促進 

 

・福祉タクシーの導入推進（県・交通事業者） 

  ロープ板やリフトを利用して、車椅子に乗ったまま車内に乗り込むことができる

福祉タクシー車両の導入に必要な経費に対して助成を行い、高齢者や障害のある 

方等の交通手段の確保充実を図るとともに、公共交通機関としての福祉タクシーの

普及促進を図った。 
 

・会場周辺のバリアフリー化の推進（県・千葉市・学校） 

 海浜幕張駅から幕張メッセまでの歩道の段差解消や、エレベーターの整備に着手 

した。 

 

・宿泊施設のバリアフリー化の推進（県・宿泊関係団体・福祉関係団体など） 

  オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、県内の宿泊施設の経営者や従業

員を対象に、障害をお持ちの方の受け入れ対応力を向上させ、ソフト面でのバリア

フリー対応の充実を図ることを目指して、バリアフリー研修を実施した。 

 

・心のバリアフリーの推進（県） 

障害等により配慮が必要な方が携帯し、日常生活で困った時や災害時に、周囲  

の方に支援が必要であることを伝える「ヘルプカード」を作成し、市町村や健康 

福祉センター等を通じて配布を行った。 

また、普及啓発用チラシやポスターを作成し、市町村や公共交通機関、障害者団

体などの関係団体に配布するとともに、県民だよりを始めとする、各種広報 

媒体を活用した障害者マークの周知を行い障害のある方への理解の促進や心の 

バリアフリーの推進を図った。 

 

・心のバリアフリープロジェクトの推進（県・市町村・学校） 

  オリンピック・パラリンピック推進校において、心のバリアフリープロジェクト

として、義足体験やパラリンピック出場選手との交流等によって共生社会を考える

学習を行った。 

 

・バリアフリーマップの普及促進（県） 

  車椅子使用者をはじめ、視覚や聴覚に障害がある方、高齢者、妊産婦、幼児連れ

の方などが、安心して外出できるように、県内の公共的施設や福祉施設、商業施設

などのバリアフリー情報を提供する「ちばバリアフリーマップ」の掲載施設の充実

を図った。 
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戦略５・６ 魅力ある観光地づくり・外国人受入体制 

 

・「オール千葉」でのおもてなし機運の醸成（県・市町村・観光関連事業者等） 

千葉県を訪れる多くの方々が「また千葉県に行きたい」と心から思えるよう、 

オール千葉での「おもてなし」の機運を醸成するための取組として、シンポジウム

等の開催や、一人ひとりが持つ「おもてなしの心」を１つにする「オール千葉 

おもてなし隊」を結成し、それぞれの実施主体が実施する「おもてなし活動」に 

参加し、広く紹介した。 

[平成 30 年度実績] 

イベント・シンポジウム 4 回（千葉市 2回、成田市、茂原市） 

PR 活動 4回（成田市、ｱｸｱﾗｲﾝﾏﾗｿﾝ 2018、千葉市、銚子市） 

 

・食によるおもてなし力の向上（県・市町村・観光関連事業者等） 

食に関しての魅力ある観光地づくりを進め、おもてなし力の向上を図るため、 

「ちばの郷土料理」パンフレットを作成するとともに、飲食店や宿泊施設向けの 

郷土料理研修会を開催するなど、観光客が本県ならではの「郷土料理」を知り、 

味わえる環境づくりを進めた。 

[平成 30 年実績] 

・「ちばの郷土料理」パンフレット 2万部作成 

・飲食店・宿泊施設向けの郷土料理研修会 2回 

 

・観光地のトイレ整備・美化（県・市町村・観光関連事業者等） 

  観光地の利便性を高め魅力向上を図るため、多くの観光客が利用する観光公衆 

トイレや駐車場、観光案内板、観光案内所の設置・改修について、その経費の一部

の助成を行い、整備促進を図った。 

［平成 30年度見込値］ 

トイレ 26件、駐車場 3件、観光案内板 10 件、観光案内所 1件（計 40件） 

 

・多言語観光案内板の整備（県・市町村・観光関連事業者等） 

外国人観光客の受入体制を整備するため、外国語を併記した観光案内板の整備を

行った。 

［平成 30年度見込値］改修及び補修 2基 

 

・公衆無線ＬＡＮ等の整備（県・市町村・観光関連業者等） 

外国人観光客の利便性を向上させ、本県の観光地としての魅力を高めるため、 

県内での公衆無線ＬＡＮ環境の整備に対する助成を行い、外国人観光客が利用する

施設等への整備促進を図った。  

［平成 30年度見込値］48 施設 
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・外国語観光ボランティアガイドの育成（県・千葉県観光物産協会） 

  外国人観光客の受入体制の整備の一環として主に県内観光ボランティア団体で

活動している者を対象に、外国人観光客が訪れる観光地において外国語による観光

ガイドを務めていただけるよう、観光関連知識や説明スキルなどの実践的な養成講

座を開催した。 

  [平成 30 年度実績]計 3回 

   北総（香取）、ベイ・東葛飾（船橋）、南房総・九十九里（木更津）で各 1回実施 

  

 

 

・外国人観光客向け千葉県周遊コースのＰＲ（県・市町村・観光関連事業者等） 

  東南アジア等を中心とした各国の観光客を県内観光地に誘客するため、ＳＮＳを

活用した外国人観光客ニーズ・動向調査の結果を踏まえて作成した県内周遊コース

について、冊子やＳＮＳ等を活用してＰＲを実施した。 

[平成 30 年度実績] 

  ・ドイツ語版千葉県周遊ガイドブック 3000 部作成 

・電子版ガイドブックの QR コードを掲載した名刺サイズの告知カード 

ドイツ語 5,000 枚、ベトナム語 3,000 枚作成 
 

 

 

・外国人へのおもてなし力の向上（県・市町村・観光関連事業者等） 

  県内の観光・宿泊施設の経営者や従業員等を対象に、多言語音声翻訳アプリを活

用した外国人対応の実習や障がい者・高齢者の方への対応を学ぶユニバーサル対応

の内容を盛り込むなど、先進的なおもてなしに関する研修を行った。また、商店街

が行う対外国人接客講習会や多言語による情報発信の取組を支援し、商店街関係者

を対象とした研修を開催するなど、オール千葉でのおもてなし力の向上を図った。 

  [平成 30 年度実績] 

  【観光事業者向け】 

   計 12 回（見込を含む） 

   経営者層向け 3 地域（千葉・九十九里・館山）で各 1回実施 

  従業員層向け 3 地域（千葉・九十九里・館山）で各 3回実施予定 

 【商店街向け】 

商店街関係者向けセミナー 計 6回 

6 地域（千葉・船橋・松戸・佐倉・一宮・館山）で各 1回実施 
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戦略７ 危機管理・安全対策 

 

・国民保護図上訓練の実施（県、千葉市、習志野市、県警など） 

大規模イベント開催時におけるテロ災害等の緊急事態を想定し、平成 31 年 1 月 

21 日に千葉県国民保護図上訓練を実施した。千葉県、千葉市、習志野市、千葉県警

察本部、千葉市消防局、習志野市消防本部、自衛隊、海上保安庁千葉海上保安部、

医療機関等、約 30 機関、約 140 名が参加し、初動対応や被災者の搬送に関する 

調整、避難実施要領の作成等を行い、対処能力の向上及び相互連携の強化などを 

図る訓練を行った。 

 

・サイバー攻撃対策（県警） 

サイバーセキュリティに関する知識、技能の向上を図るため、県内の競技会場管

理者、重要インフラ等を対象とした研修会等を 42 回開催するとともに、施設管理

者と警察によるサイバー攻撃を想定した共同対処訓練等を 13 回実施し、対処能力

の向上を図った。 

 

・感染症等対策の実施（県・市町村・医療機関・医療関係団体） 

  11 月 21 日にさんむ医療センターにおいて、新型インフルエンザ等の県内まん延

期を想定した外来診療等係る実動訓練を実施した。千葉県内の保健所や近隣市町 

及び病院から約 110 名が参加・視察に訪れた。 

 

・熱中症対策（国・県・市町） 

  内閣官房の「外国人等向け熱中症等関連情報等のあり方に関するＷＧ」に参画し、

外国人等に対する多様な情報発信について検討を行うとともに、環境省の実施する

暑熱環境測定事業に協力し、競技会場周辺の気温・湿度等のデータを収集した。 

 

・移動交番・防犯ボックスの拡充（県警・県・市町村） 

 地域防犯力の強化やオリピック・パラリンピック開催時における運用を見据えて、

移動交番車 5台の追加配備を行った。 

また、防犯ボックスの県内における普及を促進するため、市町村が設置する新た

な防犯ボックスの初期費用や運営費について助成した。 

 ［H30 移動交番車配備先］千葉東署、行徳署、野田署、印西署、東金署 

 ［H30 防犯ボックス設置］四街道市、東金市、栄町 

 

・防犯カメラの拡充（県警・県・市町村） 

  犯罪の起こりにくい環境づくりのため、市町村等における防犯カメラの設置に 

対し、補助金の交付決定を行った。 

 ［H30 防犯カメラ設置］ 374 台 
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戦略８ 機運の醸成・国際交流の促進 

 

・東京 2020 への機運醸成に向けた情報発信（県） 

  東京オリンピック・パラリンピックに向けて、県民の関心を高めるため、県内 

開催競技の紹介や、市町村の事前キャンプ・受け入れに向けた取組、県民にスポッ

トを当てたおもてなしの活動などの情報をテレビ番組で放送した。 

  [番組名]楽しもう！CHIBA de Tokyo2020 

  [日時等]毎週金曜日 21:55～22:00（H30 年 4 月 27 日～H31 年 3 月 22 日 

  年間 48 回・千葉テレビ放送） 

 

 

・スポーツを応援するチーバくんの作成（県他） 

  県内各地において、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や、ラグ

ビーワールドカップ 2019 日本大会に向けた事前キャンプの誘致・受入れ準備が 

進んでいる。また、2019 年は県内で多くの国際競技大会が開催される。そこで、 

こうした機会を捉え、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、

「チーバくん」をイメージキャラクターとして、新たなデザインとキャッチコピー

を作成した。 

 

 

 

 

 

 

   

・文化プログラム（県・市町村・文化芸術関係団体・大学・非営利団体等） 

「beyond2020 プログラム」や「東京 2020 参画プログラム」の認証を受け、コン

サートや美術展、祭りなど様々な文化プログラムが県内で実施された。 

 県自ら行う文化プログラムであり、あらゆる人々が参加・交流できる取組と 

して、プロのオーケストラと一般公募の県民による参加型のコンサートである 

「千葉・県民音楽祭」を、平成 31 年 3 月 2 日に県文化会館で開催した。 

 また、県民に、本県の文化的魅力を再認識してもらう取組として、平成 30 年 8

月に、県民投票等により「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」を選定し、

公表した。「ちば文化資産」をテーマや会場として活用する「ちばアート祭 2019」

の開催に向け、絵画・写真の募集を開始したところである（平成31年 2月～5月）。 

［b e y o n d 2 0 2 0 プ ロ グ ラ ム］142 件（千葉県認証分 H31.2.14 現在） 

［東京 2020 文化オリンピアード］222 件（県内の公認文化オリンピアード及び応援文化 

オリンピアード認証分 H31.1.11 現在） 
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・オリンピック・パラリンピック教育の推進（県・市町村・学校・競技団体） 

オリンピアンが教師役となり、生徒たちにオリンピックの価値等を伝えるＪＯＣ 

オリンピック教室を県内の中学校 6校で開催したほか、県内開催競技の競技団体と

の協定に基づき、県内の小中学校 12 校で競技団体による学校訪問を実施した。 

また、「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」に基づ

き指定した推進校は 65 校となった。推進校では、ボランティア精神の醸成や多様

性の尊重、スポーツの価値、異文化理解等の学習に取り組み、こうした実践による

成果を共有するための報告会を開催し、推進校の成果は、実践事例集としてまとめ、

県内学校へ配付をした。 

 

 

 

・都市ボランティアの養成・確保（県・市町村・関係団体） 

  東京 2020 大会において、交通案内や観光案内等の「おもてなし」を行う「都市

ボランティア」を 9月 12 日～１2月 10 日の期間で募集し、募集人数を大幅に上回

る応募があった。（募集 3,000 名、応募 6,546 名） 

また、外国人観光客等が安心して千葉県に滞在できる環境を整えるため、平成 29

年度から実施している「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座を引き続き

県内各所で開催した。（22 講座：約 1,000 名参加） 

 

 

 

・通訳ボランティアの養成（県・市町村・大学・国際交流関係団体） 

  東京オリンピック・パラリンピックに向けて、多言語によるコミュニケーション

支援体制を整備するため、通訳ボランティア養成研修を開催した（6 講座：195 名

修了）。 

 

 

 

・ホストタウンの推進（県・市町村） 

 平成 30 年度に成田市（アイルランド）、銚子市（台湾）が新たにホストタウンに

登録され、県内の登録自治体は 1 県 13 市 1 町となった。この制度の活用により、

経済、文化、スポーツなど幅広い分野での相互交流が活発になるよう、市町村と 

ともに取り組んでいる。 
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戦略９ 戦略的な千葉の魅力発信 

 

・東京 2020 への機運醸成に向けた情報発信（県） 

 東京 2020 大会に向けて千葉の魅力を国内外に発信するため、県民が主役となって

情報発信する「ちばの魅力発信隊」フェイスブックページを開設した。 

現在までに 100 名を超える隊員（発信者）が参加し、県内で出会ったグルメや風景、

おもてなしの様子をはじめとした約 600 件の投稿があり、国内外に千葉の魅力を発信

した。 

 

 

 

・「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」の選定（県） 

東京 2020 大会開催という本県の文化的魅力を発信する絶好の機会を活かし、 

本県の文化的魅力を再認識してもらうとともに、次世代へ継承していくため、平成

30 年 8 月に、県民投票等により「次世代に残したいと思う『ちば文化資産』」を 

選定し、公表した。「ちば文化資産」をテーマや会場として活用する「ちばアート

祭 2019」の開催に向け、絵画・写真の募集を開始したところである（平成 31 年 

2 月～5月）。 


