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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」 
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総括：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） 

 

26 年度の施策の実施状況 

(1)知事が、10 月に、県内の企業・事業者とともに

台湾を訪問し、県産品や観光客誘致等のトップセ

ールスを行いました。 

(2)首都圏を主な対象として在京キー局のテレビ番

組やラジオ番組、新聞広告、交通広告等を活用す

るとともに、外国特派員を対象としたプレスツア

ーや海外プレス向けの情報発信を実施し、千葉の

魅力を国内外に発信しました。 

 

課題 

(1)「光り輝く活気にあふれた千葉県」を実現する

ため、国内外に向けて、認知度、信頼度、好感度

を高め、千葉県を選んでもらえるよう、積極的な

魅力発信に努める必要があります。 

 
今後の取組方針 

(1)2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの

開催を控え、トップセールスや各種メディアを通

じたＰＲ活動を戦略的に展開し、観光や優れた企

業立地環境、県産農林水産物等の千葉県の魅力を

積極的に発信します。 

 

総括：一部の進展にとどまっています 

※主な取組の実施状況 

（達成１、概ね達成２、目標に届かず２） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)関係団体と連携して、ドイツ・デュッセルドルフ

市で開催された日本デーでの千葉県ブースの出展

やウィスコンシン州友好使節団の受入などを実施

し、国際交流を促進するとともに、ラオス・ヴィエ

ンチャン都に対する水環境分野での技術移転、ベト

ナムに対する工業教育分野での教員派遣や研修生

の受入などの技術交流を促進しました。 

(2)東京オリンピック・パラリンピックの開催効果を

本県の一層の発展につなげ、その効果を次世代にし

っかりと引き継いでいくため、官民連携組織を設立

し、「オール千葉」体制で推進すべき取組をまとめ

た戦略を策定し、各種の取組を進めました。 

課題 
(1)災害時における外国人県民の支援について、県内

各地域においてボランティアの養成を進めるとと

もに、連携体制づくりを検討する必要があります。 

(2)東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、

国内外から多くの人が本県を訪れると予測される

ため、本県を訪れた人が安心して快適に過ごすこと

ができる環境を整備する必要があります。 

今後の取組方針 
(1)市町村との連携により、ボランティア養成数及び

養成地域の拡大を図るとともに、関係者間のネット

ワーク化に取り組みます。 

(2)「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向

けた千葉県戦略」に基づき、多言語での案内表記や

無料公衆無線ＬＡＮの整備などを推進します。 
 

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） 

26 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、多様なメディアを活用した情報
発信やビジネス支援セミナーの開催など、千葉県
経済の活性化の取組を実施しました。 

(2)年間発着回数 30 万回早期実現のため、地域振興
連絡協議会を通じて、国内線就航先都市において
ＰＲ事業を行い、地域振興と成田空港の利用促進
を図りました。 

(3)平成 26 年 3月に成田財特法の延長法案が成立・
施行されたことを受け、「成田国際空港周辺地域
整備計画」の一部変更を行いました。 

課題 
(1)東京オリンピック・パラリンピック開催を契機
に、今後、成田空港を利用する人や物が増大する
ことが予想されるため、これを県経済の活性化に
結びつける必要があります。 

(2)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、成田空港の利用促進に協力する必要
があります。 

(3)都心と成田・羽田両空港間の更なるアクセス 
改善が必要です。 

今後の取組方針 
(1)成田空港活用協議会と連携しつつ、県、市町村、
民間事業者が一体となり、千葉県の魅力を戦略的
に発信するとともに、来訪者の受入体制の整備を
進めます。また、広域観光ルートや旅行商品の開
発、県産品の市場拡大を推進します。 

(2)地域振興連絡協議会を通じて、ＰＲ事業や国内
線就航先との交流事業を実施し、成田空港の利用
促進に協力します。 

(3)国による都心直結線の検討に協力するととも
に、鉄道アクセス改善及びリニアモーターカー構
想について、国への要望活動を行います。また、
高規格幹線道路の整備促進を国に強く働きかけ
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３） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)アクアライン・圏央道の利便性向上の効果によ

る企業立地における優位性の高まりを踏まえ、誘

致活動を展開した結果、新規立地や施設の増設に

結びつきました。 

(2)圏央道については、平成 26 年 4月に神崎インタ

ーチェンジと茨城県の稲敷インターチェンジ間

が開通しました。本県に新たな北の玄関が誕生し

たことで、地域の交流と連携の強化や物流の効率

化などが図られました。 

課題 
(1)かずさアカデミアパークについては、更なる企

業立地を促進するため、立地希望企業の要望にこ

たえる柔軟な対応が必要です。 

(2)アクアラインの通行料金値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、高規格

道路などの整備促進を図り、道路ネットワークの

充実強化を早期に実現する必要があります。 

今後の取組方針 
(1)立地希望企業の要望に応じて区画分割等によ

る小区画化を行うとともに、新たな立地企業を

開拓するため、アクアライン対岸地域や県北西

部等の成長性のある企業が集積している地域を

重点対象として広報活動や積極的な企業訪問を

実施します。 

(2)圏央道の県内区間の早期全線開通が図られるよ

う国に働きかけるとともに、高速道路を補完する

国道･県道の整備を進めます。 

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） 

26 年度の施策の実施状況 
(1)観光客の満足度を高めるため、観光公衆トイレ
などの観光関連施設の整備に対し助成を行い、特
に、民間事業者が行う整備の補助率の引き上げや
関係団体を通じた周知・ＰＲの強化により、整備
個所が大きく増加しました。 

(2)外国人観光客の積極的誘致を図るため、東アジ
アや東南アジアを中心に、知事のトップセールス
や国際観光展への出展、商談会等を開催するとと
もに、訪日教育旅行の誘致等を実施しました。 

(3)観光ホームページについては、対応言語を増や
すとともに、フェイスブックを備え、課題であっ
たタイムリーな情報発信に努めました。 

課題 
(1)東京湾アクアライン・圏央道の利便性向上によ
り観光客の増加が見込まれることから、観光関連
施設の整備や宿泊・長期滞在に対する取組を推進
する必要があります。 

(2)東京オリンピック・パラリンピック開催を見据
え、訪日外国人旅行客への対応を千葉県全体に広
げ取り組んでいく必要があります。 

今後の取組方針 
(1)観光関連施設の整備や宿泊・長期滞在に向けた
取組を促進するため、民間の観光トイレの整備に
対しては、補助率をさらに引き上げるとともに、
アクアライン等を活用した事業については、引き
続き補助率をかさ上げして支援を強化していき
ます。 

(2)海外メディア、旅行会社、大学生等を招致しモ
ニターツアーを実施し、外国人から見た千葉の魅
力の再確認を行い、訪日外国人の県内への誘客や
滞在を促進します。また、研修会を実施し、オー
ル千葉でのおもてなし力の向上や外国語ボラン
ティアの養成を図るとともに、多言語での案内表
記を推進します。 

 

H２６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。 

千葉の魅力がテレビ・ラジオで取り上げられた件数（件） 県と連携し国際交流・協力活動を展開している団体数（団体） 

増加を目指し 
ます。 


