
委員 意見 対応

増田委員 バリアフリー化を進めるにあたって、アドバイスをする窓口を県で持っているのか。

県では、高齢者や障害のある方々が、安全かつ快適に利用しやすい施設を整備するため、バリアフ
リー法や福祉のまちづくり条例に基づき、行政と県民、事業者が手をとりあってバリアフリー化を進め
ている。また、県内の観光施設・宿泊施設を対象とした研修会を開催し、バリアフリーを含むユニバー
サル対応を取り上げて参加者に情報を提供した。このような研修会を継続して実施するほか、平成３
１年度からは、観光施設・宿泊施設のバリアフリー情報の収集・発信を行うこととしている。今後も各部
局で連携して対応してまいりたい。

渡辺委員
接客業の現場においての、プロとしての接客サービスのさらなる向上について、検討いただ
きたい。

県内の観光施設及び宿泊施設の経営者や従業員等を対象に、先進的なおもてなしについて情報を
共有する研修を実施し、オール千葉でのおもてなし力向上を図っている。
また、商店街などを対象に、訪日観光客に対する接客のための講習会を開催するなど、おもてなしの
体制整備も併せて促進していく。

夏目委員

成田空港からのアクセス手段が弱く、千葉県内の観光地への誘客が必ずしもできていな
い。そこで、バスとかタクシーといった二次交通手段を整備していくということが望まれてい
る。
オール千葉の前向きな取組をお願いしたい。

成田空港などの既存交通網拠点から観光地までを繋ぐため、平成２９年度からバスツアー等の造成
を行う事業者への助成を実施している。実績として、成田駅を発着し、東庄町のいちご園や銚子市の
海鮮丼、道の駅多古等をめぐるバスツアーが造成された。今後も継続して事業を実施し、県内への誘
客・周遊を図る。

渡辺委員 経済界や大学等の連携等の活動を明示的にわかるような形にしていただきたい。
推進会議において、経済界及び大学等の取組報告を行って頂いた。また、活動について広く平成30
年度における連携の状況は別添のとおりであり、今後も経済界・大学等と連携した活動を進めてまい
りたい。

飯沼委員
大会期間中の宿泊場所の不足が予想されるので、民泊を含めて検討していただきたい。
また、幕張付近に客船をつけ、宿泊ができるような工夫をしたらどうか。

民泊については、平成３０年６月に住宅宿泊事業法が施行され、千葉県内で２８０件の届出があり、県
ではホームページ等で情報提供している。（平成31年1月31日現在）
また、港湾に停泊した客船での宿泊については、政府の東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ
ク競技大会推進本部関係府省庁等連絡会議のホテルシップ活用分科会において検討されており、大
会期間中に、船内に宿泊可能なクルーズ船が長期着岸可能となるふ頭の候補が示され、県内では木
更津港が挙げられた。
木更津市では、大会期間中のホテルシップ誘致を目指しており、昨年には木更津港に「ぱしふぃっくび
いなす」が入港し、歓迎式典が実施されるなど、積極的な取組が行われている。

上田委員
海外旅行会社や、日本の旅行会社の海外支店とタイアップを考え、千葉の魅力的な写真を
提示し、対外的にアピールしてはどうか。

大会開催の機を逃さずに、外国人観光客を積極的に誘致するため、海外国際観光展や現地商談会
に参加するほか、現地旅行会社への企業訪問を行い、本県観光地の魅力が伝わる写真や動画等を
用いてＰＲ、セールスを行い、セールスの際には、旅行会社に活用してもらえるようコピーライトフリー
の観光素材の電子データを提供している。なお、平成３０年度はこれまでの台湾、タイ、マレーシアに
加え、新たにベトナムでのプロモーション活動も行った。

田村委員
オリンピック・パラリンピック教育推進校に指定されていない学校でも、生徒たちが参加でき
るような気持ちが持てるよう、学校で特色のある取り組みを検討するのはどうか。

来年度は、全ての公立学校でオリンピック・パラリンピック教育に取り組むために、秋頃に推進月間を
定める。また、児童生徒が自主的にオリンピック・パラリンピックに関われるように、キャッチフレーズ
等の作品を児童生徒から募集する予定であり、これらの取組により、推進校以外の学校にもオリン
ピック・パラリンピック教育を広く普及をしていく予定。

夏目委員
２年前イベントや５００日前イベントについて、成田空港として場所の提供や、いろいろな協
力をしたい。

成田国際空港株式会社に御協力いただき、平成３０年７月２４日にオリンピック２年前イベントを開催し
た。今後も大会に向けた機運醸成を図るため、市町村や企業・大学等と連携して、県内開催競技の普
及事業を県内各地で実施していく。

夏目委員
空港でオリンピック・パラリンピックの装飾をしていきたいが、組織委員会のオフィシャルス
ポンサーの制約がある。自治体であればオリンピック・パラリンピックのバナーやデジタル
サイネージの掲出が可能であると考えられるがどうか。

成田国際空港株式会社が「オフィシャルエアポートパートナー」となったことから、県としても空港会社
とこれまで以上に連携して、大会開催に向けた機運の醸成を図ってまいりたい。

増田委員
幕張メッセや、サーフィン会場周辺で、のぼりや横断幕等により、選手や関係者への歓迎
ムードがあるとよい。

大会本番時の会場周辺の歓迎ムードの創出については現在検討を進めている。なお、大会開催まで
１年を切る来年度に、大会公式マスコットなどを活用した横断幕、ポスターなどにより県内開催競技を
周知するとともに大会に向けた祝祭感や機運の醸成の強化に努めてまいりたい。

久保委員
ＳＮＳでの魅力発信について、フェイスブックだけではなく、ツイッターやインスタグラムな
ど、色々な手段を研究するのはどうか。

　千葉県マスコットキャラクターのチーバくんを活用した取組みとして、平成３０年４月にインスタグラム
のアカウントを開設し、年間を通じ設定したテーマに基づき千葉の魅力等の情報発信をしており、フォ
ロワー数は現在２万人を超えている。なお、平成２３年１２月に開設したツイッターのアカウントでは、
観光、イベント、県政情報を発信しており、フォロワー数は現在２６万人を超えている。
　今後もＳＮＳの特性に合わせて千葉の魅力を発信するとともに、東京２０２０大会に向けての機運醸
成を図ってまいりたい。

久保委員 機運醸成や地域の魅力発信について、来年、再来年と続けていきたい

上田委員
１０００日前、５００日前、１００日前だけでなく、平成３１年度予算を措置して、１年前イベント
を実施するのはどうか。

武田委員
企業等の職員教育によりおもてなしの心を盛り上げるべきである。
また、外から来た皆さまがまちを歩いた時に「よかったね」という気持ちを感じていただくた
め、千葉県全体でおもてなしの心を磨き、底上げを図るべき。

庁内各部局によるおもてなしに繋がる活動を、連携・協力して推進する「オール千葉おもてなしアク
ション！」を展開しており、このプロジェクトのもと、市町村・事業者をはじめ、広く県民の参画を呼びか
け、「オール千葉」でのおもてなし機運醸成に取り組んでいる。平成３１年度にも、多くの県民の皆様が
集まるイベントにおいておもてなしのPRを予定するなど、継続して機運醸成に取り組んでいく。

渡辺委員
各地域で、民間企業等と協力して取組を進める際に、関係者の交流を促進する時間を確
保すべき。

専門部会は、戦略に関連する地域および事業者等によって構成されていることから、専門部会等の
取組がより活性化されよう、図ってまいりたい。

競技観戦や体験イベント等を通して県内開催８競技への理解を深めるため、オリンピック・パラリン
ピック２年前、５００日前を記念したイベントを実施した。平成３１年度にも大会１年前イベント等の実施
を予定しているなど、継続して機運醸成に取り組んでいく。
また、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。平成３１年度も本ページを運用し、国内外
に千葉の魅力を発信してまいりたい。
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名称は順不同
種別 事業・イベント名 概要 県との連携先(市町村を除く) 連携の内容

イベント
幕張メッセどきどきフリー
マーケット2018
（主催：実行委員会）

競技体験会

・みんなで応援！千葉県経済団
体協議会
・NEC
・JAL
・学生団体おりがみ
・帝京平成大学

・運営ボランティア
・選手の派遣（JAL)

イベント
県民の日行事
（主催：県）

競技体験会

・順天堂大学
・千葉大学
・帝京平成大学
・了徳寺大学
・城西国際大学
・千葉科学大学
・国際武道大学

・シッティングバレーボール体
験会講師（順天堂大学）
・運営ボランティア

イベント
オリンピック2年前イベント
（主催：県）

記念セレモニー、競
技紹介ほか

・NAA
・JAL
・ANA

・会場、機材の提供
・同時開催イベントの実施等

イベント
オリンピック2年前イベント
（主催：県、一宮町）

記念セレモニー、競
技紹介ほか

・アース製薬 ・サンプル提供

イベント

パラリンピック2年前イベン
ト
（主催：県、千葉市、経済団
体）

記念セレモニー、競
技紹介ほか

・みんなで応援！千葉県経済団
体協議会
・オリンピック・パラリンピック等
経済界協議会
・アサヒビール
・学生団体おりがみ

・体験ブース等の企画・運営
・同時開催イベントの協賛(ア
サヒビール)

イベント

パラスポーツフェスタちば
2018
（主催：実行委員会、NHK
千葉放送局）

企業・大学対抗戦、
競技体験会

【対抗戦出場チーム】
順天堂大学、淑徳大学、敬愛大
学、帝京平成大学、植草学園大
学、植草学園短期大学、千葉大
学、了徳寺大学、和洋女子大学
東京海上日動火災保険、あい
おいニッセイ同和損保、凸版印
刷、日本郵便、京葉銀行、千葉
興業銀行、NEC、JR東日本、東
京ガス、NTT東日本、ちばぎん
総研、千葉県中小企業団体中
央会
【企画・運営】
みんなで応援！千葉県経済団
体協議会
大学生(80名：千葉大学、帝京
平成大学、淑徳大学、敬愛大
学)

・イベント全体の企画・運営

イベント
千葉駅deボッチャ
（千葉大学学生団体おりが
み、JR東日本千葉駅)

企業対抗戦

【対抗戦出場チーム】
JR、京成、ペリエ、千葉都市モノ
レール、千葉銀行、東京ガス、
NEC、NTT東日本、千葉大学、
千葉工業大学
【企画・運営】
学生団体おりがみ（千葉大学、
千葉工業大学）、JR東日本千葉
駅

・イベント全体の企画・運営

イベント
NECグリーンロケッツホー
ム開幕戦

競技体験会(試合開
始前)

・NEC
・和洋女子大学

・会場の提供
・同時開催イベントの実施等

イベント
パラスポーツフォーラムin
CHIBA
（主催：県、君津市）

競技体験会

・順天堂大学
・帝京平成大学
・千葉大学
・新日鐵住金
・伊藤園

・会場提供（新日鐵住金）
・飲物提供（伊藤園）
・シッティングバレーボール体
験会講師（順天堂大学）
・運営ボランティア

イベント
大会500日前フォーラム
（主催：県、千葉市、一宮
町、経済団体）

セレモニー、競技紹
介、事例発表会ほか

・千葉商工会議所
・帝京平成大学
・日本郵便
・明治

・事例発表・展示

学校訪問 レスリング学校訪問 競技体験・食育授業 ・明治 ・企画・運営協力
学校訪問 車いすフェンシング学校訪問 競技紹介・体験授業 ・パナソニック ・企画・運営協力
学校訪問 フェンシング学校訪問 競技紹介・体験授業 ・大日本印刷 ・企画・運営協力
研修会 あすチャレ！アカデミー 講演 ・NEC ・企画・運営協力
研修会 パラ競技普及の担い手育成 競技体験研修 ・聖徳大学 ・企画・運営協力
研修会 パラ競技普及の担い手育成 競技体験研修 ・植草学園大学 ・企画・運営協力
研修会 パラ競技普及の担い手育成 競技体験研修 ・流通経済大学 ・企画・運営協力

その他
おもてなしCHIBAプロジェ
クト（ひまわり）

試験栽培ほか

・アース製薬
・ハイポネックス
・プロトリーフ
・カネコ種苗
・シンジェンタジャパン

・土壌調査
・技術的助言

大会に向けた機運醸成・県内開催競技普及事業における経済界・大学等との連携状況（H30年度）


