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基本目標 Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」    

政策分野 １「千葉の輝く魅力づくり」 

 
 
 

総括：進展が図られています 
※主な取組の実施状況（達成４） 

28 年度の施策の実施状況 
(1)県のイメージアップや観光客の増加、県産農林

水産物の販路拡大、企業誘致等を図るため、知事

による国内外でのプロモーションや地域イベン

ト、各種メディアを通じたＰＲなどにより、本県

の魅力を多くの人々に発信しました。 

(2)10 月に開催された「ちばアクアラインマラソン

2016」では、過去最高となった沿道応援者（約

36 万人）や外国人ランナー（480 人）等に対し、

観光や物産などを含めた本県の魅力を発信しま

した。 

(3)移住・定住の促進を図るため、市町村と連携し、

都内で開催された「JOIN 移住・交流＆地域おこ

しフェア」等への出展や、千葉県主催の「移住セ

ミナー＆相談会」等を年 6 回開催するなど、地

域の魅力の PR を行うとともに、交通、医療、教

育などの情報発信や移住相談を実施しました。 

 

要因・状況分析 
(1)2016 年に日本のインターネット広告費が初め

て 1兆円を超えるなど、情報発信の媒体となる各

メディアを取り巻く状況に変化が見られます。 

課題 
(1)各メディアには、それぞれ違った強みがあり、

その特性を十分に踏まえた上で、戦略的に選択す

ることが重要です。 

取組方針 
(1)情報の拡散が期待できるソーシャルメディアの

活用や、映画・アニメ等のコンテンツとのタイア

ップなど、新たな発信手法も取り入れ、発信力を

強化していきます。 

総括：概ね進展が図られています 
※主な取組の実施状況 
（達成３、概ね達成１、目標に届かず１） 

28 年度の施策の実施状況 
(1)姉妹州関係にあるウィスコンシン州や友好関係 
にあるドイツ・デュッセルドルフ市との国際交流、
グローバル人材を育成するための高校生を対象と
した留学助成、英語教育の充実など、幅広い分野で
国際交流活動を展開しました。 

(2)公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー
（CCB-IC）を中心に、市町村や関係機関との連携に
より、MICE の誘致に取組み、63 件の国際会議の誘
致に成功しました。 

 

要因・状況分析 
(1)外国人県民が年々増加していることに加えて、 
東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、
訪日外国人についても増加が見込まれます。 

(2)MICE 誘致については、国際的な誘致競争の激化や
国内の各都市における競合施設の拡張等、国内外の
誘致競争が激化しています。 

課題 
(1)外国人が犯罪や事故に巻き込まれないよう、必要
な情報を積極的に発信する必要があります。 

(2)首都圏を実際に訪れる方々や日本に興味を持って
いる方々に、千葉の魅力を戦略的に PR し、本県へ
の MICE 誘致につなげていく必要があります。 

取組方針 
(1)関係機関等と情報交換を行うなど、一層の連携を
図った上で、外国人集住地域の外国人に対する防犯
講話、交通安全指導等を実施するとともに、広報誌
等を活用した啓発活動を行います。 

(2)MICE 関係機関との連絡会議を通じるなどして
CCB-IC をはじめ関係機関との連携強化を図り、よ
り一層の誘致競争力の強化に努めます。 

総括：進展が図られています 

※主な取組の実施状況（達成４） 

28 年度の施策の実施状況 
(1)官民により設立された「成田空港活用協議会」

と連携・協力して、これまでに培った国内線就航

先との双方向の交流促進、海外からの誘客促進を

目指したランドオペレーターとの商談会、北関東

を始めとした空港利用促進キャンペーン、SNS な

どを活用した情報発信や、ビジネス支援のための

セミナーなどに取り組みました。 

(2)年間発着回数 30 万回の早期実現のため、地域振

興連絡協議会を通じて、圏央道茨城区間の全線開

通により、北関東方面から成田空港へのアクセス

が更に向上することから、栃木県での周辺市町等

の PR を行うことで地域振興を図りました。 

 

要因・状況分析 
(1)今後も見込まれる訪日外国人旅行者の増加、LCC

の航空ネットワークの拡大、東京オリンピック・

パラリンピックの開催、圏央道の整備等の空港ア

クセスの改善などにより、今後、成田空港を利用

する人や物が増大することが予想されます。 

課題 
(1)成田空港のポテンシャルの効果を県全体に波及

させるため、成田空港活用協議会のコーディネー

ト機能を活用して、関係者間の連携を強化し、協

議会会員が主体となった取組を活発化させるこ

とが必要です。 

取組方針 
(1)引き続き、成田空港活用協議会、同協議会の会

員、国内線就航先と連携を強化して、空港の利用

促進と空港を活用した観光や産業の振興に取り

組みます。 

総括：概ね進展が図られています 

※主な取組の実施状況 

（達成１、概ね達成２、目標に届かず１） 

28 年度の施策の実施状況 
(1) アクアライン料金引下げの継続や圏央道(東
金・木更津間)の開通による交通インフラの整備
充実など、企業立地における優位性の高まりを踏
まえながら、効果的な誘致活動を展開した結果、
平成28年度は2社の新規立地に結び付きました。 

(2)地域の交流と連携の強化や、物流の効率化など
を図るため、道路網の骨格をなす圏央道の県内区
間の早期全線開通が図られるよう国などに働き
かけるとともに、銚子連絡道路など、高速道路を
補完する国道・県道の整備を進めました。 

要因・状況分析 
(1)近年、競合する隣接県等との誘致活動の激化等、
本県を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

(2)高規格幹線道路や国道・県道等の整備は着実に
進められていますが、本県の道路ネットワークは
いまだ十分とは言えない状況です。 

課題 
(1)今後需要の見込まれる成長分野にも注視し、最
新の企業の投資動向を把握しながら、企業立地の
促進と地域産業の振興を図ることが必要です。 

(2)アクアライン料金引下げによる効果を県内各地
域に波及させるためには、道路ネットワークの充
実・強化を早期に実現することが必要です。 

取組方針 
(1) 立地企業補助金制度の周知や有効活用を図る
とともに、東京に並ぶ経済圏である関西地区に配
置している企業誘致専門員により、関西地区から
の企業誘致を推進します。 

(2)県内経済の活性化に寄与するため、アクアライ
ンや高規格幹線道路（圏央道・館山道）と主要な
観光地を結ぶ幹線道路との連携により、観光エリ
アへのアクセスを強化します。 

 

総括：進展が図られています 
※主な取組の実施状況（達成３、目標に届かず１） 

28 年度の施策の実施状況 
(1)何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくりを
推進するため、観光公衆トイレ等の観光関連施設
や公衆無線 LAN の整備に対し助成を行いました。
また、観光客の滞在の長時間化や宿泊客の増加を
図るため、市町村等が行う宿泊滞在型観光推進の
取組に対して支援を行いました。 

(2)観光施設や宿泊施設などのスタッフを対象に、
外国人観光客にも満足いただけるよう、「おもて
なし」を学ぶ研修会を開催し、観光振興を担う 
人材の育成を図りました。 

(3)台湾・タイ王国・マレーシアで開催された旅行
博への出展、海外からメディア等を招請など様々
な手法で千葉県観光地のＰＲ、誘致活動に積極的
に取り組みました。 

 
要因・状況分析 
(1)若年層を中心にインターネットを使って千葉県
の観光情報を入手する傾向が強まっていること
から、ICT を活用した観光情報の発信の必要性
が求められています。 

(2)訪日外国人旅行客増加により、外国人宿泊者に
対応できるおもてなしスキル、外国語対応が日ご
ろから求められています。 

課題 
(1)ブログや口コミといった SNS による即時性・臨
場感等を意識した効果的な情報発信も取り入れ
るなど、一層の周知に向けた取組を行う必要があ
ります。 

(2)外国人観光客にも満足いただけるよう、県内の
観光・宿泊施設の従業員等を対象とした人材の育
成が必要です。 

取組方針 
(1)観光ウェブサイトのアクセス数を高めるため、
旬の情報を毎月特集するほか、新設した
Facebook ページも活用し、本県の魅力的な情報
を幅広く、タイムリーに発信していきます。 

(2)県内の観光・宿泊施設の経営者や従業員を対象
に、外国人観光客に満足いただける先進的なおも
てなしについて情報共有する研修を行い、オール
千葉でのおもてなし力の向上を図ります。 

H２８年度 政策分野別概要資料 

【施策①】光り輝く千葉の魅力を全国・  

海外に発信 

目標：本県の様々な魅力を積極的に国内外
に発信し、選ばれる千葉県を目指し 
ます。 

社
会
目
標 

【施策②】国際交流の推進と海外取引・外国

人誘客の促進 

目標：国際交流・協力の活発化、県内企業の
海外取引や県産農林水産物輸出の  
促進、観光・MICE 誘致などの展開や、
外国人県民にも暮らしやすい多文化 
共生社会づくりを進め、国際社会とと
もに発展する県づくりを推進します。 

【施策③】成田空港の機能拡充と空港を 

活用した県経済の活性化 

目標：成田国際空港の年間発着回数３０万
回の早期実現を目指します。 

   成田空港と県内外への交通アクセス
を更に充実させます。 

【施策④】東京湾アクアラインと圏央道が

拓く魅力ある地域づくり 

目標：東京湾アクアラインと首都圏中央連

絡自動車道を有効に活用することに

より、本県が持っている多くの宝・

ポテンシャルを開花させるととも

に、更に磨きをかけ、県内経済の活

性化や地域振興を進めていきます。 

【施策⑤】千葉の「宝」を生かした観光  

立県の推進 

目標：本県の持つ魅力を十分に生かした 
魅力的な観光地づくりを推進すると
ともに、効果的なプロモーション 
活動により観光入込客・宿泊客をは
じめとする交流人口の拡大を図り、
地域経済の活性化を目指します。 

① ② ② 

③ ④ ⑤ ④ ⑤ 


