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※県民の皆様からの意見については、取りまとめの上、趣旨をそこなわない範囲で意見を要約させて

いただきました。 

 

計画全般 

意見・要望要旨 県の考え方 

成果品としてまとめる際には、見やすさに配慮するため

に図表や地図の挿入、色使いなどの配慮を十分にしていた

だきたい。 

新たな総合計画の策定後に作成する「県民広報版」にお

いては、県民への分かりやすさや見やすさなどに配慮し作

成してまいります。  

第 4次産業革命、ＩｏＴなどは説明が必要と思われる。 御意見を踏まえ、わかりにくい用語については、巻末に

用語解説を設け、説明文を記載しました。 
英語文字（例：MICE誘致、HACCP、IPCC）に関する説明書

きが少なかったり、書いてあるものと書いてないものがあ

ったりするため、説明書きを増やすべきだと思う。 

全体的に専門用語が多くてわかりづらいので注釈が必

要。最後に付けるのかもしれないが、県民に読んでもらい

意見をもらうのならば、今の時点で県民がわかりやすい内

容にする必要がある。 

「合計特殊出生率」など全体的に難しい語句が多いと感

じたので解説があるとよりわかりやすいかと思う。 

数値に関して、数値があるところとないところが曖昧で

あるため、具体的な数値がよりあると分かりやすく、読み

やすいと思う。 

具体的な数値目標である「指標」を記載しました。 

総合計画だと具体的に書けない所も多いと思うが、もう

少し具体的に書いていただけると分かりやすい。 

第３章第２節の【主な取組】に具体的な事業を記載しま

した。 

全体的に踏み込んだ具体的な例が無く、書いてあること

の想像が出来なかった。 

基本構想編と実施計画で構成されているが、実施計画は

4 年間の計画期間にもかかわらず、具体性が乏しい記載が

散見される。少なくとも、実施計画であれば、計画におけ

る課題解決のための主要事業等を具体的に示して、県民に

県の取組がイメージ出来るよう心がける必要があるのでは

ないか。 

・「12 の政策分野⇒37 の施策項目⇒177 の取組」という体

系は、基本的に前計画を踏襲したものになっていると考え

られるが、その中で今回新たに加わった「取組」がどれで

あるかを知りたい、と感じた。 

・追加したものは、県が新たな視点から必要だと判断した

もののはず。例えば、各取組の名称の後ろに「新規」と記載

する、取組の一覧表があればそこに記載するなど、何らか

の形で示していただければと考える。 

御意見頂いた「新規」の記載については、現在考えては

おりませんが、新たな総合計画の策定後に作成する「県民

広報版」においては、県民への分かりやすさや見やすさな

どに配慮し作成してまいります。 

各施策について、携わる主体（県、市町村、事業者など）

および県の所管部課を明示し、施策をすすめていくに当た

って、どの主体がどういう役割を果たすのかという点を明

確にしたほうがよい。 

第３章第２節の政策分野に【防災・危機管理】など各分

野の記載をしています。また、第３章第２節の【主な取組】

に具体的な事業を記載しました。 

県、市町村、住民、企業が連携して取り組む事業の提案

など、新たな取組方策等を各種の事業で示すことが出来な

県と市町村、住民、企業との連携について、様々な分野

で記載しているところですが、第３章第２節の【主な取組】
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いのか。 に具体的な事業についても記載いたしました。 

県の総合計画は、従前の県の 5 か年計画のようにビック

プロジェクトで計画の骨格を形成することが困難な時代に

入っていることは、十分理解できる。したがって、従前の

ように行政がフルセットで事業を行うのではなく、民間活

力を導入し、企業等と連携した事業の展開、更には規制の

見直しなど、行政の手腕を生かした取組が求められている。 

第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」

に、重視すべき横断的な視点として、「県民みんなの活躍」

を記載しており、皆様の御意見を踏まえ修正しました。 

また、第４章の「重点的な施策・取組の推進に当たって」

に第１節（１）として「チームスピリットの発揮」を記載し

ており、多様な主体と連携・協働して各分野の政策・施策

を推進していく旨記載しています。 

県として市町村と連携強化していくとあるが、具体的に

どのような場面でどのように連携を強化していくのかがわ

かると良いと思う。 

県と市町村は分権社会を共に担っていく自治体として、

これまで以上に協力し、連携を図っていくことが必要です。 

連携の強化については、第４章第１節「（３）市町村の自

主性・自立性の向上と連携強化」に記載しておりますが、

具体的な事業については、第３章第２節の各施策項目の【主

な取組】において、新たに記載しました。 

何か所か大学との連携の記述があるが、「閣議決定」の以

下のような指摘を踏まえた計画を示されたい。 

「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」 

①地方創生に資する大学改革 

・首長の強力なリーダーシップの下、地域の産業ビジョン

や地域における大学の役割・位置付けを明確化し、組織レ

ベルでの持続可能な産官学連携体制の構築を推進する。 

・学生の地方への還流や定着の促進に向けた取組を促進す

るとともに、若者の雇用創出にための取組を更に進める。 

県では、既に地域振興、産業振興、まちづくりなど様々

な分野で大学と連携しており、各分野における連携につい

て原案に記載しています。 

また、現在、県内の大学、企業、県・市町等がコンソーシ

アムを組み、文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業」を実施し、雇用創出や人材育成事業等を進

めているところであり、当該事業の推進により、今後、大

学の役割・位置付けや産学官連携の方向性が明確になると

考えます。 

なお、各分野における連携として、第３章第２節「Ⅲ-２

-①-３産学官連携やベンチャー企業の育成によるイノベー

ションの促進」において、産学官・企業間連携の促進につ

いて盛り込み、大学が行っている研究の成果（シーズ）を

活かした新製品・新技術開発が進められるよう支援を行う

こととしています。また、第３章第２節「Ⅲ-１-①-５地域

の特性を生かした移住・定住の促進」においては、若年者

等の県内企業への就労の促進に取り組む旨記載しており、

地域しごと支援センターちば事業を実施してまいります。 

持続的な発展は健全な財政状態の維持が前提になると考

える。計画原案には財政展望を示すとともに、財政の制約

のなかでどの政策に優先的に取り組んでいくのかという方

向感を示すべきである。加えて、健全化が遅れた自治体が

ようやく組織スリム化に取り組むという事例を他人事とせ

ず、行政の効率化という観点からの目標設定を強調しても

よいのではないか。 

行政の効率化の観点からの取組については、別途、行政

改革計画・財政健全化計画を策定し、その中で具体的にお

示しする予定です。 

・レガシー創造。オリパラは一過性なのでレガシー創造が

とても重要であり、文言としてもきちんと位置付けるべき。

各所に「レガシー（創造）」を文言として明示する。 

・オリパラを機に、レガシーとして、地域社会の担い手と

なるボランティア団体ほか県民の支えあいの体制と仕組

み、文化・芸術活動・同団体・ネットワーク、スポーツへの

参加とそれを通した健康増進及び障がい者スポーツへの理

解促進をレガシーとして残す。 

御意見を踏まえ、第２章第１節「（９）①2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックの開催を生かした地域活性と魅

力発信」などにレガシーについて記載しました。 

2020年のオリンピック・パラリンピックに絡めている箇

所がいくつかあり、とても良いと思う。 

御意見ありがとうございます。 

県内での競技開催は、本県の魅力や国際的な知名度を高

めるとともに、将来を担う人づくりや、地域の活性化、国

際交流の推進等においても絶好のチャンスとなるものであ
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り、県内の企業、団体、大学などと連携しながら、取組を進

めているところです。 

県としましては、大会の開催効果を全県に波及させるべ

く引き続き取り組んでまいりますので、御理解・御協力の

ほど宜しくお願いします。 

オリンピックのことが色々な場所に少しずつ書いてある

が、バラバラなので県を挙げて取り組んでいく感じがしな

い。これからの 4 年間で一番大きな出来事だと思うのでオ

リンピック全体の項目を立てる必要がある。 

御意見を踏まえ、12の政策分野のすべてにおいて重視す

べき横断的な視点として、第３章第１節「次世代につなぐ

輝くちばへのチャレンジ」の【国内外への魅力発信】に 2020

年東京オリンピック・パラリンピックの記載を追加しまし

た。 

学校法人、幼稚園を自由に廃園できるようにし、老人ホ

ームとか、他の未来に必要な設備にできるようにする。 

私立幼稚園の廃止は、学校教育法の規定により都道府県

知事の認可が必要となっています。 

「輝け・ちば元気」を先導する地域・地域ブランドの重点

展開 

既に固有の地域資源・施設・人材の強みを活かし、県内

外で評価を得ている地域、施設、地域ブランド、活動等が

県内に点在している。これらが、千葉県を元気に、輝かせ

るとともに、特に首都圏内での類似のものとの競争に優位

に立ち、存在をさらに高めるために、関係自治体・団体・事

業者・住民と、より一層強く連携し、施設・機能の充実、人

材の強化、プロモーションの促進、交通アクセスの充実等

を図っていく施策が望まれる。千葉県という総体よりも、

県内の特徴ある各地域をアピールし、地域ブランドを確立

していく展開に重点をおいていくことが重要ではないか。 

各地域では、地方創生を背景に、これら地域の資源を生

かした地域ブランドや、活動など、創意あふれた地域振興

の取組が進みつつあります。 

こうした地域の特性や強みを生かした取組をさらに促進

し、地域内外への魅力発信を一層推進することで、地域の

活力を高めてまいります。 
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第１章 計画策定の基本的な考え方 

意見・要望要旨 県の考え方 

第３節（１）基本構想編 

10の視点として時代背景と課題が挙げられているが、次

のページにスペースがあるので縦に1つずつ並べたほうが

読みやすく、頭に入りやすいと思う。 

新たな総合計画の策定後に作成する「県民広報版」におい

て、県民への分かりやすさや見やすさなどに配慮し作成して

まいります。 

第４節（３）時代潮流への対応 

次世代を担う若者や子供たちが活躍すると書いてある

が時代潮流についてはあまりふれていないように見える。 

「時代潮流への対応」を「次世代へつなぐための視点」と

修正するとともに、第３章第１節「次世代につなぐ輝く千葉

へのチャレンジ」に説明を追加しました。 
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第２章 千葉県が目指す姿（基本構想編） 

第１節 時代背景と課題 

意見・要望要旨 県の考え方 

時代背景と課題の項目の 1 つとして、低成長時代におけ

る自治体の生き残り対策の視点から「自治体間競争の激化」

を取り入れていただきたい。 

御意見を踏まえ、第３章第１節「次世代につなぐ輝くち

ばへのチャレンジ」の【急激な人口減少・少子化への歯止

め】や【国内外への魅力発信】において、自治体間競争の観

点を盛り込んで記載しました。 

移住人口数：県の人口増は、都心とのアクセスが良好な

東葛地区やアクアライン接続部の牽引によるものであり、

県の移住政策の成功によるものではない。 

原案では、「（４）価値観やライフスタイルの多様化」の

中で、移住・定住を捉えている。しかし、場当たり的な移住

政策では、継続的な成果や政策としての進歩が見込めない。

現状の捉え方では、ブームを作ってきた他自治体の焼き直

し政策に終始してしまうので、よそからパイを奪い合う、

言わば経営の視点で移住政策を考えていただきたい。 

移住・定住促進の取組は、市町村等がそれぞれの地域特

性を活かしながら展開しています。 

県では、市町村等と連携しながら、各地域の魅力やくら

し情報を発信することで、地域の取組を支援していくこと

としており、農業や田舎のイメージだけでなく、様々な価

値観に対応した幅広い視点をもって取り組んでまいりま

す。 

企業誘致数：現在、千葉県の企業誘致実績は、全国で中

位に留まっている。隣県の茨城県は全国 1 位なので、立地

の問題ではない。 

県では、他自治体を真似して空き公共施設への誘致に力

を入れているようだが、目標件数は年 5件とのことである。

この目標値で、果たして競争に勝てるといえるのか。また、

工業団地についても売れ行きが好調なのは結構だが、それ

を受け、県ではどのように今後の展開、企業からの土地需

要を考えているのか、原案に記載はない。 

企業誘致セミナーや企業ニーズを把握するためのアンケ

ート調査、金融機関との連携などを通じて本県の立地優位

性を積極的に情報発信することにより、工業団地の整備に

限らず、地域の特性に応じた戦略的な企業誘致を進めてま

いります。 

ふるさと納税額：知事の方針や政府の意向があると思う

ので、指摘しづらいが、お返し品がチーバくんのクリアフ

ァイルでは、お茶の濁し方が少々雑ではないか。 

ふるさと納税については、今年 4 月に総務省通知が出さ

れたところです。県としましては、本来のふるさと納税制

度の趣旨を踏まえ、今後も返礼品に頼らない運用を継続し

てまいります。 

国による地方創生の政策の活用：本来は、県が別途作成

した地方創生総合戦略に記載されるべき内容かもしれない

が、そこになかったので、ここで記載する。 

たとえば、国家戦略特区の制度は「熱意ある自治体のた

めに」行われているが、県としてこうしたものに積極的に

応募する姿勢を見せるできではないか。内閣府の資料を見

ると、たしかに数年前に京葉臨海コンビナートについて、

近隣自治体と一緒に応募した実績があったようだ。残念な

がらこのときは採用されなかったが、こういった制度運用

で、国からの支援を狙っていくことは、他の自治体から一

歩抜け出す強みを生み出す環境を得られると思われる。 

そもそも、他県で見られるような地方創生を専門で行う

担当課がないのはいかがなものか。 

国は、「地方創生が目指すのは、地域に住む人々が、自ら

の地域の未来に希望を持ち、個性豊かで潤いのある生活を

送ることができる地域社会を形成すること」「地方と東京圏

を対立構造と考えるものではない」と言っており、国と地

方が総力を挙げて取り組むものと認識しています。 

急激な人口減少に歯止めをかけ、人口減少社会において

も持続可能な社会を維持していく地方創生は、県としても

重要な課題であると認識しており、千葉県地方創生「総合

戦略」を策定し、国の施策を活用しながら専門分野の担当

課と連携して取り組んでまいります。 

（１）②人口減少に伴う需要・供給構造の変化への対応 

高度経済成長期に県内に数多く建設された団地の老朽

化、住民の高齢化が深刻となっており、近年の都心回帰傾

向もあって県外への人口流出が進む恐れもある。バス交通

の観点からみると団地住民が減り続けることによって減便

等を余儀なくされ、団地周辺の住民の利便性にも影響が生

じる。老朽化団地の再生等、県外への人口流出を防ぐ手法

県では、千葉県すまいづくり協議会住宅団地再生検討部

会において、モデルとなる既存の住宅団地の現状及び課題

を把握し、ハード・ソフトを含めた住宅団地の再生の総合

的な取組を行っております。頂いた御意見につきましては、

今後、施策をすすめていく上での参考とさせていただきま

す。 
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についても取り組んでいただくようお願いしたい。 

（２）①大規模自然災害等に備えた防災対策の推進 

○の 1つ目について、以下の内容とする事を提案する。 

『平成 29年 1月、「今すぐにでも発生し得る大規模自然

災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進め

るためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、

優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然

災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及

び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させる

ことが必要である。」とした国土強靱化基本法の考え方に基

づき、「千葉県国土強靭化地域計画」を策定しました。来た

るべく大規模地震に備え、市町村、民間事業者、県民等、各

主体の参画・連携のもと、県土の健康診断にあたる脆弱性

評価を踏まえて迅速な復旧、復興が可能な千葉県を作り上

げる必要があります。』 

理由：平成 28年度に策定された「千葉県国土強靭化地域

計画」では、大規模災害で起こりうる被害を想定し、それ

ぞれの項目に対して具体的な対策が検討されている。総合

政策においても、具体的な施策が検討されているが、どち

らも自然災害への対応という同じ目的で検討された政策で

あるから、整合が図られるべきと考える。 

千葉県国土強靭化地域計画の考え方については、（２）①

の「○」の 2つ目に記載しております。 

また、千葉県国土強靭化地域計画は、国土強靭化に関し

て、県の計画等の指針となるべきものとして策定したもの

であり、総合計画における個別の施策等の中に反映されて

おります。 

（３）③成田空港の機能拡充 

航空機発着回数の最高値を更新していることは良いこと

だと思うが、羽田空港と比較して、老朽化が進んでいるよ

うに思われる。気持ちよく快適に利用することができるよ

う，ターミナルを含む空港の改装を検討する必要があるの

ではないか。 

成田空港では、これまでも、第 1 ターミナルの改修工事

を行ったほか、第 2 ターミナル「到着ロビー」の照明のＬ

ＥＤ化とともに、壁・床の色調及び天井のリニューアル、

また、第 1・第 2 ターミナルのショッピング＆ダイニング

エリア「エアポートモール」の全面リニューアルをはじめ

とした各店舗のオープン、デザイントイレの整備など、タ

ーミナル内施設の改修を計画的に実施していると聞いてお

ります。 

利用者の利便性、快適性向上のため、県としても、引き

続き、空港会社に働きかけてまいります。 

（４）③交通安全対策の推進 

自転車が加害者になる事故が問題となっていることは記

載の通りであるが、イヤホン装着やスマートホンを操作し

ながらなどの交通マナーの悪い自転車が自動車との事故も

誘発しているという問題も加えていただきたい。 

「時代背景と課題」である当該箇所については包括的な

現状認識を記載することとし、原案のとおりとしました。 

なお、第３章第２節「Ⅰ-２-②-３自転車安全利用の推進」

において、自転車利用者のマナー向上等のための取組を具

体的に記載しています。 

（４）③交通安全対策の推進 

免許証返納後は公共交通を利用することになり、公共交

通の利便性確保は「環境づくり」に含まれていると思うが、

より明確にするため例示等で記載していただきたい。 

公共交通機関の利便性については、第２章第１節（８）

①「アクアライン・圏央道などによる交流基盤の整備」に

おいて、「効率的で利便性・安全性の高い公共交通網として

いくことが重要」と記載しています。 

（５）①地球温暖化に対する取組 

○の 3つ目：「事業説明」に賛同する。また、さらに取組

の効果を上げるために、「分散型エネルギー・コージェネレ

ーションシステムや再生可能エネルギーの導入」の追加を

提案する。 

理由：分散型エネルギーは、エネルギーの効率的活用を

実現する。また、コージェネレーションシステムは、回収

した排熱を有効に活用することで、高い総合エネルギー効

率が実現可能であり、一次エネルギーの削減、さらにはＣ

Ｏ２削減に貢献すると考える。 

地域の特徴も踏まえた多様な供給力（再生可能エネルギ

ー、コージェネレーション等）を組み合わせて最適に活用

「時代背景と課題」では、地球温暖化対策に対する取組

について、県民・企業・行政など全ての主体が一体となっ

て取り組むべきものの代表例として、「再生可能エネルギー

の導入」と「省エネルギーの促進」を挙げているものです。 

このため、個々の具体的な取組については、記載を省略

していますが、県では、エネルギーを有効活用するコージ

ェネレーションシステム等の導入について、第３章第２節

「Ⅰ-５-①地球温暖化対策の推進」の【主な取組】として

掲げている「再生可能エネルギー等の活用」や「省エネル

ギーの促進」の中で取組の促進を図ることとしています。 
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することで、エネルギー供給のリスク分散やＣＯ２の排出

削減を図れると考える。 

（７）ＩＣＴ（情報通信技術）の進展 

最近の政府の動きや課題などを記載したほうがいい。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

（８）①アクアライン・圏央道などによる交通基盤の整備 

千葉市内から松戸・柏方面へ車で行く場合、国道 16号線

を通るが、渋滞も多く、非常に不便さを感じている。高速

を利用する場合には、一度首都高へ出て、6号三郷線・常磐

道経由で柏インターへ辿り着くが、同じ県内なのに、他県

を経由しないとインターへ着けないというのは不合理だと

思う。 

千葉市内から松戸・柏方面へ直通できる有料道路ないし

高速道路の整備を検討いただきたい。 

また、銚子方面についても、現在は横芝光までしか銚子

連絡道路が整備されていないが、こちらも、早く銚子まで

開通してほしいと思う。 

県内高速網の整備拡充が県内経済活性化のためには必要

だと感じる。 

外環道の開通により、千葉市を含む東京湾岸地域と松戸・

柏市を含む東葛飾地域の連携強化が図られ、今後は国道 16

号千葉柏道路や北千葉道路などにより、道路の骨格が形成

されることで、更なる交通の円滑化が期待されます。 

銚子連絡道路においては、現在、横芝光町から匝瑳市の

区間において整備が進められているところであり、今後も

整備を推進することにより、地域内外の交流・連携の強化

を図ってまいります。 

（８）①アクアライン・圏央道などによる交通基盤の整備 

○の 3 つ目：成田空港と圏央道のアクセスについて、茨

城県側からは現状の東関道経由でよいが、県南部からは、

空港と圏央道をつなぐ直結道路が不可欠であり、記述に加

えていただきたい。 

 圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の

動向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めてい

るところです。 

（９）2020年東京オリンピック・パラリンピック開催 

大会開催時においては円滑な輸送が不可欠であるが、

個々の企業や団体では得られる情報にも限りがある。大会

の成功に向けて、早期の情報提供や協議の促進を県が中心

となって進めていただくようお願いする。 

輸送業務全般の役割は組織委員会が担うこととなってお

り、組織委員会から得られた情報については、本県で設置

している官民連携組織等を通じて情報共有・協議を進めて

まいります。 

（９）①2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催

を生かした地域活性化と魅力発信 

以下の内容を追記する事を提案する。 

○パラリンピックの意義や魅力、競技種目の理解を深める

とともに、障がいのある人への心のバリアを取り除き、障

がいのある人と障がいのない人が一緒にスポーツを楽しめ

る共生社会の実現を目指します。 

理由：2020年東京オリンピック・パラリンピックの障が

い者スポーツに関する施策が不十分のように感じた。そこ

で、障がい者スポーツの普及推進による共生社会の実現を

目指した施策を追加していただきたい。 

第２章第１節（９）「2020年東京オリンピック・パラリン

ピック開催」で、県内での競技開催が将来を担う人づくり

等の絶好のチャンスとなり、スポーツの振興に確実に結び

つけていくことを記載しています。 

また、第３章第２節「Ⅰ-４-②-５東京オリンピック・パ

ラリンピックを契機としたスポーツの推進」で、オリンピ

ック・パラリンピック教育や積極的なスポーツ交流の促進

を通じて、スポーツに対する関心を高めるとともに、スポ

ーツを通じた障害のある人との交流や障害への理解を促進

し、誰もが互いを尊重し支えあう社会の実現を目指すこと

を記載しています。 

（１０）地方財政・地方分権 

地方財政・地方分権の時代背景や課題が書かれているが、

この解決策が具体的な施策として、どこに位置付けられて

いるのかが見えない。実施計画に埋め込まれているのかも

しれないが、できればきちんと項目をたてて、施策を示す

べきものではないか。 

 

分権社会を担う市町村の自主性・自立性の向上について

は、第４章第１節「施策推進の基本的な考え方（２）地方分

権の推進」において、その方向性を示しております。 

また、県の持続発展を支える行政・財政運営の推進につ

いては、別途行政改革計画・財政健全化計画を策定予定で

あり、その中で具体的な取組を示してまいります。 

（１０）④県民等との連携・協働 

理念にとどまらず、個別の施策や事業実施に当たって、

多様な主体と連携・協働が進む取組（知事が提唱している

「チームスピリット」）が必要と考える。 

御意見のとおり、施策や取組の実施に当たっては、多様

な主体との連携・協働が重要であると考えており、第４章

の「重点的な施策・取組の推進に当たって」に第１節（１）

として「チームスピリットの発揮」を記載しています。 
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第２節 基本理念 

意見・要望要旨 県の考え方 

身の丈に合った理念、目標を掲げ、それに見合った施策

を立案し、実行していくことが重要であると考える。 

県内の地域・産業・文化がそれぞれの個性、多様性を発

揮し、総体として「彩り輝く元気な千葉県」というような

テーマ・方向性で、見合った施策・事業を展開し、住民満

足度の向上を目指していくことが大切ではないか。 

「くらし満足度日本一」という表現は、多くの県民に千葉

はくらしやすいと感じてもらいたいという思いを込めて、基

本理念に掲げたものです。千葉ならではの交流基盤や多様な

魅力を最大限に活用しつつ、相乗的な好循環につながるよう

に取り組み、県民みんなが生き生きと活躍できる千葉県を構

築することによって、本県の活力維持・向上を目指しており

ます。 

御指摘の各地域、各分野の特色や多様性を生かした、満足

度の向上の観点は含んでいると考えております。 

計画の基本理念、方向性として、「くらし満足度日本一」、

首都圏・日本をリードする「日本一の光り輝く千葉県」と

いう文言が使われているが、くらしの満足度はどのような

指標で測るのか。日本一、日本をリードする観点から、こ

れまでの実績をきちんと評価されているか。 

「くらし満足度日本一」は基本理念であり、数値目標では

ありませんが、多くの県民に、千葉県は日本一暮らしやすい

県だと感じ、誇れる県にしたいという強い思いを込めて基本

理念に掲げたものです。 

また、基本構想の目標である「県内にずっと住み続けたい

県民の割合」は、千葉で暮らしていくことに満足しているか

ら、これからも千葉に住み続けたいと感じているという側面

も含んでいると考え、基本構想の目標として掲げたもので

す。 

なお、基本構想の目標である「県内にずっと住み続けたい

県民の割合」は 28年度の世論調査で 80.6％であり、現行計

画の策定時（25年度：77.5％）より上昇しています。 

くらし満足度日本一を実現すると書いてあるが、千葉県

が今何位なのか書いていないと難しいことなのか簡単に

達成できることなのかわからない。また、目標が県内にず

っと住み続けたい人の割合になっているが、くらし満足度

日本一が目標じゃないのは整合性が取れていない。 

「日本一の光り輝く千葉県」について、日本に千葉県は

ひとつしかないため、“日本一の千葉県”という表現に違和

感を覚えた。もしそれを書くのであれば、「日本一光り輝く

千葉県」にするべきだと思う。 

多くの県民に、千葉は日本一暮らしやすいと感じ、誇りに

思える県にしたいという強い思いを込めて基本理念に「日本

一の光り輝く千葉県」を掲げたものです。 

 

第３節 目指す姿（基本目標） 

意見・要望要旨 県の考え方 

Ⅰ（３）健康で生き生き暮らせる地域社会 

・タイトルを「（３）健康で生き生き暮らせる支えあいの地

域社会」 

・これからの本格的な人口減少・超高齢社会のキーワード

は「健康」「いきいき」（生きがい）と「支えあい」である。

⑤に「支えあい」という言葉が出てくるが、もっと前の柱

の段階に位置付けるべきである。そのことが第３章の施策

項目Ⅰ-３-⑤「互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせ

る地域社会づくりの推進」へとつながる。 

・頭数の人口は減っても「支えあい人口」を増加させるこ

とが極めて重要である。 

「地域における支え合い」については、第２章第１節「(１)

③高齢化等による医療・福祉ニーズの増大」においても課題

として記載しているところです。少子高齢化が進む中、多様

な主体が地域を支える仕組みづくりを促進することは重要

であると考えており、第３章第２節「Ⅰ-３-⑤互いに支え合

い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりの推進」にお

いて取組を進めてまいります。 

Ⅰ（４）心豊かに元気に暮らせる地域社会 

・共生社会の実現 

・障がいを持った人も健常者も、お年寄りも子どもも、外

国人も日本人も、人間と自然も、様々な主体が一つ千葉県

（日本・世界・地球）の上で「いっしょ」に心豊かに暮ら

せる地域社会をみんなで作り上げる「共生社会の実現」を

掲げるべきだと考える。そのことを県が先頭にたって謳う

とともに、オリパラを機に、世界に向けて宣言してほしい。

第２章第３節「Ⅰ（４）心豊かに元気に暮らせる地域社会」

の②で「グローバル化が進む中で、医療、教育、住宅など、

生活に密着した分野で、外国人にも住みやすい県として、首

都圏に勤務する外国人が増えている」と記載しており、国際

的な意味での「共生社会の実現」の実質は記載されているも

のと考えられること、また、「輝け！ちば元気プラン」にお

いて、10 年後の目指す姿として、この表現で記載を行って

いるところであることから、引き続き同様の姿を目指してま
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そうするだけの素地と機運のある県だと考える。キーワー

ドはみんな「いっしょ」！ 

いります。 

また、第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレ

ンジ」において、高齢者も若者も、障害のある人も、県民み

んながそれぞれの人生を大切にしながら、地域活動等に参画

し、豊かに生活できる社会の構築を目指すこととしていま

す。 

Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

・子どもの貧困（連鎖）解消 

・子どもの貧困・格差（及び子どもの自殺）ほど心が痛む

ことはない。一番の宝は子どもである。第３章の施策項目

「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成長と自立」に「４子どもの

貧困対策の推進」の項目があるので、前段（上位）として

このことを強く掲げるべきである。他とあわせて千葉県の

一番の宝は子どもであることを強力にアピールする。 

少子高齢化が進む中、次世代を担う子どもたちが生まれ育

った環境に左右されることなく、健やかに育つ環境の整備と

教育の機会均等を図ることが重要であると考えており、第２

章第２節「基本理念」において、子育て、教育の分野におい

て日本一を目指すことを記載しております。子どもの貧困問

題については、第３章第２節「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成

長と自立」において、課題として記載し、第３章第２節「Ⅱ

-１-③-４子どもの貧困対策の推進」で、取組を進めてまい

ります。 

Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

目指す姿という項目だが、「～ている。」という現在のこ

としか言っておらず、そこからどうなるのかを明示して欲

しい。 

第２章第３節では、「目指す姿」として、おおむね 10年後

の千葉県の具体的な姿を現在進行形で記載しています。 

Ⅱ（１）安心して子どもを生み育てられる地域社会 

「生み」を削除して、「安心して子どもを育てられる地域

社会」と修正していただきたい。 

理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

「安心して子どもを生み育てられる」とは、第３章第２節

「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」

の【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対す

る不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる

社会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値

観を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考

えております。 

Ⅱ（２）郷土を愛し自立した健康な子どもの育成 

①の「コミュニケーション能力」を「コミュニケーショ

ン力」と修正していただきたい。 

理由：コミュニケーションの力は能力ではなく、他者と

の関係のなかで育つものである。 

新学習指導要領にも「コミュニケーション能力」と記載さ

れているので修正せず、原案のとおりとしています。 

Ⅱ（２）郷土を愛し自立した健康な子どもの育成 

④の「早寝早起き、食事、運動などバランスのとれた」

は削除していただきたい。 

理由：貧困と経済格差が拡大するなか、満足に食事が摂

れない子どもが増えている実態からかけ離れている。食や

修学を中心とした、子どもや家庭への具体的な支援策こそ

が緊急に求められている。 

第２章第３節では、おおむね 10年後の千葉県の具体的な

目指す姿を示しており、千葉の未来を担う子どもたちの健や

かな成長のためには、早寝早起き、食事、運動などバランス

のとれた生活習慣が重要であることから記載しました。 

なお、「子どもの貧困問題」への対応については、第３章

第２節「Ⅱ-１-③子どもの健やかな成長と自立」において記

載しており、「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する

就労の支援」「経済的支援」を 4つの重点的支援施策とし、

子どもの貧困対策を総合的に進めてまいります。 

Ⅲ（１）国内外の多くの人々が集う魅力ある地域社会 

①成田と羽田のアクセスを考えるうえで都心部・湾岸部

渋滞時の迂回ルートとしても、圏央道と成田空港の直結道

路は不可欠と考える。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

（３）働く希望や多様な働き方がかなう社会 

②「…仕事から帰って育児に参加するお父さんが増えて

いる。」 

根底に男女の役割分担が透けて見える言い回しで男女

共同参画推進を謳った本計画にそぐわない。働く親が男女

ともに育児や自分の時間を充実できる働き方ができる社

会を目指したい。 

御意見を踏まえ、修正しました。 
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（３）働く希望や多様な働き方がかなう社会 

・共働き世帯が子育て世帯の主流という認識のもとで支援

を展開する必要がある。 

②「育児に参加するお父さん」という認識による女性側

の支援のみでは女性就業者の負担が軽減されず仕事と家

庭の両立が実現しない。子育て期にある男性就業者への社

会的な支援の視点が必要。 

県としても、子育て期にある男性就業者への社会的な支援

の視点が必要だと考えております。 

なお、県では、第３章第２節「Ⅱ-１-①-４男女が協力し

て子育てできる環境づくり」において、「男女ともに育児休

暇・休業や短時間勤務などの両立支援制度を利用しやすい職

場環境整備の促進等に取り組みます。」としております。 

 

第４節 県づくりの方向性 

意見・要望要旨 県の考え方 

千葉県の地方部（特に香取・東総ゾーンや、南房総ゾー

ンなど）では、生鮮品等を売る商店の撤退や廃業による買

い物弱者、鉄道の路線縮小などによる交通弱者など、高齢

者を中心に「くらし満足度日本一」とは言えない県民が増

えているのが実態である。当然、その対策には市町村が主

導すべきだが、県としても地方部の生活環境の実態に目を

向け、市町村と連携しながら対応を図っていくことが必

要。 

地域の鉄道は地域住民の通勤・通学などの足として重要な

役割を担うとともに、地域における移動手段を確保する観点

から重要なインフラであることから、南房総ゾーンにおいて

地域の鉄道について記載しました。 

また、第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレ

ンジ」として、12の政策分野の全てにおいて、重視すべき横

断的な視点を記載しておりますが、御指摘を踏まえ、【超高

齢化社会への対応】として、公共交通の弱体化や商店などへ

のアクセス困難の問題について記載しました。 

前回の総合計画から4つの拠点都市に加えて5つのゾー

ンが示されたのは画期的と考える。心配されるのは、4つ

の拠点都市から外れた香取・東総ゾーンと南房総ゾーンで

ある。過疎化が進むこのエリア全体を観光拠点として、前

出の 4 つの拠点都市とあわせて「千葉新産業五角ビジョ

ン」などと命名し、新機軸を打ち立ててはどうか。東京オ

リ・パラのレガシーを享受するためにも、新たな未来を切

り拓く大きなビジョン（方向性）が必要である。 

香取・東総ゾーンや南房総ゾーンをはじめとした、地域の

特性や強みを生かした取組をさらに促進し、地域内外への魅

力発信を一層推進することで、交流の拡大を図ってまいりま

す。 

各地域の方向性が今一つ伝わってこない。各ゾーンの現

状・特性を「地域に暮らす人々」、「産業」、「まちづくり」

の 3つの切り口で分析しているので、方向性も「定住・移

住促進」、「産業振興」、「特色のあるまちづくり」など現状・

特性を踏まえたカテゴリー別で表現した方が、進むべき方

向性がより明らかになると思う。 

移住・定住の促進、産業振興、特色のあるまちづくり等が

相乗的に効果を生み出せるよう、まとめて記載しておりま

す。 

各地域の方向性のトップにビジョン的な言葉があるが、

東葛・湾岸ゾーンと南房総ゾーンで何れも「やすらぎ」と

いう言葉が出てくる。5つのゾーンの特性を表すのであれ

ば、できるだけ言葉は被らない方が望ましいものと考え

る。 

東葛・湾岸ゾーンは、県人口の 65％超が居住するととも

に、都市機能や産業が集積していることから、「にぎわい」

という、よりふさわしい言葉に置き換えました。 

千葉県内を地理的特性からみると、東京に隣接するいわ

ゆる千葉都民が暮らす地域（5ゾーン分類では東葛・湾岸

ゾーンがほぼ該当）、それ以外の地方都市・田園都市の特性

を有する地域に大きく分けられる。 

千葉県や県民を考える場合、この地理的な 2区分と年齢

の 2区分を大別し、クロスして 4区分でとらえ、その違い、

抱えている課題・ニーズを踏まえ、それぞれの地域の自治

体と連携して施策や住民の満足度を充足していくことが

肝要ではないか。 

5つのゾーン分けについては、共通する地域特性に加え、

日常生活での地域間のつながりや、交通整備網の状況、地域

の今後の可能性等も勘案して設定しました。 

今後の地域づくりには市町村同士や多様な主体による連

携・共同がますます重要になってきます。5つのゾーンを基

本としつつも、それぞれの市町村が抱える課題やニーズに応

じて柔軟に広域的な連携を図ってまいります。 

○東葛・湾岸ゾーン 

千葉駅や柏駅では、駅前の百貨店が閉店し、にぎわいの

御指摘のとおり、主要駅周辺地域の活力低下への対応など 

中心市街地のにぎわい創出について、東葛・湾岸ゾーン問わ
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低下が懸念されている。この両市は、企業や商業施設、定

住人口を呼び込む力が大きく、本県の税収の稼ぎ頭とも言

える都市であることから、関係者の合意のもとにまちづく

りのグランドデザインを描き、まちの魅力を維持・向上さ

せていくことが求めらる。 

千葉市及び柏市が含まれる「東葛・湾岸ゾーン」の【地

域の主な方向性】では、主要駅周辺地域の活力低下への対

応など、中心市街地のにぎわい創出に関する記述がない。

県も地元関係者と積極的に連携し、これら地域のまちづく

りに関与していく必要があると考える。 

ず、全県的な取組が必要と考えるため、第３章第２節「Ⅲ-

２挑戦し続ける産業づくり」において、県経済の活性化など

の取組を記載しています。 

○空港ゾーン 

【地域の主な方向性】で「圏央道のインターチェンジと

成田空港を結ぶ国道296号や県道成田小見川鹿島港線など

の整備を図りつつ、（以下略）」となっているが、圏央道と

成田空港の直結道路は不可欠と考える。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

○香取・東総ゾーン 

旭市の住民にとって、職場先として求めるのは成田市と

なっていることから、銚子連絡道路は匝瑳市まで出来れば

十分だと思う。 

銚子連絡道路は、旭市をはじめとする東総地域と圏央道を

結ぶ道路であることから、この整備により、圏央道と一体的

な道路ネットワークが形成され、県内及び全国との交流促進

が期待されます。 

また、圏央道（大栄・横芝間）が整備されることにより、

成田市までのアクセス向上が図られることとなります。 
○香取・東総ゾーン 

広域農道の延長と拡張により、旭市・成田空港間の所要

時間を、現在の約 1 時間から 30 分に短縮すれば、旭市の

農産物流通が大きく変わるとともに、若者も旭市に住んで

くれると思う。 

○圏央道ゾーン 

本納駅・永田駅エリア等から千葉市方面へ向かう場合、

大網街道か県道 21 号のどちらかに迂回しなければならな

いが、この両道路は比較的渋滞が発生しやすい。 

以前は、「榎神房地区⇒桂・砂田地区⇒砂田地区奥⇒東急

セブンハンドレッドゴルフクラブ脇を沿うような形で、昭

和の森野球場兼サッカー場に抜ける道」などを利用してい

たが、現在は、耕作放棄地や産廃投機等の影響により、一

部の農家しか活用する機会が無いような道路となってい

る。 

大網街道・県道 21 号の渋滞緩和等のためにも、千葉県

のリーダーシップにより、このような道を、メンテナンス

により、利便性の高い道にしていただきたい。 

大網白里周辺地域の渋滞緩和を図るため、大網街道に接続

する(仮称)大網白里スマートインターチェンジや大網街道

と国道 128 号との交差点部の拡幅事業の整備などを重点的

に実施することにより、県道 21号からの交通転換による渋

滞緩和を図ってまいります。 

○圏央道ゾーン 

圏央道ゾーンということで東西に延びた圏域を設定さ

れているが、木更津市在住の私が生活をしている中で、東

側との繋がりを感じることはほぼない。「日常生活での地

域間のつながり」という観点がおざなりになっているので

はないか。 

圏央道ゾーンでは、アクアライン・圏央道などによる交流

機能を十分活用した地域振興策を進めるとともに、これまで

の発展経緯や地域区分を超えて、地域内の資源な有機的な連

携を促進してまいります。 

○圏央道ゾーン 

共通する特性があるとは思えないので、内房と外房で分

割する必要がある。 

圏央道ででつながっていても、茂原や東金の人は千葉を

見ていて、木更津や袖ケ浦の人は対岸の神奈川を見てい

る。 

圏央道ゾーンでは、アクアライン・圏央道などによる交流

機能を十分活用した地域振興策を進めるとともに、これまで

の発展経緯や地域区分を超えて、地域内の資源な有機的な連

携を促進してまいります。 

○南房総ゾーン 

【地域のおもな方向性】において、「また、行政、企業、

南房総ゾーンにおける若い世代の定住人口の増加につい

ては、積極的な地域の魅力発信に加えて、今後需要の増加が
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地域住民が一体となったホスピタリティの醸成を図り、本

地域を訪れる観光客や移住先として関心を持つ人々に対

し、自然の中での安心子育てライフ、趣味やレジャーを満

喫する二地域居住など、多様なライフスタイルを提案し、

積極的に地域の魅力を発信していきます。」とあるが、県南

地域では若者のＵ・Ｉ・Ｊ・孫ターンを推進し、将来の人

口減少を少しでも緩和させようとしているため、「積極的

に地域の魅力を発信することで、特に若い世代の定住人口

増加を目指す」という視点を加えていただきたい。 

見込まれる高齢者を対象にした医療・健康産業等における雇

用の拡大などを促進し、生産年齢人口の増加を図ってまいり

ます。 

○南房総ゾーン 

5ゾーンの中の南房総は、高齢化率がきわめて高く、人

口は減少しているものの、海に囲まれ、自然環境に恵まれ

た温暖な地域であり、県内はもとより、首都圏の中でも、

例のない特徴のある地域である。この立地の特性を活か

し、地元の農漁業関係者、関連施設、住民の協力を得て、

県内外から人々を呼び寄せ、彼らに元気を与え、輝く場と

しての環境を整備し、積極的にアピールしていく。 

①子供たちの体験学習・活動 

②中高年層の生きがい・健康・レジャー 

③外国人の日本文化体験、技術の習得 

④地の利を活かした起業・ビジネス 

⑤IT企業の誘致・起業 

このような活動・事業は既に地域内の一部で行われ、関

係施設・組織もあるが、地域内でそれぞれに特化したエリ

アをより充実させ、県内外に積極的にプロモーションを展

開して、元気を産み出し、輝く源「南房総」に多くの人々

（交流・滞在・移住人口）を呼び寄せていく。 

南房総ゾーンにおいては、美しい自然や豊かな食文化を生

かしたグリーン・ブルーツーリズムやスポーツなどの取組を

促進します。 

また、観光と農林水産業を軸とした地域ならではの産業創

出や、空き公共施設を活用した企業誘致や起業支援を行って

まいります。 
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第３章 重点的な施策・取組（実施計画編） 

第１節 次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ 

意見・要望要旨 県の考え方 

「総仕上げ」という表現が将来のための基礎づくりを果

たすという説明があるが、新聞などでは知事の総仕上げと

いう認識となってしまっている。人口減少という転換期に

向けた位置付けということであれば「総仕上げ」という表

現は誤解を招くのではないか。 

「総仕上げ」とは、総合計画の基本構想に掲げた「くらし

満足度日本一」の実現に向けての総仕上げという意味に加え

て、将来のための基礎作りを果たすという意味があり、その

旨、第３章第１節の冒頭に記載しておりますが、引き続き、

丁寧に説明してまいります。 

「チャレンジ」という言葉は、これから未来を担う若い

人たちに響かないのではないか。せめてアルファベットで

の標記を望む。 

子どもから高齢者の方まで、多くの県民の方にわかりやす

い表記にするため、カタカナで表記しております。 

チャレンジと書いてあるが何をしていくのか。 「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」では、「くら

し満足度日本一」の実現に向けた総仕上げとして、施策の実

施に当たり、12 の政策分野の全てにおいて、重視すべき横

断的な視点を掲げています。 

なお、御指摘を踏まえ、説明を追加しました。 

「人口減少・少子化への歯止め」「高齢化社会への対応」

「県民みんなの活躍」「交流基盤・ネットワークの整備」

「国内外への魅力発信」の 5つが書いてあるが、この 5つ

は何なのか。 

「人口減少・少子化への歯止め」と書いてあるが、人口

減少はほぼきまった流れなのでに歯止めをかけるのは難

しいのではないか。 

御指摘を踏まえ、説明を追加しました。 

【超高齢社会への対応】 

2025 年に高齢化率 30％を超えるという記述に対し、今

から健康寿命の延伸を図っても遠い将来の成果にしかな

らないのではないか。私たち若い世代は負担がかかる期間

が増える政策の中間世代となってしまいそうで納得でき

ないと感じた。 

これまでも、健康寿命を延伸するための取組は実施してお

り、今後も、健康寿命を更に延ばしていこうとするものです。

取組を行わない場合よりも、社会保障費の削減などが図ら

れ、将来を担う子どもや若者の負担の軽減につながるものと

考えております。 

【超高齢社会への対応】 

「医師や看護師、介護士等の確保・定着を進めるととも

に、在宅医療と介護の連携や公共空間などにおけるバリフ

リー化を推進することにより」 

これを「医師や看護師、リハビリテーション専門職、介

護士等の確保・定着を…」としてほしい。 

後段の「公共空間のバリアフリー化」及び「住み慣れた

地域や自宅で暮らし続けることが出来る社会」の実現に寄

与するのは、住環境整備に長けている理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士等のリハビリテーション専門職と考える

ためである。 

「等」に関係職種を集約しておりますので、特記は致しま

せん。 

 

「県民みんなの活躍」の実現 

説明において、「様々な立場の人たち皆の活躍が、活力あ

る社会をつくり、経済の成長をもたらす」「皆が一人ひとり

の人生を大切にしながら、各種活動に参画し、豊かに生活

できる社会を構築する必要がある」という趣旨の記述があ

るが、経済のような物的側面の成長・充実にも増して精神

的・体力的な部分の充実が大切であり、それが県民皆の活

躍により実現できる（幸せに笑顔で暮らせる社会の実現）

という視点を追加していただきたい。 

御指摘の趣旨を踏まえ、修正しました。 
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第２節 施策の内容 

第Ⅰ項 安全で豊かなくらしの実現 

政策分野Ⅰ－１ 自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

防災に東日本大震災の復旧や復興について書かれてい

ない。液状化の被害では住民の同意が得られずに工事がで

きていないなどの問題がある。 

御意見を踏まえ、県で実施してきた、東日本大震災からの

復旧・復興の取組の進捗状況について、第３章第２節「Ⅰ-

１-①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上」

の【現状と課題】で、記載しました。 

なお、液状化対策については、東日本大震災で大きな被害

を受けたことを鑑み、第３章第２節「Ⅰ-１-①-３津波避難・

液状化対策の推進」において、取組を推進してまいります。 

大規模災害時、発電所などが被害を受けた場合、生活・

経済活動に必要な最低限のエネルギーを供給できない状

況や、避難住民の生活に必要不可欠な電力の確保ができな

い状況が生じることが考えられることから、非常用発電機

の整備について、ご検討をお願いしたい。 

県では市町村の業務継続計画の策定を推進し、災害発生時

に行政機能を確保するため、停電に備え非常用発電機等の確

保についても盛り込むよう働きかけています。 

また、災害が発生した地域で災害応急活動を行うため、県

内各地の倉庫に非常用発電機等を備蓄しているほか、市町村

でも備蓄するよう働きかけています。 

①自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上 

【取組の基本方向】として、以下の項目を追記すること

を提案する。 

【千葉県国土強靭化地域計画】との関係 

平成 29年 1月に策定した「千葉県国土強靭化地域計画」

では、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順

位を定め、迅速な復旧、復興が可能な千葉県を作り上げる

ために施策分野ごとの推進方針を策定し、「重要業績指標」

を掲げました。地域防災力の向上のためには市町村、民間

事業者、県民等、各主体の参画・連携のもとこれらの指標

の達成に向けて施策を実行していくことが重要です。 

理由：「千葉県国土強靭化地域計画」との整合が図られる

べきであるので、2つの計画の関連性について記載すべき

と考える。 

千葉県国土強靭化地域計画の考え方については、第２章第

１節（２）①の「○」の 2つ目に記載しております。 

また、千葉県国土強靭化地域計画は、国土強靭化に関して、

県の計画等の指針となるべきものとして策定したものであ

り、総合計画における個別の施策等の中に反映されておりま

すので、関連性についての記載は必要ないものと考えます。 

①-１自助・共助の取組の強化 

東日本大震災を機に、自分の住む地域でも自治会を中心

に自助・共助を前提とした防災意識が急速に高まってい

る。高齢者世帯が増えているため、要支援者を特定してリ

ストを作り、早急に対策を練ることの必要性が叫ばれてい

たのだが、個人情報の保護を理由に役所から情報を開示し

てもらうことが出来ず、話し合いも滞ってしまっている。

これは一つの例に過ぎないが、「自主防災組織の結成・活動

促進等に努め」と計画を立てる以上は現場でも現実に即し

た対応を取っていただきたい。それぞれに役割を果たして

連携していくことが、命を救うことにつながると考える。 

平成 25年に改正された災害対策基本法では、市町村は災

害時に自ら避難行動をとることが困難で、円滑な避難のため

特に支援が必要な方について「避難行動要支援者名簿」を作

成し、避難支援等関係者に提供することとしています。 

県としても引き続き市町村に対して、避難支援等関係者と

の情報共有を進めるよう促してまいります。 

①-２防災連携体制の充実強化 

大規模災害時の避難や、帰宅困難者対策としての備蓄

（飲食料・毛布等）対応には、民間施設との連携が欠かせ

ないため、コンビニエンスストアやスーパー、飲食店との

災害時連携協定を進めることが重要だと考る。 

災害時における帰宅困難者支援に関する協定を、大手コン

ビニチェーンや飲食店と締結しております。 

なお、第３章第２節「Ⅰ-１-①-６事業者による防災対策

の推進」において、事業者・団体等との協定の締結について

記載をしております。 

①-２防災連携体制の充実強化 

災害時にどの店舗が利用できるかを明確化するマップ

災害時における帰宅困難者支援に関する協定を締結した

事業者に対し、のぼり旗の配布を進めてまいります。 
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や表示（ステッカー）などの作成を進めていただければと

思う。 

①-２防災連携体制の充実強化 

DMAT、DPATの記載の後に「避難所の環境整備や障害者や

高齢者等の災害弱者に対する支援として災害リハビリテ

ーションに関する人材の育成や体制づくり」を入れてもら

いたい。 

理由としては、東日本大震災、熊本地震においても被災

直後からの高齢者や障害者の対応が後手に周り、支援の手

が回りにくかったという現状があることに対し、災害リハ

ビリテーションは有用な手段であると考えるため。なお、

県医師会・看護協会、理学療法士会・作業療法士会・言語

聴覚士会・介護支援専門員協議会等により千葉県災害リハ

ビリテーション支援団体連絡協議会が結成されている。 

避難所等における被災者に対するリハビリテーション支

援は、生活不活発病等の予防からも重要なものです。支援方

法としては、関係団体との連携・協力のもと実施することが

想定されますが、第３章第２節「Ⅰ-１-①-２防災連携体制

の充実強化」では「民間事業者との連携を充実強化し」「避

難所の運営～等、市町村のサポートを行う」の記載があり、

既に内包されていると考えます。 

①-２防災連携体制の充実強化 

大規模災害時、人命救助や緊急輸送物資の為の迅速な道

路啓開が行えるよう日頃からの意見交換や合同訓練など

継続していただきたい。また、意見交換や合同訓練で課題

等の検討についてお願いしたい。 

「①-２防災連携体制の充実強化」の「定期的かつ効果的

な訓練の実施」において、道路啓開訓練を含め関係機関と合

同での総合訓練を毎年実施しており、民間事業者との連携の

充実強化を図っているところです。今後とも道路啓開の訓練

を続ける一方、各道路管理者や民間事業者等との意見交換も

行いながら、大規模災害時に備えた体制強化に努めてまいり

ます。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

近年、異常気象によるゲリラ豪雨や台風などの際に、短

時間で集中して激しい降雨があり、床上浸水や駐車中の車

の水没など、深刻な被害が多くあった。サイレンや、法面

のかさ上げ工事など、対処をしていただいていると感じて

いるが、付け焼刃の処置であるとの疑問も感じる。大型マ

ンションの建築が近隣で進み、大雨が降った際にはそこで

受け止めきれなかった雨水も川に流さざるを得ないとの

話も聞いており、運任せの状況に不安を感じている。 

「最悪の事態」を想定した上でのまちづくりをしていた

だき、その上で個別の対策を講じていただきたい。 

平成 29年 6月 20日付けで国土交通省から、「水防災意識

社会」の再構築に向けた緊急行動計画が示されたことなどか

ら、県でも「水防災意識社会」の再構築の取組を推進する必

要があるため修正しました。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

Ⅰ-１-①の取組の基本方向中、「液状化に強いまちづく

りに向けた取組の推進」とあるが、液状化危険区域におけ

る緊急輸送道路や上下水道などのライフラインに液状化

対策を講じることは重要なことである。Ⅰ-１-②-１災害

に強い社会資本の整備中に、液状化対策の記述がないの

で、「液状化対策」の追加を要望する。 

公共施設の整備や耐震化の実施時には、液状化対策につい

てもあわせて検討、実施することとしています。 

②-１災害に強い社会資本の整備 

無電柱化工事については、地元のご理解や各電線管理者

の設計等の準備から竣工までに相当の期間がかかること

から、無電柱化の計画時には、「電線共同溝の整備等に関す

る特別措置法」に基づき、速やかな各電線管理者への計画

提示について、ご検討をお願いしたい。 

御意見を踏まえ、法令等に則り、適切に対応してまいりま

す。 

 

政策分野Ⅰ－２ くらしの安全・安心を実感できる社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

警察基盤の整備やサイバー空間の安全確保など、今まで 総合計画においては、警察における取組についても記載し
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警察がやるイメージしかなかったので、県が警察と協力し

てこういう仕事をしていることがわかり、とてもよかっ

た。 

ております。今後とも県、警察、市町村等との連携により、

安全で安心できる県民生活の確保に努めてまいります。 

②-２高齢者の交通事故防止対策の推進 

高齢者が交通事故を起こさないように、高齢者を対象に

した交通安全教育を実施するのにあわせて、運転に自信の

なくなった高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づく

りを促進するとあるが、自分で運転に自信がないと感じて

いない・気づいていない高齢者が最も事故を起こす可能性

が高いと思うので、環境づくりとともに、免許返納のあり

方を整えていただきたい 

高齢者が加害者となる交通事故を未然に防止するため、高

齢者向けの交通安全教室や各種イベント等で、自主返納制度

について周知を図るとともに、身体機能をチェックできる体

操等を通じて、身体機能の低下を自覚してもらえるような取

組を引き続き推進してまいります。 

また、平成 29年 3月 12日の改正道交法施行により、臨時

認知機能検査の受講が義務付けられ、高齢運転者に対する認

知機能のチェック体制が強化されており、運転免許証を返納

するための環境づくりが促進されています。 

 

政策分野Ⅰ－３ 健やかで生き生きと自分らしく暮らせる社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

医療と介護の連携部分で、地域包括ケアシステムの考え

方が福祉側だけにしか書かれていないが、地域包括ケアシ

ステムの実現のためには、強い立場の医療側からのアプロ

ーチがなければ実現は難しい。医療の項目の中に「地域包

括ケアシステム」を医療の立場からも実現していくという

意思、考え方、そして言葉そのものを明確に位置付けて欲

しい。 

御意見を踏まえ、「①増大する医療ニーズに対応した安心

で質の高い医療サービスの提供」の【取組の基本方向】にお

いて、地域包括ケアシステムの実現に向け重要な役割を担う

在宅医療の推進に取り組んでいく旨を記載しました。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

「医師・看護師などの医療従事者の確保・定着対策を引

き続き推進することが課題」とあるが、リハビリテーショ

ン専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）も、他

県と比し不足しており、その養成や確保・定着が望まれて

いるところである。「リハビリテーション専門職（理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士）」の養成、確保・定着につい

ても、明記をお願いしたい。 

「①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療

サービスの提供」の【現状と課題】の中に、意見のとおり「医

師・看護師などの医療従事者の確保・定着対策を引き続き推

進することが課題」と記載されているが、「など」の中には

リハビリテーション専門職も含むと認識しています。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

高齢者向けの医療施策に傾倒していて若者へのケアが

薄いように感じる。私は通院しているが、処方箋をもらう

ためだけに長時間病院内で待たされることに違和感があ

る。医師の不足なども問題であるならば ICTの活用なども

推進していただきたい。 

全ての県民が安心して良質な医療を効率的に受けられる

よう、医療機関の役割分担と連携を促進し、地域において病

状に応じ最も適切な医療機関を利用できる医療連携体制の

構築を進めるとともに、救急、小児、周産期医療等の体制整

備に取り組んでまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

【現状と課題】の中に、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士のリハビリテーション専門職の供給が十分でない

ことを明記してもらいたい。 

医師や看護師だけでなく、リハビリテーション専門職の

人数も全国平均を下回っている。 

【現状と課題】の中に、「医師・看護師などの医療従事者

数は全国平均を下回っており」と記載されていますが、「な

ど」の中にはリハビリテーション専門職も含むと認識してい

ます。 

 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

第３章第２節Ⅰ-３-①-３に「保健医療大学の機能充実に

ついての検討」と記載しています。 



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

17 

県立大学院の設置を記載してもらいたい。 

東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県には都立・県立のリ

ハビリテーション専門職に関わる大学院が設置されてお

り、群馬県では国立大学が、栃木県でも私立の大学院があ

る中、千葉県は大学院が皆無であることから、県内のリハ

ビリテーション専門職のリーダーを育成するためにも、千

葉県立保健医療大学に大学院の設置が県にとっては必須

と考える。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に、上記の県立保健医療大学の大

学院設置に関することを入れていただきたい。 

保健医療大学で、県内の医療関係職種のリーダーとなりう

る人材を育成するために、この中で、大学院設置も含めて検

討してまいります。 

 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

言語聴覚士の養成過程を県立大学に設置することを強

く要望する。 

昨年度、言語聴覚士養成課程を有する私立大学が 1校開

校したが、他のリハ専門職の養成過程より明らかに県内で

の学校数が少ない。一方で、高齢者だけを考えた場合でも、

誤嚥性肺炎の予防や認知症、脳卒中後のリハ等言語聴覚士

が不足していることは明らかであり、県立大学の中での養

成課程の増設が必要と考える。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に、上記の言語聴覚士コースの設

置のことを入れていただきたい。 

第３章第２節Ⅰ-３-①-３に「保健医療大学の機能充実に

ついての検討」と記載しています。 

言語聴覚士コースの設置については、この中で、今後の社

会ニーズ等を踏まえ、県立大学として求められる役割や効果

等を考慮して検討してまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

「さらに、急速な高齢化に伴い、脳卒中、急性心筋梗塞

及び転倒等による外傷などによる救急医療の増加が見込

まれ、」の後に、「リハビリテーションの需要の増加」の見

込みを入れてほしい。 

理由として、ここに書かれている疾病等に高齢者が罹

患・受傷した場合、急性期医療のみで元の生活に復帰する

ことは困難な場合が多く、多くの場合はリハビリテーショ

ンを必要としていることから、その需要が増加することは

明らかと考えるため。 

該当の箇所については、救急医療に関する現状と課題を主

旨としていることから、リハビリに関する記載は追記しない

ものといたします。御指摘の「リハビリテーション需要の増

加」については、同じ【現状と課題】で記載している「増大

する医療ニーズ」の中に含まれるものと考えており、「地域

医療構想」において回復期の必要病床数の中で見込まれてい

ます。県では、本構想の実現に向け、病床機能の役割分担と

連携などを促進してまいります。 

①増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サ

ービスの提供 

【主な取組】の中に、「リハビリテーションに関する取

組」を位置付けるべき。位置付け方としては、項目として

「リハビリテーションの充実」などを設け、リハビリテー

ションの役割として、早期回復や生活の質の向上などを掲

げる。もしくは、Ⅰ-３-①-１～２の中に上記の役割を位置

付ける。 

障害者や高齢者等に対して、リハビリテーションの視点か

ら保健・医療・福祉等の関係機関を繋ぎ適切な支援を切れ目

なく提供する「地域リハビリテーション」の取組を、今回の

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅰ-３-①-２在宅医療の充

実」の取組の 1つとして記載しました。 

①-２在宅医療の充実 

在宅医療の充実にあたっては、介護予防の観点からリハ

ビリテーション専門職の活用が重要視されている。スキル

アップ等の対象者に「リハビリテーション専門職（理学療

法士・作業療法士・言語聴覚士）」の明記をお願いしたい。 

在宅医療を推進するためには、リハビリテーション専門職

も含めた多職種による連携・協働が重要であると考えてお

り、在宅医療の充実に向け、御指摘の内容についても検討し

てまいります。 

①-２在宅医療の充実 

「これらの医療資源の増加、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師等の一層のスキルアップ等に重点的に取り組みま

す」 
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ここを「医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテ

ーション専門職の一層の…」としていただきたい。 

理由として、現在訪問リハのニーズは高いと言われてい

るが、明らかに供給が追い付いておらず、その体制整備が

必要と考えるため。 

①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解消に

向けた取組の推進 

医師・看護職員確保は、高齢化が進行する状況下におい

て重要な視点であると考えるが、千葉県には、千葉県立保

健医療大学という教育機関を有しているので、同大学の教

育環境の充実及び更なる活用が必要ではないか。 

「①-３医師・看護職員確保・定着対策と地域医療格差解

消に向けた取組の推進」に具体的な事業として「保健医療大

学の機能充実についての検討」を記載しました。 

高齢化が進行する中で、医療・介護の様々な職種の連携が

必要になりますが、保健医療大学では、こうしたチーム医療

のリーダーとなれる人材の育成を目指しています。 

今後の同大学の教育環境の充実及び更なる活用について

は、平成 28年 7月に決定された公の施設の見直し方針にお

いて、「大学機能のあり方については、今後の社会ニーズ等

を踏まえ、検討する」とされたことを踏まえ、県立大学とし

て求められる役割や効果等を考慮して検討してまいります。 

①-４緊急医療体制の整備 

①-７県立病院の施設整備の促進と良質な医療サービス提

供体制の充実強化 

県総合救急災害医療センター（仮称）の建設地に、同じ

幕張新都心の若葉 3丁目の水道給水所隣接地を、提案させ

て頂きたい。 

1.隣接地に下水処理場が無く、高校グラウンドや花見川を

望む健康的な立地。 

2.津波のリスクが無く、患者（特に入院患者）や家族が安

心して利用出来る。 

3.サマーソニックやエアノース、打ち上げ花火といった幕

張新都心ならではのイベントを引き続き催行し易い。 

4.予定地前の海浜大通りは、イベントにより渋滞する事が

ある。若葉の提案地は複数の道路からアクセス可能で、東

関道の湾岸幕張インターを介して成田空港とも直結出来

る。 

5.救命救急機能を持つ病院なので、若葉住宅地区など周辺

住民や開発会社の理解はむしろ得易く、歓迎される可能性

もある。 

6.ドクターヘリは、緊急搬送のため出発地や目的地と直線

コースで飛行するので、予定地で実際に海側から発着出来

るケースは少ないと思う。 

7.最寄り駅からの距離は、ＪＲの検見川浜駅から現・救急

医療センターまでは約 1.2㎞、海浜幕張駅から予定地（現・

精神科医療センター）までは約 1.8㎞ある。ただし将来完

成する幕張新駅（仮称）からは約 1.0㎞となり、予定地の

方が優れる。 

総合的な検討をお願いする。 

計画敷地は、千葉県の人口重心位置に近接していて県全域

を対象とする高度救命救急センターの立地条件を満たし、か

つ大規模災害時の通行に資する緊急輸送道路に面している

こと、ヘリポートの設置基準への適合が容易であること、住

宅地から適度な距離がありヘリコプターの近隣住民への騒

音が軽減できること等から、新病院の用地として好適である

と考えています。 

 

②生涯を通じた健康づくりの推進 

サルコペニアや日本人の死因第3位の誤嚥性肺炎の予防

のためには、オーラルフレイル（口腔機能の低下）の予防

が必要である。「要支援・要介護状態とならないようロコモ

ティブシンドローム（運動器症候群）、オーラルフレイル等

の予防について、普及啓発を図ります。」のように、オーラ

ルフレイルについての言及をお願いしたい。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

なお、フレイルには「虚弱」という意味があるためオーラ

ルフレイル（口腔機能の虚弱）とします。 

②-４総合的な自殺対策の推進 

うつ病にかかると正常な判断ができず、誰かに相談しよ

総合的な自殺対策の中で、自殺の原因となる様々なストレ

スについて要因の軽減及び適切な対応等、心の健康の保持増
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うという思考にならないと考えられるので、その前の段階

の企業の労働環境改善の徹底や、安心して通える学校体制

への働きかけを期待する。 

進のための職場、地域、学校における体制整備を進めていま

す。 

なお、第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネット

ワークの構築」において、「子どもや家庭に対する相談支援

体制の充実」について記載しており、具体的には学校にスク

ールカウンセラー等の専門的知見を有する人材を配置する

など、相談支援体制の構築を図ります。 

また、第３章第２節「Ⅲ-３-②-３多様な働き方の実現に

向けた環境の整備」において、職場環境の整備に取り組む旨

記載しており、「働き方改革」推進事業、労働教育講座、労

働相談事業等を実施してまいります。 

②-４総合的な自殺対策の推進 

自殺対策にそもそもうつ病にならないようにするため

の取組が抜けている。 

総合的な自殺対策の中で、自殺の原因となる様々なストレ

スについて要因の軽減及び適切な対応等、心の健康の保持増

進のための職場、地域、学校における体制整備を進めてまい

ります。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

高齢者の活躍に期待している。地域には女性同様、能力

がありながら活躍の場のない、または時間をもてあまして

いる高齢者が数多くいる。企業へのマッチング同様、教育

機関とのマッチング組織（部活動見守りや小学校の補助活

動など）も検討してはどうか。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-２子どもを育む学校・家庭・地

域の連携」に「学校において、地域人材を積極的に活用する」

と記載しており、総合計画の高齢者分野に関する個別計画で

ある「高齢者保健福祉計画」では、学校と地域の連携を図る

「地域とともに歩む学校づくり推進支援事業」や、小学校の

空き教室等で地域の方の参画を得て子供の居場所をつくる

「放課後子供教室推進事業」を、高齢者の生きがいづくりの

支援の個別事業として位置付けています。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

【取組の基本方向】に「リハビリテーション」を位置付

けるべき。地域包括ケアシステムの植木鉢モデルにおいて

も、医療・看護・介護・保健・福祉と並んで「リハビリテ

ーション」が専門職の役割として明確に位置付けられてい

るため。 

③-３の中の「医療サービスと介護・福祉サービスが連携

した」に「リハビリテーション」を追加し、「医療サービス

とリハビリテーション・介護・福祉サービスが連携した」

とすべき。 

リハビリテーションについては、医療サービスと介護・福

祉サービスに含まれていると考えられることから、記載はい

たしません。 

しかしながら、高齢者を支える地域づくりに大変重要であ

るため、地域リハビリテーション支援体制整備等を推進して

まいります。 

③高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けら

れる地域社会の実現 

高齢化問題は全国的にも重要視されている事なので特

に注目して拝見させて頂いた。特に「質の向上」や「見守

りあう体制」といったところに興味を持ったのでそこにつ

いての例があるとうれしい。 

質の向上については、様々な研修等を実施し市町村職員等

の支援をしており、見守りについては、「ちば SSK（しない・

させない・孤立化）プロジェクト」を企業等と協力し実施し

ています。 

なお、事業の詳細につきましては、総合計画の高齢者分野

に関する個別計画である「高齢者保健福祉計画」を御覧くだ

さい。 

③-２地域包括ケアシステムの推進体制構築への支援 

地域包括ケアシステムの推進は、国（厚生労働省）が推

進の旗を振って、全市町村での展開を進めてるが、規模の

小さい町村では、推進したくとも人材、資金、ノウハウが

圧倒的に不足しており、手が打てない状況にある。県とし

て、特に規模の小さい自治体に対して、情報提供等にとど

まらず、実際に構築に向けて動くことができる人材を派遣

するなど、ＯＪＴ的なサポートが必要である。 

「③-２地域包括ケアシステムの推進体制構築への支援」

の具体的な事業として、「地域の個性に応じた体制づくりを

進める市町村への支援」を掲げ、地域包括支援センター職員

向けに能力の向上を目指した研修を実施するほか、在宅医

療・介護連携の研修など様々な研修で市町村を支援してまい

ります。 

また、地域人材の育成事業として、地域で活動する生活支

援サービスの担い手の養成なども引き続き行ってまいりま

す。 

③-４高齢者が暮らしやすい住まい・まちづくりの推進 

高齢や認知症の発症にともなう運転免許の返納や取り

第３章第１節「次世代につなぐ輝くちばへのチャレンジ」

として、12 の政策分野の全てにおいて、重視すべき横断的
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消しにより、買い物弱者と呼ばれる状況におかれる交通弱

者の方が増えている。コミュニティーバスやデマンドタク

シーの充実など、交通公共機関のアクセシビリティを高め

る取組が、より一層求められていると考える。 

な視点を記載しておりますが、御指摘を踏まえ、【超高齢化

社会への対応】として、公共交通の弱体化や商店などへのア

クセス困難の問題について記載しました。 

コミュニティバスやデマンドタクシーなどの地域公共交

通については、各市町村が主体となって取り組んでいるとこ

ろですが、各市町村間の調整に当たっては、今後検討してま

いります。 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

障害者対応のところで「東京パラリンピックのレガシ

ー」や「ユニバーサルデザイン」、「バリアフリー」などの

単語の記載がないのが残念である。東京パラリンピックの

開催を控えている状況下、短期集中的にユニバーサルデザ

イン化、バリアフリー化を進めて欲しい。また、障害者へ

の理解を高める「心のバリアフリー化」の視点も重要だと

考える。 

第３章第２節「Ⅲ-５-④人と環境に優しい住まい・まちづ

くりの推進」において、高齢者や障害のある人をはじめとす

る全ての人が、県内において安心して移動することが出来る

よう、道路や公共施設などのバリアフリー化やユニバーサル

デザインの普及を図る旨、記載しています。 

また、障害のある人への理解を高める「心のバリアフリー

化」の取組については、第３章第２節「Ⅰ-３-④-３障害の

ある人への理解を広げ権利を擁護する取組の推進」において

重点的に進めてまいります。 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

【取組の基本方向】において、「ライフステージや障害の

特性に合ったグループホームや日中活動の場」とあるが、

「グループホーム」ではなく「住まい」とすべき。日中活

動の場が多様であるのと同じように、住まいもグループホ

ームに限定せず、多様なあり方を模索・保障すべきだから。 

④-１の中の「利用者のニーズに応じた多様な住まいの

場として、グループホームの拡充をはかる」を、単に「多

様な住まいの場の拡充」とするか、「グループホーム等の拡

充」とすべき。理由は上記と同じ。 

御指摘を踏まえ、「④-１入所施設から地域生活への移行の

推進」の「グループホームの拡充」を「グループホーム等の

拡充」に修正しました。 

 

  

 

④障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会

の構築 

【現状と課題】に「千葉県における身体障害者、知的障

害者、精神障害者数は増加し続けており、…」とあるが、

「身体障害者、知的障害者、精神障害者数」は削除して、

「障害のある人」と修正していただきたい。 

理由：障害種ごとに分ける必要はない。障害のある人と

いう表現で十分である。 

増加の根拠となるのが、身体障害、知的障害、精神障害そ

れぞれの手帳所持者数であるため、正確性を期しこのように

記載しています。なお、「障害者」の表記については「障害

のある人」と修正しました。 

④-３障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の

推進 

コミュニケーション支援について、聴覚・視覚障害者向

けに限定せず、平成 30 年度から実施予定の「失語症者向

け意思疎通支援者」を加筆くださるようお願いしたい。 

 

計画に記載した「コミュニケーション支援」については、

聴覚・視覚障害者に限定するものではありません。国におい

て、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（都

道府県必須事業）に失語症に対する意思疎通支援者の養成が

追加されたことから、今後、失語症の方に対する支援につい

て、具体的な内容を検討してまいります。 

④-３障害のある人への理解を広げ権利を擁護する取組の

推進 

「障害者条例及び障害者差別解消法」に障害者権利条約

を追加していただきたい。 

障害者権利条約の趣旨は、国内法である障害者差別解消法

に盛り込まれていますので、障害者差別解消法の浸透を通し

て、条約の趣旨の浸透にも取り組んでまいります。 

④-４障害のある子どもの療育体制の充実 

重症心身障害児は、小児神経医をかかりつけとすること

が多いのだが、この分野を専門としてくれる医師が少な

く、近くでかかりつけ医を見つけることに苦労している。 

また、年齢が大人になると、子どものままの体であった

りしても、病院の方針として小児科では診てもらえなくな

る。安心して医療が受けられる体制を望む。 

御意見を踏まえ、「④-４障害のある子どもの療育体制の充

実」の「医療的ケア児の支援」を「医療的ケア児等の支援」

に変更し、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携を図

るための協議の場等において、検討してまいります。 
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④-４障害のある子どもの療育体制の充実 

千葉リハビリテーションセンター愛育園では、重症児者

の入所と在宅重症児者への短期入所、通園で大変お世話に

なっている。特に人工呼吸器をつけた子に対しては、スタ

ッフのスキル面や、報酬単価が実態に即していないなどか

ら、長期・短期入所でも、通園でも他施設での受け入れが

進まない現状がある。そういった家族からの愛育園への期

待は大変大きなものとなっている。 

人工呼吸器の患者さんに安全に対応するにはスペース

も要する。ニーズは多くあるのに、スペースがなく通園部

門は認可定員以下での運営となっていることは、利用者に

とっては大変残念なことである。こういった面からも一日

も早く全面建て替えをしていただくことを希望する。 

御意見を踏まえ、「④-４障害のある子どもの療育支援体制

の充実」において、老朽化が進んだ千葉リハビリテーション

センターの今後の整備の在り方について、検討してまいりま

す。 

⑤互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づ

くりの推進 

地域住民が互いに支え合い、安心して暮らせるコミュニ

ティを目指すにあたって、何らかの障害や疾病を抱える高

齢者も、時にはボランティアとして支援する側となること

も想定される。「元気な高齢者や地元企業等が地域活動の

担い手として活躍できるよう、」の文章の「元気な高齢者」

という表現は、「元気でない高齢者」を排除することにもな

りかねず、「いわゆる「元気な」高齢者」「意思のある高齢

者」などの、表現上の配慮が必要かと思われる。 

御意見を踏まえ、何らかの障害などを抱える高齢者でも、

支援する側となることができる表現になるよう、「元気な」

という記載を削除しました。 

 

施策項目Ⅰ－４ 文化とスポーツで輝く社会づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

東京オリパラが 2020 年に控えているが、子どもたちが

スポーツや海外文化に親しむことが出来る良い機会であ

る。2002年に日韓ワールドカップが開催された際、千葉市

はアイルランドの事前キャンプ地となったためアイルラ

ンドの伝統料理が給食として提供されたり、小学校の授業

ではワールドカップに出場する国について調べて発表す

るといったことをしており、勉強になった記憶がある。現

在もパラリンピックに向けて、体験会などが多く開催され

ている。東京オリパラを最大限に活用するために、こうし

たオリパラを通じた教育施策について、詳しく記載する必

要があると思う。 

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅰ-４-②「『するスポー

ツ』、『みるスポーツ』、『ささえるスポ―ツ』の推進」の【取

組の基本方針】に「オリンピック・パラリンピックを活用し

た教育」について記載しました。 

①-２地域文化の保存・継承・活用による地域づくり 

「県民が伝統文化にふれる機会を提供する」とあるが、

地域文化を皆が身近に感じてもらう（高尚なものではな

く、生活そのものである）ことが大事なので、地域文化や

伝統文化を「身近に感じてもらう」という視点を追加して

いただきたい。 

御意見を踏まえ、「県民に伝統文化を身近に感じてもらう

機会を提供する」と修正しました。 

なお、具体的には千葉の食文化まるごと体験事業などの美

術館・博物館における体験活動や郷土芸能公開普及事業で伝

統文化を身近に感じてもらう取組を行います。 

 

施策項目Ⅰ－５ みんなで守り育てる環境づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

以下の項目について、全面的に賛同する。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-１再生エネルギー等の活用 

御賛同いただき、ありがとうございます。 
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将来の水素社会を見据えたエネファームや燃料電池自

動車の普及促進などの取組を推進します。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-２省エネルギーの促進 

具体的には、家庭を対象としたエネファームなどの省エ

ネ機器の導入促進や、省エネ性能の高い住宅である長期優

良住宅の普及促進、事務所・店舗等の省エネルギー化の支

援を行うとともに、燃料電池自動車や電気自動車などの次

世代自動車の普及を促進していきます。 

・第３章第２節Ⅰ-５-①-３温暖化対策に資する地域環境

の整備・改善 

低炭素化に資する持続可能な社会の構築に向け、市町村

が行うコンパクトなまちづくりの推進やヒートアイラン

ド対策を推進します。 

①-１再生可能エネルギー等の導入 

風力発電も記載すべきだと思う。（第３章第２節Ⅲ-２-

③の「取組の基本方向」では記載有） 

御指摘の「①-１再生可能エネルギー等の活用」でいう再

生可能エネルギーには、風力発電も含まれており、民間事業

者が太陽光発電や風力発電等を導入する際のワンストップ

窓口での相談や情報提供、洋上風力発電などの海洋再生可能

エネルギーの導入促進に向けた調査研究の取組を記載しま

した。 

④-２特定外来生物の早期防除 

特定外来生物などの有害鳥獣対策として、今後新たな外

来生物の発生・増加を防ぐためにも、ペットとしての責任

を持った飼育や、適正な管理を広く県民に徹底させること

が必要だが、その視点が抜けていると思う。いくら駆除し

ても、新たな外来生物を発生させては、有害鳥獣の被害が

なくならない。 

外来生物の防除には、侵入・定着を未然に防ぐため、生態

系保全に関する普及啓発が大切です。そのため、第３章第２

節「Ⅰ-５-④-１生態系の保全と希少な野生生物の保護・回

復」において、外来生物の放棄の問題に係る普及啓発につい

ても追記しました。また、本年 6月号の県民だよりで外来生

物について特集し、外来生物放棄の問題についても記載した

ところです。今後も、外来種の問題について普及啓発に努め

てまいります。 
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第Ⅱ項 千葉の未来を担う子どもの育成 

施策項目Ⅱ－１ 子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

待機児童や子育てにおいては、短期大学の保育系の教育

と密接な連携を獲る必要がある。 

第３章第２節「Ⅱ-１-②-２保育人材の確保と資質の向上」

の施策として、県内就業の促進に積極的に取り組む指定保育

士養成施設に対する助成等を行っており、保育士確保・定着

に向け引き続き連携してまいります。 

少子化対策等を重点的に進めていくことは人口減少等

にも関係するため良いと思うが、そのために、たとえば産

婦人科病院をどのように設置（誘致）していくか等、より

具体的な考え方が示されると良いと思う。 

分娩リスクの高い妊娠や高度な新生児医療等に対応でき

る医療施設について、二次医療圏を基本として周産期母子医

療センターを指定・認定するとともに、二次医療圏で完結で

きない場合について母体搬送ネットワーク体制を整備して

まいります。 

子育て支援と女性の雇用の支援を分けて書くと分かり

にくいと思う。縦で考えるのではなく、横に考えて書いた

方が分かりやすいと思う。近い部分のところはまとめて書

いて、パッと見てすぐわかるようにした方が良い。 

御指摘のとおり、妊娠・出産・子育てと女性の活躍推進は、

密接に結びついております。 

しかし、本計画では、「千葉の未来を担う子どもの育成」

という視点からの「安心して妊娠・出産・子育てができる環

境づくり」、「経済の活性化と交流基盤の整備」という視点か

らの「女性の活躍推進」として記載し、整理しております。 

なお、第３章第２節「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育

てができる環境づくり」において、ひとり親家庭への安定的

な就業を促進するための支援について記載するなど、女性の

雇用支援についても関連した記述をしております。 

Ⅱ-１子どもと子育て世代への協力サポート体制づくり 

「子どもを安心して生み育てられる社会を…」の「生み」

を削除して、「子どもを安心して育てられる社会」と修正し

ていただきたい。 

理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

「安心して子どもを産み育てられる」とは、第３章第２節

「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」

の【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対す

る不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる

社会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値

観を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考

えております。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

一連の支援について網羅されているが一つ提案したい。

安心して妊娠・出産・子育てをする土壌づくりとして、子

ども達に義務教育の過程において妊娠可能期間や不妊の

原因などを知る機会を与える取組が必要と思われる。 

第３章第２節「Ⅱ-２-①-３生きる力の基本となる健康・

体力づくりの推進」に「学校保健の充実」について記載して

おり、具体的には保健体育の授業等で引き続き指導してまい

ります。 

また、子どもたちに、妊娠・出産・不妊に関する正しい知

識を伝えることは重要と考えており、健康福祉センターにお

いて、高校生等に講演会を実施しております。今後とも、正

しい知識の普及啓発を行ってまいります。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

【取組の基本方向】の「育児に参加するための情報提供」

とは具体的にどのようなものがあるのか。 

男性の育児参加や女性が活躍しやすい環境づくりなど、

女性目線、男性目線、また、子ども目線など、子育てサポ

ートの枠の中でも分けて書かれていると、わかりやすいと

思う。 

県では、県民だよりやチラシの配布やホームページによる

情報提供の他、第３章第２節「Ⅱ-１-①-１結婚や妊娠・出

産の希望をかなえるための支援」の具体的な事業として、無

料のスマートフォンアプリ「ちばマイスタイルダイアリー」

による情報提供を引き続き行ってまいります。 

第３章第２節「Ⅱ-１子どもと子育て世代への強力サポー

ト体制づくり」の施策等により、親や子どもの目線を踏まえ

た、地域社会全体で子育てを支援する体制づくりを進めてま

いります。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

「妊娠・出産・」を削除して、「安心して子育てができる

環境づくり」と修正していただきたい。 

「安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」とは、

【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対する

不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる社
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理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値観

を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考え

ております。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

【現状と課題】「全ての子どもが心身ともに健康に生ま

れ育つためには…」の「生まれ」を削除して、「すべての子

どもが心身ともに健康に育つためには…」と修正していた

だきたい。 

理由：健康に「生まれ」という表現はそぐわないと思う。 

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅱ-１-①安心して妊娠・

出産・子育てができる環境づくり」の「全ての子どもが心身

ともに健康に生まれ育つためには」を「全ての子どもが心身

ともに健やかに生まれ育つためには」と修正します。 

①-１結婚や妊娠・出産の希望をかなえるための支援 

結婚の前段としての出会いの場を設ける支援は行わな

いのか。あるのであれば、その旨を記載すべきだと思

う。 

県では、県民の結婚や妊娠・出産の希望をかなえるため、

各ライフステージに応じた切れ目のない支援として、無料の

スマートフォンアプリを使用した、市町村の婚活情報の提供

や、若い世代が人生設計について考えるきっかけとなるセミ

ナーを開催し、若い世代の意識の醸成を図っているところで

す。 

また、国の交付金を活用し、市町村が実施する婚活事業等

の取組を支援しています。 

県としては、まずは、現在実施している取組をしっかりと

行ってまいりたいと考えています。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

私学に在籍する児童の支援よりも公立学校に通う子ど

もの修学支援にもっと力を入れ、塾に行けない子どもの放

課後学習や居場所の提供などにより「収入による学習格差

解消」に力をいれてほしい。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネットワーク

の構築」に具体的な事業として「経済的・家庭的理由など様々

な困難への支援」を記載し、奨学のための給付金の支給及び

奨学資金の貸付け等の取組で修学の支援を図ります。 

また、第３章第２節「Ⅱ-２-③-２子どもを育む学校・家

庭・地域の連携」に具体的な事業として「学校を核とした地

域コミュニティの構築と子どもの学びへの支援」を記載し、

「放課後子供教室」及び原則無料で学習支援が受けられる

「地域未来塾」の取組を推進してまいります。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「健康で」を削除して、「安心な子育て環境づくりと経済

的負担の軽減」と修正していただきたい。 

理由：「健康で安心な」という表現はそぐわない。また、

語句のつながりからいっておかしいと思う。 

「健康で安心な子育て環境づくり」とは、母子ともに健康

で、安心して子育てを行うことを意味しております。 

 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「…修学が困難な生徒に対しては、学費の減免等による

支援を行います。」の「学費の減免等」を「学費の減免や就

学支援等」に修正していただきたい。 

理由：高校生の場合、授業料のほかに教科書代、教材費、

制服代、修学旅行積立、部活動費などがかかる。奨学資金

の貸付等の制度は返済義務があるため実際は利用しにく

い。給付型奨学金の拡充が必要である。また、2008年度ま

で定時制通信教育振興法に基づき、千葉県で実施されてき

た定通教科書無償給与や夜食費補助の再開を求める。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネットワーク

の構築」に「高等学校等の生徒に係る教育費負担の軽減を図

ります。」と記載しています。また、個別具体の事業につい

ては今回の計画文案には記載せず、原案のとおりとしていま

す。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「…修学が困難な生徒に対しては、学費の減免等による

支援を行います。」の後に次の文を追加していただきたい。 

「所得制限を伴わないすべての生徒を対象とした高等

学校等授業料無償制度の実施を国に求めます。当面「高等

学校等就学支援金」について、支援が必要な生徒全員に支

給できるようにします。また、基準修業年限（全日制 3年、

定時制・通信制 4年）を超えた生徒も支給対象とします。

奨学のために給付金など高校生の修学支援を拡充しま
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す。」 

理由：就学支援金が支給されるためには、保護者等に申

請書や課税証明書等の提出が求められるが、こうした書類

が提出できずに、本来支給されるはずの生徒が支給対象か

ら漏れてしまう事例が各校で起こっている。 

①-３働きながら生み育てやすい環境づくり 

安心して生み育てやすい社会の構築のため、「企業や働

く人々の意識改革」とあるが、どのように意識を改革して

いくのかが記載されていない。意識を変えていくためにど

ういった施策をしていくのか具体的に示す必要があると

思う。 

「①-３働きながら生み育てやすい環境づくり」において、

企業や働く人々の意識改革に取り組む旨記載しており、具体

的には、「働き方改革」推進事業、労働教育講座等を行って

まいります。 

①-３働きながら生み育てやすい環境づくり 

「女性が活躍しやすい環境づくり」や「男女が共に」な

ど書いてあるが、もっと具体的に女性目線で書いていただ

くと女性が安心できるのではないかと思う。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

なお、第３章第２節「Ⅲ-３-①-１女性が個性と能力を発

揮できる環境づくり」において、女性が安心して働き続ける

ことができるような環境づくりに取り組む旨記載しており、

「働き方改革」推進事業等を実施してまいります。 

②地域による子育て支援の充実 

保育士について、東京では 4万円の補助だが千葉は 2万

円なので待機児童が多い東京に近い地域では保育士が集

まらないでもっと待機児童が増えると思う。補助を東京都

以上にするか、給料以外の面で千葉で保育士になることの

メリットを用意する必要がある。 

保育士の処遇については、東京都に隣接する市では既に 2

～3万円の上乗せを行っており、県の処遇改善事業によりさ

らに 1～2万円の上乗せを行うことで東京都と遜色ない額に

なると認識しています。このほか、修学資金の貸付や基準を

超える保育士の配置に対する助成などにより、市町村と連携

して保育士の県内就業・定着促進に努めてまいります。 

②地域による子育て支援の充実 

潜在保育士の雇用促進等に取り組む、という点につい

て、具体的な方法や対策について詳しく書かれているとと

りわかりやすいと思う。 

第３章第２節「Ⅱ-１-②-２保育人材の確保と資質の向上」

の施策として、ちば保育士・保育所支援センターの活用によ

る潜在保育士の就職支援を行っており、具体的な施策や事業

の記載で対応してまいります。 

②-１待機児童の解消に向けた保育所整備等の促進 

内閣府において、新たに制度を創設した「企業主導型保

育事業」などに対する県としての取組（企業と連携した保

育所の設置方策）などを記載することが考えられる。 

企業主導型保育事業は事業所内保育の一つと捉えること

ができますが、「②-１待機児童の解消に向けた保育所整備等

の促進」の具体的な事業として、事業所内保育の促進を掲げ、

事業所内保育の促進に努めてまいります。 

また、「企業主導型保育事業」の平成 30年度以降の国の動

向や県内のニーズ等を今後注視してまいります。 

 

施策項目Ⅱ－２ 世界に通じ未来支える人づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

地域人材育成の視点が弱いように感じる。グローバル化

に対する教育はもちろん重要だが、その教育課程のゴール

の一つとして、地域の視点・千葉県の活性化につながるよ

うな人材が必要だと思う。文科省・千葉大学の COC+事業に

も関連するが、地域での PBL（課題解決型学習）等を児童

教育～高等教育でも取り入れ、課題意識や地域活性化の視

点を持った人材の活躍を期待する。 

第３章第２節「Ⅱ-２-①-４社会的・職業的に自立し地域

で活躍する人材の育成」に「地域を支える人材の育成」につ

いて記載しており、具体的には地元企業等と連携した取組に

より地域人材の育成を図ってまいります。 

東京オリンピック・パラリンピックの県内開催を契機と

して、学校教育を通じて共生社会の実現や国際的人材の育

成に繋げることが大切だと思うので、この政策分野の中に

も東京オリンピック・パラリンピックを活かした教育施策

について記載するべきである。 

第３章第２節「Ⅰ-４-②-５東京オリンピック・パラリン

ピックを契機としたスポーツの推進」に具体的な事業として

「オリンピック・パラリンピック教育の推進」を記載しまし

た。 

千葉県民のアイデンティティーは、東京に近い地域の住

民は職場や学校が東京なので千葉県民ということを意識

第３章第２節「Ⅱ-２-①-５郷土と国を愛する心と世界を

舞台に活躍する能力の育成」に「郷土と国の歴史や伝統文化
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していないので、子供のころから自分は千葉県民だと実感

する取組が必要である。群馬県では上毛かるたに小学生の

ころから慣れ親しみ大会まであると聞く。子供のころから

千葉県民であることを実感するには、千葉でも県内すべて

の学校で必修にして全員が同じように継続して千葉の伝

統や文化などに取り組んだり慣れ親しむようにする必要

がある。 

等について学ぶ教育の推進」について記載しています。具体

的には「ちば・ふるさとの学び」テキスト配信や出土文化財

管理活用事業などにより郷土を愛する心の育成を図ってま

いります。 

①-１人生を主体的に切り拓くための学びの確立 

子どもが育っていく上で、学校教育の及ぼす力は非常に

大きいと有難く感じている。 

また、子どもが学校で習ってきたことをきっかけに、親

もその内容に興味を持ったり、子供と学校を通じて知るこ

と、教えられることはたくさんあるように思う。 

千葉県には自然や文化をはじめとしたたくさんの資源

があるが、あることが当たり前すぎて価値を感じずにいる

こと、知らずにいることも多い。目の前のものの価値に気

付くための教育を学校で行ってもらえたら、大人への普及

啓発にも必ずつながっていくと思う。 

優れた研究成果を出している千葉県立中央博物館をは

じめ、きぼーるなど素晴らしい施設がたくさんあるので、

訪ねて行ったり、可能であれば出前授業の実施をしていた

だくなど、学校教育の中で大いに活用していく機会があれ

ば有り難いと思う。 

「①-１人生を主体的に切り拓くための学びの確立」に「千

葉県の多様な自然、産業、人材などを生かした体験的な学習」

について記載しており、具体的には県立博物館を活用した体

験学習や環境学習を促進してまいります。 

①-５郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の

育成 

学校教育として「地域づくり教育」を位置付ける。館山

市では「歴史副読本 さとみ物語」を作成し全小学校で学

習している。千葉市でも千葉氏紹介本を作成し小中学校図

書室での閲覧を行うほか小学校6年生の社会科で活用して

いる。全国でも沖縄県や宮崎県など複数の自治体で実施し

ている。郷土愛の醸成は地域の子どもから。それを学校や

地域で大人も一緒になって学ぶことが重要である。地域の

お年寄りが先生になってもよい。 

「①-５郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力

の育成」に「郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育

の推進」について記載しており、具体的には「ちば・ふるさ

との学び」テキスト配信や出土文化財管理活用事業などによ

り郷土を愛する心の育成を図ります。 

②-２教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上 

「教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上」を「学

校現場の多忙化解消と教職員増、教職員の負担軽減」に修

正していただきたい。 

第３章第２節「Ⅱ-２-②-２教育現場の重視と教職員の質・

教育力の向上」の本文中に「教職員の負担軽減のため、学校

における業務の見直しや、人材の配置等を進めるとともに、

学校における問題解決に向けて、学校を支援する体制の充実

を図ります。」と記載しています。「学校現場の多忙化解消と

教職員増、教職員の負担軽減」以外の事業も含めて【主な取

組】としたので修正せず、原案のとおりとしています。 

②-２教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上 

「…業務の見直しや、人材の配置等を…」の「人材の配

置」を「教職員増、必要な教職員の配置」に修正していた

だきたい。 

教職員定数は国が措置することが基本であることから修

正せず、原案のとおりとしています。引き続き、教職員の負

担軽減のため、学校における業務の見直しや、人材の配置等

を進めてまいります。 

②-６読書県「ちば」の推進 

読書活動については教育機関での促進だけでなく、家庭

での読書環境も重要と考える。現状、千葉県内 10 自治体

以上が図書館未設置となっており、居住地域における蔵書

やサービス内容の県内格差があるといえる。読書県となる

には、全自治体での図書館設置のほか、専門職である司書

の配置による環境整備も重要である。 

「②-６読書県「ちば」の推進」に「家庭や地域における

読書活動及び読書環境の充実」及び「市町村立図書館への支

援」について記載しており、具体的には乳幼児期からの家庭

における読み聞かせや読書習慣の大切さについて啓発する

とともに、身近な図書館等で他の図書館等の資料を利用でき

るよう巡回による資料運搬を行ってまいります。 

また、御意見を踏まえ、県立図書館の具体的な中核として

の役割と市町村立図書館への支援について記載しました。 



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

27 

第Ⅲ項 経済の活性化と交流基盤の整備 

施策項目Ⅲ－１ 国内外の多くの人々が集う魅力ある県づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の

促進 

観光振興の視点の中でニューツーリズムという記載は

あるが、「スポーツツーリズム」にも言及した方が良い。千

葉県の特性として、温暖な気候とともに平地が多いことが

あげられるが、平地が多いということは、スポーツに向い

ている土地柄と言える。銚子市では、地方創生の流れのな

かで、廃校を活用して野球部の合宿受入施設の整備に取り

組んでいるが、こうした動きを全県で水平展開し、千葉県

をスポーツツーリズムのメッカにしてはいかがか。千葉県

にはそのポテンシャルがある。 

県ではサイクルツーリズム事業を実施してきており、モデ

ルコースの設定やサイクルステーションの整備、サイクルイ

ベントの開催など一定の成果が得られました。そこで、第３

章第２節「Ⅲ-１-①-１何度でも訪れたくなる魅力ある観光

地づくり」において、「地域資源を生かした体験型・交流型

の観光（ニューツーリズム）の開発などを促進」とあります

ように、今後、スポーツツーリズムをはじめとした多様なニ

ューツーリズムの推進を図ってまいります。 

 

①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の

促進 

魅力ある観光地づくりや観光産業の競争力強化、移住・

定住の促進に際しては、ＩＴ環境の整備も欠かせない。本

県では自治体ごとに差はあるものの、自然環境が良い地域

ほど電波状況が悪く、利便性の改善が求められる。「Ⅲ-１

-①-４東京オリンピック・パラリンピックを契機としたイ

ンバウンドの推進」においては通信環境の整備について言

及しているが、インバウンド対応だけが目的ではないの

で、「取組の基本方向」に通信環境の整備も記載したほうが

よいのでは。 

訪日外国人観光客の不満の上位に無料の通信環境が整備

されていないことが挙げられます。そのため、県では外国人

観光客の受入を行っているホテルや公共施設を対象に通信

環境整備の支援を引き続き行ってまいります。 

①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の

促進 

・地域に眠る宝を掘り起し磨き上げ活用する。 

・地域の「宝」は、残念ながらまだ顕在化していないもの、

単に名前だけの段階のものが多い。これらを掘り起し、か

つ、磨き上げることがとても大事である。千葉県は世界遺

産・同クラスはなくても、東京・江戸を支えた台所・農水

産県として「小さくてもキラリと光る地域資源」が多数存

在するが、その活用のされ方はまだ眠っているに等しい状

況にあるものが多い。それらを「掘り起し」（再確認し）、

「磨き上げ」、他の資源・他地域と「結び付け」、「ストーリ

ー」を付けて「発信」することが重要。 

県では、多様な魅力の更なる磨き上げなども行いながら、

本県の強い印象付けを行う魅力発信に取り組むこととして

います。こうした点について、第３章第１節「次世代につな

ぐ輝くちばへのチャレンジ」の中で記載を追加しました。 

①千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の

促進 

近年県内で盛り上がりを見せる「サイクルツーリズム」

について、ニューツーリズム等で括るのではなく、明記し

ていただきたい。 

県ではサイクルツーリズム事業を実施し、モデルコースの

設定やサイクルステーションの整備、サイクルイベントの開

催など一定の成果が得られました。そこで、「①-１何度でも

訪れたくなる魅力ある観光地づくり」において、「地域資源

を生かした体験型・交流型の観光（ニューツーリズム）の開

発などを促進」とあるように、スポーツツーリズムをはじめ

とした多様なニューツーリズムの推進を図っていく方針で

す。 

①-１何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり 

①-５地域の特性を生かした移住・定住の促進 

・東京に隣接する千葉県の観光は、単に来訪してもらって

リピーターになってもらうだけではなく、その先に、二地

域居住あるいは移住を見据える（位置付ける）べきである。 

相談会やセミナーの実施、二地域居住について加筆しまし

た。 
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・千葉県を好きになってもらい、ファンになってもらい、

何度も訪れてもらい、そして、二地域居住あるいは移住し

てもらうことにも言及すべきである。 

①-１何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり 

①-２観光競争力の強化 

・「観光マーケティングの実施」を明記すべきである。 

・マーケティングは市場調査・データ調査・分析だけでは

なく、己の魅力・ウリを確立しそれを売り込む（誘客する）

ターゲットのニーズを探り、ニーズに合わせてカスタマイ

ズし（あるいはあえてカスタマイズせずに売り込む）、来訪

者（ターゲット）に売り込んでみて（提供してみて）、来訪

者とコミュニケーションをとりながら、売り込んだもの

（提供したサービス）の評価を確認し、改善に役立て、改

善したもの（サービス）を提供する、一連の流れである。

この一連の流れを「観光マーケティング」と位置付け、事

業者に実践させることが、魅力ある観光地づくりと観光産

業の競争力強化には不可欠である。 

観光マーケティングについては、「①-１何度でも訪れたく

なる魅力ある観光地づくり」に「ビックデータや各種統計情

報の分析結果などを活用した観光地マーケティングの立案

に向けた多角的な支援を行う体制の整備」と記載しており、

魅力ある観光地づくりと観光産業の競争力強化に活かして

まいります。 

①-１何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり 

市原市の田淵地区にある、地磁気逆転地層（千葉セクシ

ョン）の国際標準様式地選定を実現するため、県による地

層の周辺整備計画の発表を早急にお願いする。仮に、市原

の地層が選定に敗れても、その学術的価値に変わりはな

く、以後も研究者や見学者は多数訪れるので、整備は必要

である。 

第３章第２節「Ⅰ-４-①-２地域文化の保存・継承・活用

による地域づくり」に「文化的景観等の保全・活用」につい

て記載しています。また、個別具体の事業については今回の

計画文案には記載せず、原案のとおりとしています。 

①-２観光産業の競争力強化 

観光マーケティング・リサーチの強化や、観光の中核を

担う経営人材や観光人材の育成などは、日本版ＤＭＯの構

築を想定している表現かと思うが、千葉県内ではＤＭＯ構

築の動きがまだまだ弱いと感じられる。地域ＤＭＯは立ち

上げの動きは出てきているものの、市町村同士が連携する

地域連携ＤＭＯや、複数の都道府県にまたがる広域連携Ｄ

ＭＯについては、県が主導していくべきものと考えられる

ので、推進の方針について記載すべきである。 

稼ぐ力を引き出す観光地域づくりのためには、複数地域が

連携する場合においても、地域が主体となって、多様な関係

者と連携して取り組むことが必要であり、県はその取組につ

いて支援をしてまいります。 

①-３戦略的な国内観光プロモーションの展開 

成田空港のＬＣＣを活用した国内就航先への継続した

プロモーションと相互交流の促進を掲げるべきである。施

策項目Ⅲ-５-②-１成田空港を活用した県経済の活性化に

関連記述があるが、就航先へのプロモーションなど具体的

な施策がないので、観光施策の項でもきちんと位置付け推

進すべきである。 

県では第３章第２節Ⅲ-１-①-３で「戦略的な国内観光プ

ロモーションの展開」と掲げつつ、成田空港を擁する優位性

を生かし、ＬＣＣ就航先を含めた国内各地に向けて多様な観

光の魅力を引き続き発信してまいります。 

①-４東京オリパラを契機としたインバウンドの推進 

オリパラ後にインバウンドも減少する可能性があるの

で、若干の反動はあるにせよ、他の観光先進国に負けない

観光立国・観光立県を目指すべく、インバウンド観光への

取組体制と誘客プログラムをレガシーとして残すことを

明記する。 

インバウンドの推進は、東京オリンピック・パラリンピッ

クを「契機とした」とあるように、オリパラ後も見据えた取

組を記載しております。インバウンド観光への取組について

は、第３章第２節「Ⅲ-１-②-４海外プロモーション等によ

る観光客の誘致促進」に「各国・地域のマーケット需要に応

じた訪日観光プロモーションを展開するとともに、体験型観

光や魅力的なテーマ性を備えた観光ルートの開発など新た

な観光需要を創出できる体制づくりを多角的に支援するこ

とで、外国人観光客の積極的な誘致に取り組みます」と記載

しており、インバウンド対応を推進してまいります。 

①-５地域の特性を生かした移住・定住の促進 

千葉県を取り巻く課題として、「人口減少・少子高齢化」

御意見を踏まえ、相談会やセミナーの実施、二地域居住に

ついて加筆しました。 
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を一番に掲げている割には、その重要な対策となる「移住・

定住の促進」については、記載が非常に少なく、また観光

の取組の一つのように記載されておりやや違和感がある。 

実際に、県では昨年度も「ちばの暮らし魅力体験ツアー」

や「ちば移住セミナー＆相談会」など移住・定住促進に関

する事業を実施しているので、このような事業を更に推進

し、千葉県の魅力ＰＲを通じて移住・定住を強化するとい

う記載があると良い。 

①-５地域の特性を生かした移住・定住の促進 

「地域の特性を生かした移住・定住の促進」に関する記

載が 6行しかないのは、地方創生の流れが続いているなか

ではややお粗末な気がする。例えば、日本版ＣＣＲＣの推

進を、旭市や御宿町、長柄町、鴨川市など複数の自治体が

取り組んでいるが、こうした取組を県としてもバックアッ

プするといった記載があっても良いのではないか。また、

千葉県は、東京都心から程近く、二地域居住のポテンシャ

ルが高いので、二地域居住から定住にステップアップさせ

るなど戦略的な視点も重要だと考える。 

御意見を踏まえ、相談会やセミナーの実施、二地域居住に

ついて加筆しました。 

また、市町村が「生涯活躍のまち形成事業計画」を作成す

るため開催する、「地域再生協議会」に必要に応じ参加する

など市町村の取組を支援してまいります。 

①-５地域の特性を生かした移住・定住の促進 

・生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）への取組を位置付け

る（明記）すべきである。 

・都市部のアクティブシニアを元気なうちから移住しても

らい、地位の多世代と交流しながら、地域で活躍（仕事・

趣味・まちづくり等々）してもらう生涯活躍のまちは、旭

市、匝瑳市、長柄町、御宿町、鴨川市等で検討が進んでい

る。県としてもこうした取組を側面支援し、広げていくべ

きである。千葉県全域が生涯活躍のまちでよい。 

生涯活躍の観点は、第３章第２節「Ⅰ-３-③高齢者が個性

豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域社会の実

現」に位置付けられており、移住・定住施策では、市町村に

よる取組もあわせ、地域に居住することで実現できるライフ

スタイルの一例として発信してまいります。 

さらに、市町村が「生涯活躍のまち形成事業計画」を作成

するため開催する、「地域再生協議会」に必要に応じ参加す

るなど市町村の取組を支援してまいります。 

 

施策項目Ⅲ－２ 挑戦し続ける産業づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進 

新たなエネルギーの導入については、国内トップになれ

るポテンシャルを持つ分野をより重点的に取り組むべき

と考える。具体的には水素により注力すべきと考る。水素

は国際的にも注目されているが、まだ実証レベルの取組が

多く、商用化に成功した取組はまだ多くない状況。京葉臨

海コンビナートに立地する企業が上手く連携し、かつスピ

ード感を持って協働することができれば、世界に先駆けた

「水素先進都市」として注目され、国内外からの企業・研

究者の集積を通して、千葉県の新たな基幹産業となること

が期待される。 

平成 27年度に県が開催した「千葉の特色を活かした水素

の利活用に関する研究会」での提言でも、京葉臨海コンビナ

ートでの水素の利活用について述べられておりますが、その

導入促進につきましては、現状では、技術面、コスト面、制

度面、インフラ面で多くの課題がある状況です。 

また、県では、平成 28年度から「千葉県水素エネルギー

関連産業振興プラットフォーム」を設置し、このプラットフ

ォームを通じて水素に関連する情報共有を図りながら、今後

とも水素エネルギー関連産業の振興について具体的な取組

に向けた検討を行っていきたいと考えております。 

①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進 

新エネルギーの導入・定着にあたっては、行政・企業に

よる努力のみならず、住民の理解を得ることも重要だと考

える。「何となく危険そうだ」と思われてしまっては住民の

反対活動などにも繋がりかねず、導入・定着の足かせにな

る恐れもある。住民への教育・啓発をすることで、水素エ

ネルギーの必要性を周知させることができれば、住民側か

らの盛り上げも期待でき、盛り上がるニーズに呼応する形

で企業の取組が加速するといった好循環も期待できる。 

県では、公用車として燃料電池車を導入しイベント等で展

示や試乗を行うことにより、普及啓発を図っているところで

す。今後ともこのようなイベント等を通じて、住民への啓発

をしていきたいと考えております。 



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

30 

①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進 

「千葉の未来を支える新産業の振興」について、本県に

は東葛テクノプラザや県産業支援技術研究所など支援機

関があるが、十分に活用されておらず、大学・研究機関や

民間との産学官連携によるイノベーション事例が少ない。

実際、各機関の間の垣根が高く、連携の実現はかなり難し

いと聞いている。上記支援機関の機能のバージョンアップ

を図るか、もしくは、各機関を有機的に結びつけ、自由な

研究開発や産業への応用を促進するための組織をつくる

べきではないか。 

県では、公益財団法人産業振興センターに研究開発コーデ

ィネーターを配置し、県内中小企業と大学・公設試験研究機

関等との連携の促進に取り組んでおり、企業と産業支援技術

研究所等の連携による競争的資金を活用した共同研究事例

が徐々に生まれています。 

御意見を真摯に受け止め、県の産業支援機関が十分に活用

されるよう引き続き取り組んでまいります。 

①県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進 

・圏央道インターチェンジ周辺（直結）開発（投資）の検

討を加える。 

・成田空港やアクアラインと連絡し、両者の活力・ポテン

シャルを県内全域に波及させる圏央道千葉県区間は、まさ

に千葉県のバックボーンであり、そのインターチェンジか

ら派生する大動脈が各地域に整備効果を波及させる。 

・千葉県内区間を見てみると、単にインターチェンジとし

ての機能に留まっているのが現状である。千葉県は凍結し

ていた工業用地の造成で、茂原にいはる工業団地と袖ヶ浦

椎の森工業団の 2か所の整備を再開・実施したが、さらに

これら圏央道のＩＣ周辺にＩＣ直結の開発投資を行う必

要があるのではないか。開発投資をするとまではかけなく

ても、検討はしなければならないと考える。成田空港とア

クアラインをつなぐ区間のＩＣで、工業系の可能性のみな

らず物流基地としてのポテンシャルも高く、また観光地へ

の出入り口でもある。現在、圏央道沿線に多数の物流等の

開発が行われているが、地価も千葉県より高く、土地もな

くなりつつある。このような観点で、千葉県はまさにフロ

ンティアであり、何らかの検討を行っていくことが重要で

ある。 

・千葉県の発展可能性を開花させるための投資である。 

企業の立地は、雇用機会の創出や地元企業の取引拡大な

ど、地域経済の活性化に大きく寄与するものであり、立地の

受け皿となる産業用地の確保は重要であると認識しており

ます。 

また、産業用地の確保にあたっては、事業採算性や企業の

立地動向などを、十分に考慮することが必要であると考えて

おります。 

このため、県としては、中長期的な産業用地の確保のあり

方について、今後、関係市町村との連携を図りながら、検討

を進めてまいります。 

なお、圏央道の整備促進や圏央道への追加インターチェン

ジの整備促進について、またインターチェンジにアクセスす

る国道・県道のバイパスの整備推進については、第３章第２

節「Ⅲ-５-①-２交流を支える道路ネットワークの整備・有

効活用」に記載しており、これらの整備促進により、圏央道

のインターチェンジ周辺をはじめとした沿線地域の振興、発

展に寄与するものと考えています。 

①-１千葉県経済をけん引する京葉臨海コンビナートの競

争力強化 

京葉コンビナートは県内製造品出荷額の約6割を占める

牽引役であるが、近年は立地企業の再編の動きが活発化し

ており、停滞傾向にある。京葉コンビナートの再建なくし

ては、千葉県製造業の復興はあり得ない。県はもっと危機

感を持ってほしい。 

コンビナートの競争力強化を目指す施策については、東

京都や神奈川県を見習って、水素や新素材、エネルギーな

ど、目指す方向性をさらにはっきりと打ち出すべきであ

る。施策の中で、新産業を育成するための具体的な中長期

ビジョンやロードマップを策定し、明確なゴールを指し示

してほしい。 

国際競争の激化や内需低迷を受け、京葉臨海コンビナート

をとりまく環境は厳しい状況であると、県でも認識しており

ます。 

京葉臨海コンビナートの競争力強化については、県では、

生産性の向上や事業環境の改善、コンビナートを支える人材

の能力向上や担い手の育成などに取り組んでいるところで

す。また、水素や新素材・エネルギーへの取組につきまして

は、社会全体の需要等を注視しながら立地企業において現在

検討がすすめられているところです。 

県としても、立地企業と情報共有を図りながら連携して、

京葉臨海コンビナートの競争力強化に取り組んでまいりま

す。 

①-５地域の特性に応じた戦略的な企業誘致の推進 

企業訪問を行うことで企業誘致を図る旨が記述されて

いるが、その対象となる企業の選定方法が不明瞭である。

公共施設の企業誘致という難しくも世間の目が向けられ

ている内容であるのに具体的でなく、若者視点からすると

頼りなく感じる。 

業誘致セミナーや企業ニーズを把握するためのアンケー

ト調査、金融機関との連携などを通じて本県の立地優位性を

積極的に情報発信し、第３章第２節「Ⅲ-２挑戦し続ける産

業づくり」の【現状と課題】に記載しているように、高い競

争力を持ち地域に定着し持続的に発展する企業を戦略的に

誘致してまいります。 

②-１中小企業・小規模事業者の経営力の向上 

全国的に中小企業の間では、独自の技術を知財戦略に活

独創的な製品や高い技術を持つ中小企業がそれらを特許

等の知的財産として保護し、ビジネスに活用していくことは
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かし、下請けから脱することなどを目的に特許を中心に知

的財産出願件数の増加傾向が続いている。知財面の活用支

援も織り込んでみてはどうか。 

大変重要と考えます。そこで、第３章第２節「Ⅲ-２-①-４

ものづくり基盤技術の高度化」において「知的財産の保護及

び活用支援」を具体的な事業として盛り込みました。今後と

も、様々な産業支援機関と連携し、知財活用支援を進めてま

いります。 

②-４中小企業等の人材確保・育成支援 

中小企業の人材確保のためには、企業の魅力を高めるこ

とも重要である。ユースエール認定の促進などの視点も必

要なのではないか 

第３章第２節「Ⅲ-２-②-４中小企業等の人材確保・育成

支援」において、中小企業の採用力向上の支援に取り組む旨

記載していますが、千葉県と千葉労働局の千葉県雇用対策協

定に基づき、ユースエール認定制度の周知・促進も含めた取

組を共同で実施してまいります。 

②-４中小企業等の人材確保・育成支援 

中小企業の人材確保においては、県内大学等と中小企業

とのマッチング機会の増加の視点が必要である。県内高校

生の県内大学への進学と合わせ域内での就学・就職・転職

支援、Ｕターン支援なども必要と考える。 

第３章第２節「Ⅲ-２-②-４中小企業等の人材確保・育成

支援」において、企業と求職者との交流等により、中小企業

の採用力向上の支援に取り組む旨記載しておりますが、中小

企業人材採用サポート事業においては、大学等との合同企業

面談会の開催などの相互交流事業を支援してまいります。 

また、第３章第２節「Ⅲ-１-①-５地域の特性を生かした

移住・定住の促進」において、千葉県への転職や県内就職を

希望する若年者等の県内企業への就労の促進に取り組む旨

記載しており、地域しごと支援センターちば事業において

は、県外からの転職希望者や若年者等に対して、個別相談や

ホームページ等を通じて県内のしごと情報や暮らし情報等

を一元的に提供するとともに、中小企業との交流イベント等

を引き続き実施してまいります。 

さらに、第３章第２節「Ⅱ-２-①-４社会的・職業的に自

立し地域で活躍する人材の育成」に「地域を支える人材の育

成」について記載しており、具体的には地元企業等と連携し

た取組により地域人材の育成を図ってまいります。 

 

施策項目Ⅲ－３ 経済の活性化を支える人づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①女性の活躍推進 

【現状と課題】に、第 1子の出産を機に仕事を辞めてい

る現状があると前提があり、取組が検討されているが、少

子化の今、第 1子に対応できただけでは物足りないように

感じる。少子化対策としても、第 2子・3子と出産した場

合にも仕事を続けるにはどのような取組が必要かという

視点も含め、目標高く検討していただきたい。 

県としては、ライフステージに応じた働く人の希望に合っ

た働き方を選択することができるような社会を目指してお

ります。ここでは例として、第 1子出産時のことを記載しま

したが、就業継続の難しさは、第 2子・3子出産時にも言え

ることです。女性の活躍推進は、少子化対策にもつながると

いうことも踏まえ、取組を進めてまいります。 

なお、安心して子育てできる環境を整備するため、第３章

第２節「Ⅱ-１-②-１待機児童の解消に向けた保育所整備等

の促進」の取組として、多様な保育施設の整備を促進してい

るところです。また、第３章第２節「Ⅱ-１-②-３多様な子

育て支援サービスの充実」の取組として、保育所における延

長保育などの多様な保育ニーズに対応した取組の支援を実

施する等、地域における子育て支援の充実を図ってまいりま

す。 

①女性の活躍推進 

女性の活躍推進における環境整備の一つとして、小さな

子どもを持つ共働き家庭においては、保育所の整備に加

え、ＩＣＴ技術を活用した働く時間と場所を制約しない柔

軟な働き方に対応する取組も必要である。子どもの突発的

な病気による休業や保育園等の送迎時間の制約に対応で

第３章第２節「Ⅲ-３-②-３多様な働き方の実現に向けた

環境の整備」において、「全ての県民がライフスタイルに合

わせてそれぞれの意欲と能力を生かして働くことができる

職場環境の整備を図るため、（中略）企業の取組を支援する。」

としております。 

なお、県では、廃校などの空き公共施設にＩＴ・ベンチャ
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きる、テレワークやサテライトオフィスなども検討してい

ただきたい。 

ー企業等を誘致する事業に取り組んでいます。 

現在、18 の市町と連携して取り組んでおりますが、今後

は、更に多くの市町村と連携を図り、テレワークやサテライ

トオフィスを含めた企業進出の促進に努めてまいります。 

①女性の活躍推進 

雇用の項目は今後自分にも関係してくると思ったので

拝見させて頂いた。 

【取組の基本方向】の中の「再就職の支援」という事が

挙げられているが、その仕組みやどういった職種なのかを

知りたい。 

「①女性の活躍推進」において女性の再就職の支援に取り

組む旨記載していますが、第３章第２節「Ⅲ-３-①-２女性

の起業・創業と就労の促進」に併せて記載があるとおり、就

労相談や再就職支援セミナー、企業と求職者の交流会等を開

催するほか、市町村と共催した県内各地での出張セミナー

等、各種の就労支援を実施してまいります。また、職種につ

いては限定はありません。 

①-２女性の起業・創業と就労の促進 

子育てや介護等家庭や地域等で個々人のライフスタイ

ルに応じて活躍していて、会社で働くより大切なことを選

択している人もいる。例えば、子供が小学生になるまでは

より長い時間我が子とふれあい、育児を楽しみたいと思っ

ていても収入が低く働かざるを得ない人もいる。 

このような人たちの気持ちを考えたときに、「就労の促

進」とあるのは、いかがなものか。すべての女性が会社で

働きたいと思っていると決めつけた表現だと思う。 

そこで、「就労の支援」に改めるべき 

第３章第２節「Ⅲ-３経済の活性化を支える人づくり」冒

頭にあるように、あらゆる人々が、自らの希望に応じて活躍

できる社会づくりを進めたいと考えています。 

「①-２女性の起業・創業と就労の促進」においては、働

きたいという希望を持ちつつも、現在、様々な理由で働いて

いない女性を対象に、自らのライフスタイルに応じた働き方

を選択していただくための取組を記載しています。 

 

 

施策項目Ⅲ－４ 豊かな生活を支える食と緑づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

平成 27年に都市農業振興基本法が施行、平成 28年 5月

に政府により都市農業振興基本計画が策定され、今後各地

域で地方計画が策定されるなか、都市農業振興は農林水産

業振興の大事な柱と考える。 

都市農地をこれまでの「宅地化すべきもの」から都市に

「あるべきもの」と捉えなおし、都市部の住民が農地に触

れあう機会の創出、教育へ活用するなどの施策を講じるこ

とを要請する。 

都市農業の振興について追記しました。 

都市部の農地の保全・活用の視点が弱い（総論と農山漁

村部の活性化の視点のみ）と感じたため、都市農業振興の

視点も加えると良いのではないかと感じた 

都市農業の振興について追記しました。 

休耕田及び耕作放棄地に、太陽光の発電のパネルをは

る。設備費は県が出す。 

休耕田及び耕作放棄地については、まずは農地としての利

用を推進しますが、耕作が困難である場合においては、関係

法令や農業政策とも照らし合わせ、近隣の営農に支障がな

く、農村の活性化が見込まれる時には、太陽光の発電のパネ

ル設置に係る支援をしてまいります。 

なお、太陽光発電設備の設置は、事業者が国の「固定価格

買取制度」を活用して実施するものと考えておりますが、第

３章第２節「Ⅰ-５-①-１再生可能エネルギー等の活用」や

「Ⅲ-２-③-４再生可能エネルギー等の活用を通じた地域経

済の活性化」に太陽光発電設備の導入促進の取組を推進する

旨記載しているように、導入を促進していくことは重要であ

ることから、民間事業者に対してはワンストップ窓口の設置

により行政手続の円滑化を支援するなど、引き続きその取組

を促進してまいります。 
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耕作放棄地については、発生防止・再生活動・担い手不

足の解消等の観点から記載をしているが、それを推進する

にしても、限界があると思う。不可能な部分については、

転用をし、別の用途での有効活用を検討する旨の記載があ

っても良いのではないか。 

耕作放棄地は、周辺の優良農地に悪影響を与えるだけでな

く、鳥獣被害の温床となり、農村環境を破壊するなど、農業

政策上の大きな課題となっております。そのため、県の耕作

放棄地対策においては、再生利用を推進し、また、耕作放棄

地の発生抑制に努めます。 

①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への

転換 

千葉県の農林水産業が今後も発展していくためには、生

産物の生産者から消費者までの輸送システムが必要であ

る。また、生産した製品や販売する商品を効率的に供給す

るか・できるか、については、物流体制の構築が必要であ

る。 

このことから、【現状と課題】に「物流体制」の追記を要

望する。 

【現状と課題】に記載があります「生産流通体制」は、生

産から販売、消費者の手元に届くまでの広い意味で記載して

いるものであり、物流体制の構築も含まれています。 

①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への

転換 

農業の方向性にＩＣＴの活用が入っているのは良いが、

農業の持続可能性や農家所得の向上を図るために、「ソー

ラーシェアリング」や「植物工場」など次世代型農業に関

する記載があっても良いのではないか。 

「①産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業へ

の転換」の【取組の基本方向】において、全国的な優良事例

を本県農林水産業の産地づくりに取り入れながら、高付加価

値型、高収益型の農林水産業への転換を促進するとしてお

り、次世代型といわれるような先端技術についても基本方向

に沿って進めてまいります。 

また、第３章第２節「Ⅲ-４-①-１国内外の競争に打ち勝

つ力強い産地づくり」の園芸農業についての記述の施設化に

は、植物工場なども含んでおり、国の事業なども活用しなが

ら引き続き支援してまいります。 

①-２県産農林水産物の販売促進と戦略的な輸出拡大 

海外で農水産物を販売促進するためには、高品質で安価

に輸出することが販路拡大につながる。また、他国との競

争に対抗できる品質・価格を構築することが必要である。

そのためには、海上コンテナを活用した大量で高品質の農

水産物を輸出できる物流システムを構築することが必要

である。 

このことから、最後の段落に「物流体制の構築」と「千

葉港」の追記を要望する。 

「物流体制の構築」の追記に関しては、該当部分は、生産

者の掘り起こしや取組の支援（＝人への支援）を記載してい

るものであり、物流体制の構築とは趣旨が異なります。 

「千葉港」の追記に関しては、千葉港長期構想に基づき、

輸出検討に向けた検討を進めていく旨追記しました。 

②緑豊かで活力ある農林漁村づくりの推進 

【現状と課題】で「森林の荒廃」を記載しているが、【主

な取組】には、課題解決に対する積極的な事業等の記載が

ない。 

他県では、再生可能エネルギーである木質バイオマスの

検討が行われ、民間事業者による事業化が進んでいる地域

もある。現行の里山対策で、森林の荒廃が防げないのであ

れば、木質バイオマスの検討会を立ち上げ、森林資源の活

用方策を具体的に検討し、森林の保全や環境負荷の低減に

資する取組を進めるなどの記載ができないか。 

「森林の荒廃」については、第３章第２節「Ⅲ-４-①-１

国内外の競争に打ち勝つ力強い産地づくり」、「Ⅲ-４-①-２

県産農林水産物の販売促進と戦略的な輸出拡大」、「Ⅲ-４-①

-６環境や資源に配慮した農林水産業の推進」に記載があり

ます。林業経営に支障がなく、農山村の活性化が見込まれる

時には、木質バイオマスに係る支援をします。 

なお、今後の新たな取組として、第３章第２節「Ⅲ-４-①

-１国内外の競争に打ち勝つ力強い産地づくり」に「また、

公益的機能の発揮が求められながら、自発的・社会的条件が

不利であることで、森林経営計画による管理が困難な森林に

ついては、森林現場や所有者に最も近い市町村と連携した新

たな森林整備の取組を推進します。」と追加記載しました。 

 

施策項目Ⅲ－５ 活力ある県土の基盤づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

①交流基盤の強化 

②-４成田空港への交通アクセスの強化 

地域公共交通については、各市町村が主体となって取り組

んでいるところですが、各市町村間の調整に当たっては、今
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・二次交通の整備強化と三次交通の整備検討 

・千葉県は成田空港からの二次交通が弱い。また、鉄道駅

をとってみてもとりあえず整備はされているが、そこから

先の三次交通がない。福祉有償ボランティア輸送も含め、

こうした情報やノウハウを提供しながら地域内交通を充

実させることに取り組むべき（計画に位置付けるべき）。 

後検討してまいります。 

①交流基盤の強化 

【現状と課題】の 10 行目が「ですます調」になってい

ない部分、15 行目が改行されてしまっている部分につい

て、修正をした方が良いと思う。 

御意見を踏まえ、全般的に修正しました。 

①-１公共交通網の充実 

公共交通を充実させるために鉄道・バス等の維持に注力

することは無論必要であるが、既存の駅・バス停に行くま

での環境づくりも大切だと思う。今後訪れる超高齢社会で

免許返納をする高齢者の足の確保のために、コミュニティ

バス・デマンドタクシーの導入等に県は関わっていくの

か。関わっていくとしたら、その旨を記載すべきである。 

コミュニティバスやデマンドタクシーなどの地域公共交

通については、各市町村が主体となって取り組んでいるとこ

ろですが、各市町村間の調整に当たっては、今後検討してま

いります。 

①-２交流を支える道路ネットワークの整備・有効活用 

現在、アクアラインの渋滞は朝夕の通勤時間帯や（特に）

土休日が深刻な状態である。渋滞緩和は幾つかの箇所で謳

われているが、アクアラインに特化した渋滞緩和の記載を

すべきである。県は、アクアラインの有効活用を多くの部

分で謳っている以上、この問題に対しての取組を記載する

ことは重要なことである。 

圏央道や外環道などの整備によって、複数の経路選択を可

能とする高速道路ネットワークが形成され、交通流全体の最

適化による交通円滑化が期待されるとともに、東京湾アクア

ラインを管理する東日本高速道路株式会社につきましても、

「ペースメーカーライト」を利用した速度低下の防止や渋滞

時間帯を避けた分散利用の周知による渋滞対策を実施して

いるところです。 

①-２交流を支える道路ネットワークの整備・有効活用 

アクアラインの料金は、具体的に金額（800円）を記載

した方が良いのではないか。また、「割引を継続していく」

ではなく、「800円の恒久化を目指す」ことを全面に出すべ

きである。 

具体的な金額(ETC普通車 800円)につきましては、平成 21

年より継続して割引を実施しているところであり、広く認知

されているところですが、御指摘を踏まえ、よりわかり易く

するために記載しました。 

アクアライン料金の引下げ継続について、国に対して毎年

要望を行っているところであり、引き続き、「アクアライン

割引」の継続に努めてまいります。 

①-２交流を支える道路ネットワークの整備・有効活用 

「さらに、主要な渋滞箇所の交通円滑化対策をはじめ、」

とあるが、この交通円滑化対策の具体例を挙げて頂くとわ

かりやすいと思う。 

対策の具体例としては、バイパス・現道拡幅事業があり、

具体的な事業として記載しました。 

①-２交流を支える道路ネットワークの整備・有効活用 

「圏央道への追加インターチェンジの整備」という記述

があるが、圏央道と成田空港の直結道路は不可欠と考え

る。 

「主要な渋滞個所の交通円滑化対策をはじめ、（中略）日

常生活に密接に関連した道路などについても環境に配慮

しつつ整備を推進します」という記述があるが、渋滞によ

る経済的・環境的損失は計り知れず、同項目の【取組の基

本方向】にもあるが、おおむね 1時間で県都千葉市に到着

できる「県都 1時間構想」の実現も困難になる。国道等、

道路管理者の問題もあるかとは存ずるが、県内交通の向上

のため県の立場から積極的な取組をお願いする。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

県都 1時間構想の実現に向け、広域的な幹線道路ネットワ

ークの整備を促進するとともに、地域高規格道路をはじめと

する国道・県道の整備に引き続き取り組んでまいります。 

①-３港湾の整備・振興 

・全国第 2位の貨物量を取り扱う千葉港は、首都圏物流で

大きな役割を担うインフラであり、千葉県にとってその更

なる効果的な活用が期待される有力な地域資源だといえ

港湾の整備・振興という意味では、全ての港湾が重要と考

えることから、港湾の重要性についての内容を追記しまし

た。 



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

35 

る。しかし成田空港などと比較すると、本計画での取り上

げ方がいかにも少ないように感じられた。 

・新たに策定した「千葉港長期構想」に掲げている「グロ

ーバル化、地域間競争の時代の県内企業の発展を支える千

葉港」などの考え方をもう少し詳しく説明し、千葉港の重

要性をアピールしていただきたい。 

①-３港湾の整備・振興 

千葉港は、長期構想も策定されたなかで、県全体として、

成田空港、アクアライン等とともに重要な産業インフラと

して位置付ける必要がある（県内企業の利用拡大支援な

ど）。 

港湾の整備・振興という意味では、全ての港湾が重要と考

えることから、港湾の重要性についての内容を追記しまし

た。 

①-３港湾の整備・振興 

旅客船ふ頭の整備を千葉港及び木更津港に限定してい

るが、館山や外房地域の整備については進めないのか。方

針があるのなら記載すべきだと思う。 

館山港は、現在、多目的桟橋の機能強化に向けた検討段階

であることから、館山港について追記しました。 

②成田空港の機能拡充と空港を活用した県経済の活性化 

【現状と課題】に「県内各地との交通アクセスの改善」

【取組の基本方向】に「県内外との交通アクセスの更なる

改善」という記述があるが、県内から成田空港へのアクセ

スには圏央道と成田空港の直結道路は不可欠と考える。 

圏央道と空港を結ぶ道路については、空港の機能強化の動

向を踏まえ、関係機関と連携しながら、検討を進めていると

ころです。 

②-１成田空港を活用した県経済の活性化 

「成田空港を活用した県経済の活性化」を実現するに

は、成田空港と県内各地を結ぶ二次交通の充実が欠かせな

い。とりわけ、空港周辺の市町では、路線廃止バスの代替

としてコミュニティバスやオンデマンド交通を自主財源

で運行しており、これらの公共交通を広域的な視点で最適

化し、成田空港からの二次交通として活用することや、外

国語対応のナビゲーションを常備したレンタカーの活用

など、二次交通を戦略的に整備する視点を入れてはいかが

か。市町村単位での連携はなかなか進まないため、千葉県

のリーダーシップが求められている。 

コミュニティバスやオンデマンド交通などの地域公共交

通については、各市町村が主体となって取り組んでいるとこ

ろですが、各市町村間の調整に当たっては、今後検討してま

いります。 

②-１成田空港を活用した県経済の活性化 

空港地域のグランドデザインがまず必要であり、県の積

極的な取組、即ち、地域振興策の具体的な方向性や検討事

業を示すことができれば、地域住民等の理解も進み、メッ

セージ性溢れる内容になるものと思う。 

空港周辺の地域づくりについては、県・空港会社・国が連

携協力して、空港周辺 9市町の意見や要望を丁寧に確認しな

がら空港周辺地域の地域振興策の方向性・内容を掲げた「基

本プラン」の策定に向けた取組を進めているところです。 

②-１成田空港を活用した県経済の活性化 

空港周辺の振興策の具体的な例としては、民間企業等と

連携したトランジェットツアーの受け皿づくりとして、空

港周辺地域に日本の伝統や食を生かした観光施設等の誘

致。また埼玉県が取り組んでいるように、圏央道周辺（成

田空港周辺）の工業団地開発検討などが考えられる。 

空港周辺地域には成田空港の参道や房総のむら、佐倉市の

国立歴史博物館など伝統文化を生かした観光施設等があり、

それらと連携してインバウンド観光に引き続き取り組んで

まいります。 

企業の立地は、雇用機会の創出や地元企業の取引拡大な

ど、地域経済の活性化に大きく寄与するものであり、立地の

受け皿となる産業用地の確保は重要であると認識しており

ます。また、産業用地の確保にあたっては、事業採算性や企

業の立地動向などを、十分に考慮することが必要であると考

えております。このため、県としては、中長期的な産業用地

の確保のあり方について、今後、関係市町村との連携を図り

ながら、検討を進めてまいります。 

④-２安全・安心で魅力あふれるまちづくり 

冒頭の柏・流山地域と比べ、「かずさアクアシティ」のま

ちづくりの記載が、具体性に欠けると思われる。「金田東地

御意見を踏まえ、修正しました。 
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区のこのような開発状況を踏まえ、金田西地区ではこのよ

うな方向性でいく」等の記載をすべきではないか。 

④-５豊かな住生活の実現 

県は「第３次住生活基本計画」を策定し、県内における

今後の住生活のあり方を提示したが、その中で取り上げら

れている「地域別の方向性」という視点が含まれていない

のではないか。 

多様な地域が存在する千葉県では、それぞれの地域が住

生活に関してそれぞれの課題を持っており、個々の特性を

踏まえた施策の展開が非常に重要であり、そうしたニュア

ンスを加筆していただきたい。 

御意見いただいた内容については、第３章第２節「Ⅲ-５

-④-５豊かな住生活の実現」において、「これらの取組を、

地域特性を踏まえて、行政・事業者・市民活動団体・県民な

どの多様な主体と連携・協働を行うことにより進めます。」

として記載していることから、原案のままといたします。 
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第４章 重点的な施策・取組の推進にあたって 

意見・要望要旨 県の考え方 

計画の「目標」を定めるにあたっては、可能な限り数値

化を図り、その数値に向かって、ヒト・モノ・カネといっ

た資源を、いつ、どれだけ、どのように投入して取り組む

のか検討すべきものと考える。 

計画の推進にあたっては、県民と共有し力を合わせて実現

を目指すべき数値目標の設定を検討し、具体的な数値目標を

明記しました。 

計画の目標達成には、適宜、進捗チェックを行い、進捗

が遅れている場合にはどうすれば目標達成できるか再検

討することが欠かせないが、漠然とした目標では、進捗の

確認はもとより、達成の可否もわからず、各取組を有効に

機能させることは難しいと思う。 

具体的な数値目標が記載されていないため、目標の達成

状況が主観的なものになってしまうのではないか。数値に

とらわれるのも良くないが、今後施策の評価を客観的にす

る上では、数値目標はあるべきである。 

目標や目指すべき成果等が明確化され、PDCAサイクルで

管理しやすいものとすべきではないか。 

計画の推進にあたっては、県民と共有し力を合わせて実現

を目指すべき数値目標の設定を検討し、具体的な数値目標を

明記しました。 

また、計画の実施にあたっては、予算や人員等を踏まえ、

県が行政活動の結果として管理すべき目標を別途、毎年度設

定しており、達成度の測定、要因分析、改善に向けた検討を

行う PDCAサイクルで管理してまいります。 

経済活性化については、国が「GDP600兆円」を目標とし

ているように、経済規模についての目標数値を掲げたほう

が、目指す方向を事業者や県民がイメージしやすくなるも

のと思う。 

「県内製造品出荷額等」や「県内年間商品販売額」といっ

た経済指標を社会目標数値として掲げることとしました。ま

た、実施状況や達成度などを分析し課題を把握する「評価」

を毎年度実施するとともに、この「評価」に基づき必要とな

る「改善」を次の施策に反映させることで、政策の推進を図

ってまいります。 

 


