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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。 

 

第３章 重点的な施策・取組（実施計画編） 

第２節 施策の内容 

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
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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。 

・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。 

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。 

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

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
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明記する。 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」

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。 

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。 

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

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
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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。 

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。 

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 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
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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。 

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

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。 

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

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



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

6 

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

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。 

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

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
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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。 

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。 
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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 

・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）。 

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

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。 
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のため県の立場から積極的な取組をお願いする。 

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

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。 

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 

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
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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

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。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

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。 

 


