
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」 
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②千葉の飛躍拠点である成田国際空港の機能拡充 

目標：成田国際空港の更なる容量拡大（年間発着枠 30 万

回）の早期実現を目指します。成田国際空港と都心・

東京国際空港（羽田空港）間の交通アクセスなどを

更に強化します。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
23,536,228 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 2 

25,064,759 千円 目標に届いていない 1 

施策の概要（例） 

(1)震災の影響により国際線旅客数等の落ち込みが見られました

が、すでに全体的に回復基調にある中、年間発着枠 30 万回の

合意が LCC の新規就航等の新たな航空需要を呼び起こしてお

り、成田空港の新しい動きを県勢発展につなげるため、経済、

交通、観光などの様々な分野の委員で構成する「グレード・ア

ップ『ナリタ』活用戦略会議」を立ち上げました。 

 (2)航空機騒音から住民の生活環境を保全するため市町村が行

う防音対策事業に係る費用を補助するとともに、騒音対策を実

施する(財)成田空港周辺地域共生財団について公益財団法人

への移行・存続等の問題について関係機関と連携して取組みま

した。 

課題 

(1)引き続き地元の理解と協力を得ながら、年間発着回数 30 万回

に向けて空港機能の拡充を進める必要があります。 

(2)国・県・空港周辺 9 市町及び NAA の四者が確認した防音工事

の恒久化や、共生財団存続のための財産積み増し等の取組みに

ついて着実に実施していく必要があります。 
今後の取組 

(1)年間発着回数 30万回に向けて空港機能の拡充を進めるととも

に、「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」において提

言をとりまとめ、成田空港の更なる利用促進と本県経済の活性

化を図ります。 

(2)航空機騒音の解消を図るため、今後も NAA 及び関係機関と連

携し、市町村が行う防音対策事業に協力していきます。 

③東京湾アクアラインによるポテンシャルの開花 

目標：東京湾アクアラインを有効に活用することにより、県

内に埋もれている多くの宝・ポテンシャルに磨きをか

け、経済の活性化や地域振興を図ります。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

18,696,938 千円 目標を達成 2 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

20,809,697 千円 目標に届いていない 1 

施策の概要（例） 

(1)アクアライン通行料金の引下げ効果を活かすべく、次世代を担

う高い技術力を持った企業・研究所を中心に 190 件の企業訪問を

実施し、かずさアカデミアパークへの誘致に努めるとともに、企

業立地の一層の促進を図るため「かずさアカデミアパーク事業の

新たな展開」を策定しました。 

(2) アクアラインの着岸地である金田地区などのポテンシャルを

高めるとともに、地域の交流と連携の強化や、物流の効率化を図

るため、千葉県における道路網の骨格をなす首都圏中央連絡自動

車道や東関東自動車道館山線の４車線化の整備促進を国などに

働きかけました。 

課題 

(1)東日本大震災の影響により、企業の立地計画に変更が生じたこ

となどから、23 年度は同パークへの企業立地件数は 1件にとどま

ったため、引き続き企業立地促進に向けた取り組みが必要です。 

(2)アクアラインの通行料金引下げによる県内経済活性化に大きな

効果をもたらすためには、道路ネットワークの充実・強化が必要

です。とりわけ、既に事業化されている圏央道の大栄から横芝間

については、他の区間と比べ事業の進捗が極めて遅れている状況

にあり、早期に本格的な事業着手が必要です。 

今後の取組 

(1)今後の事業推進の基本方針として策定した「かずさアカデミア

パーク事業の新たな展開」に基づき、誘致対象分野等の拡大や建

物の建築制限等各種規制の見直しを行い、企業立地を促進しま

す。 

(2) 引き続き、地元市町村及び関係団体と連携を図りながら、道路

整備の事業促進を国に強く働きかけていきます。 

④魅力満載「千葉の観光」 

目標：効果的なプロモーション活動により観光入込客の増加

を図るとともに、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し、地域経済の活性化を目

指します。 

総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

541,575 千円 目標を達成 3 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

499,905 千円 目標に届いていない 1 

施策の概要（例） 

(1)東日本大震災及び原子力発電所の事故の風評等の影響により厳

しい状況にある県内観光の回復に向けて、大規模な観光 PR イベ

ントの開催及び季節に応じた切れ目ない観光キャンペーンを実

施しました。 

(2)新たな観光の魅力創出として、サイクルツーリズムの推進を図

りました。また観光資源の磨き上げに努めるとともに、トイレや

駐車場など、市町村等による観光関連施設の整備に対し 38 箇所

の助成を行い、魅力ある観光地づくりを推進しました。 

課題 

(1)(2)東日本大震災及び原子力発電所事故の風評等の影響により、

国内及び外国人観光客が激減するなど、県内観光は非常に厳しい

状況にあります。震災から一年以上が経ち、県内観光は徐々に回

復傾向にあるものの、引き続き本県観光の元気回復を図っていく

必要があります。  

今後の取組 

(1) 東日本大震災等の影響により、厳しい状況にある県内観光の回

復に向けて、木更津金田地区のアウトレットパーク内に開設した

観光情報館の運営や「ちばアクアラインマラソン」の開催等引き

続き効果的な情報発信に努めます。 

(2) 東日本大震災等の影響により減少した外国人観光客の回復に

向けて知事のトップセールス及びメディアや学生を対象とした

モニターツアー等により、効果的な海外プロモーションを展開し

ます。 

 

【総括】 

政策分野１に掲げた５つの社会目標

のうち、観光入込客数及び宿泊客数に

ついては２３年の実績値が判明してい

ません。しかし東日本大震災及び原子

力発電所の事故の風評等の影響によ

り、減少することが見込まれています。 

そのため、成田国際空港の機能拡充や東京湾アクアラインを活用した戦略的な

観光振興の強化など、本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信することで、引

き続き、千葉の輝く魅力づくりに向けた取組を推進していきます。 

（本県には埋もれている宝・ポテンシャルがたくさんあります。東京湾アクアラインや、高い実力を持つ農林水産業、各地域が持つ豊かな自然環境や歴史・文化などの観光資源をはじめと

する、本県の持つポテンシャルを最大限に発揮させ、「光り輝く千葉」を目指します。） 

当初予算額 43,624,121 千円 

決算見込額 47,095,699 千円 

進展が図られている － 

概ね進展が図られている 4 

一部の進展にとどまっています － 
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①光り輝く千葉の魅力発信 

目標：本県の様々な魅力を積極的に県内外に発信し、千葉県

の知名度を高めます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

849,380 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 4 

721,338 千円 目標に届いていない 1 

施策の概要（例） 

(1) 首都圏を主な対象に在京キー局のテレビ番組、ラジオ放送、新

聞広告等を活用するとともに、24 年 10 月に実施するアクアライ

ンマラソンの周知イベントや、「がんばろう！千葉」キャンペー

ンなどの機会を捉え千葉の魅力を発信しました。 

(2) 「食の宝庫ちば」の知名度向上とファンづくりを推進するとと

もに、東日本大震災や原発事故の影響を払しょくするため、県内

はじめ首都圏や全国に向けて、県産農林水産物の魅力発信と安全

性の PR に努めました。 

課題 

(1)あらゆる機会を捉えて知事のトップセールスや各種メディアを

活用し、より積極的な魅力発信に努める必要があり、特にアクア

ラインマラソン実施に向けて気運を高めていく必要があります。 

(2) 県民の県産農林水産物に対する認知度・購入意向は徐々に向上

していますが、さらに「食の宝庫ちば」の PR を継続する必要が

あります。 
今後の取組 

(1)(2)アクアラインマラソンを契機に千葉の魅力を県内外に伝え

るとともに、引き続き震災からの復興を目指した「がんばろう！

千葉」キャンペーンを実施します。また成田空港へのＬＣＣ就航、

圏央道の開通など時機を捉えトップセールスや各種メディアを

活用した魅力発信を実施します。 

  千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」を活用し、県

内外への千葉の魅力発信を一層推進していきます。 

増加を 

目 指 し

ます 


