
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策】Ⅰ―１－② 災害に強い県づくりの推進 

●施策の目標：地震や風水害など災害に強い体制づくりと防災基盤の整備を進めます。 

（主な取組） １ 防災連携体制の確立 ２ 地域防災力の向上 ３ 消防・救急救助体制の充実強化 ４ 石油コンビナート施策の推進 ５ 災害に強い社会資本整備 ６ 建築物・宅地の地震対策の推進 

       ７ 県有建築物の耐震化の推進 ８ 農山漁村における自然災害対策の推進  
●社会目標  
【東京湾北部地震による被害（想定）】                                   【火災による死者数】 

  現状値（H19）：死者数 1,391 人 直接経済被害額 9兆 7,540 億円⇒ 目標(H24)：軽減に努めます    現状値(20 年)：84 人 ⇒目標(H24) 軽減に努めます 

 

 

 

 

 

 

 

H24 主な取組の実施状況 (抜粋) 
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≪東京湾北部地震による被害死者数、直接被害額≫ 

自主防災組織活動カバー率向上、東日本大震災を

教訓とした訓練・啓発の実施、緊急輸送道路等の

社会資本整備が進んだことにより、万が一地震が

発生した場合であっても、発災時の被害は減少す

るものと考えられます。 
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平成 18 年から火災による死者数は微増傾向にありましたが、これは火災に

よる死傷者の約 65%が 65 歳以上の高齢者であることが一因であると考えら

れます。一方で、死傷者はその発生場所や状況により大きく変動する可能性

もあります。いずれにしても、死者数を減少させるために義務化された住宅

用火災報知器の普及促進に加え、消防指令業務共同指令センターの設置運営な

ど消防体制の充実強化に努めてまいります。 

 

 

 （H24 施策の総括：進展が図られています） 

当初予算額  主な取組の目標達成状況 

28,169,916 千円 目標を達成 ７ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

27,527,412 千円 目標に届かず ― 

 

 
 

主な取組 １ 防災連携体制の確立 

【概 要】 
・市町村や消防等防災関係機関、民間企業等と連携し、九

都県市合同防災訓練、九都県市合同防災図上訓練等を実

施しました。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、帰宅

困難者対策訓練や津波避難訓練等を実施しました。 
【総括・成果・課題】 
・定期的な防災訓練の実施を通じて、防災機関の連携体制

を強化し、災害時における避難、救出などの活動能力の

向上を図りました。 
・帰宅困難者対策訓練や津波避難訓練などで明らかになっ

た情報伝達手段等の問題点に対処していく必要がありま

す。 
【今後の取組方針】 
・県民の防災意識の高揚と防災行動力の向上、防災関係機

関の連携協力体制の向上を目的とし、九都県市合同防災

訓練や帰宅困難者対策訓練及び津波避難訓練を実施する

予定です。 
 

主な取組 ２ 地域防災力の向上 

【概 要】 
・高校生等防災教育基礎講座を県内の高等学校 8 校及び特別支

援学校 2 校の併せて 10 校において開催し、防災教育の充実を

図りました。 
・自主防災組織の防災用資機材等の補助を行い、自主防災組織

の設置を促進しました。 
【総括・成果・課題】 
・自主防災組織の設置促進に係る防災用資機材の整備等の補助

により、自主防災組織活動カバー率は、H24 において 58.2%と

いう状況です。 
・今後も自主防災組織の活動促進に努めていく必要があります。 
【今後の取組方針】 
・各種講座、研修会を開催、ホームページなど県の広報媒体を

積極的に活用することにより、県民の防災意識の高揚を図り

ます。 
・自主防災組織の設置促進と組織の活性化を図るため、市町村

と連携し、自主防災組織への補助制度の活用と災害対策コー

ディネーターの養成に努め、地域防災力の向上を図ります。 

Ｈ２４の概況  

 

【各年度の施策の達成状況】 

22 年度 23 年度 24 年度 

進展が図られています 進展が図られています 進展が図られています 

【総 括】 
・緊急輸送道路などの橋りょうの耐震化や急傾斜地崩壊危険箇所の解消、県立学校の耐震化など、災害に備え

た社会資本の整備が順調に進みました。 

・また、東日本大震災の教訓を踏まえ、千葉県地域防災計画の修正、帰宅困難者対策訓練や津波避難訓練等を

実施しました。 

・これらの取組により、各年度の施策の総括は 3 年とも「進展」が図られており、計画期間を通じて災害に強

い県づくりが推進できたと考えられます。 

・一方、国では今後 30 年の間に千葉県を含む南関東地域において、大規模な地震が 70％程度の確率で発生す

ると予測していることから、見込まれる大規模地震に備え、津波や石油コンビナートの大規模な火災など

様々な事象に対応し、社会資本の整備や耐震化など被害を減少させる取組を進めていく必要があるととも

に、東日本大震災からの一刻も早い復旧・復興により、だれもが安心して暮らせる災害に強い県づくりを進

めていく必要があります。 

・また、地震・津波などの大規模災害に対しては、「自分の命は、自分で守る」自助、「自分たちのまちは、自

分たちで守る」共助、「県や市町村、消防など」公助が一体となって防災に取り組むことが必要であり、今

後も、（仮称）防災基本条例の制定、防災教育の推進、自主防災組織の育成強化等に取り組み、地域防災力

の向上を図ります。 

・さらに、耐震化や災害時の道路ネットワーク強化など災害に強い社会資本の整備をすすめるとともに、東日

本大震災からの復旧への取組を継続的に実施し、全ての世代の安全・安心の確保、県経済の再生・発展、多

様な災害に備えたまちづくりなど体系的な施策展開を進めることが重要です。 

３年間の総括（Ｈ２２～Ｈ２４） 

施策を構成する８つの取組全て目標を達成又は概ね達成したことか

ら施策全体の進展が図られています。防災機関の連携体制を確立

し、災害時における避難、救出などの活動能力の向上が図られたほ

か、災害に備えた社会資本整備が順調に進みました。今後とも東日

本大震災の教訓を踏まえ、自助・共助・公助が一体となった、さらな

る取組が重要であると考えます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策】Ⅲ－１－④ 魅力満載「千葉の観光」 

●施策の目標：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。  

（主な取組） １ 何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり ２ 観光を支える人づくり ３ 観光地千葉の知名度向上 ４ 国際的観光地としての地位の確立 ５ 移住・定住の促進 

●社会目標  
【観光入込客数】                           【宿泊客数】 

現状値（H20）：1億 4,793 万人 ⇒目標(H24):1 億 6,000 万人       現状値(20 年)：1,630 万人 ⇒目標(H24)：2,000 万人 
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平成 22 年までは順調に増加していましたが、東日本大震

災等の影響により、平成 23 年には大きく落ち込みました。

平成 24 年の実績値は現在集計中ですが、平成 25 年のＧＷ

中の主要観光施設の観光入込客数が地域により差異はあ

るものの、震災前の水準にほぼ回復するなど、全体として

は回復傾向にあると見込まれます。 
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景気低迷などによる旅行関連支出額の減少傾向などの影響もあり、平成

18 年からほぼ横ばいの状況となっています。特に東日本大震災の影響に

より、平成 23 年は大きく落ち込みました。平成 24 年の実績値は現在集

計中ですが、平成 25 年のＧＷ中の主要宿泊施設の宿泊客数が震災前の水

準を上回るなど、回復傾向にあると見込まれます。 

 

 （H24 施策の総括：進展が図られています） 

当初予算額 主な取組 

530,243 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

414,114 千円 目標に届かず － 

 

 
 

主な取組  

「１ 何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり」 

【概 要】 
・観光資源の磨き上げや有機的な連携に努め、市町村等が実

施するトイレや駐車場などの観光関連施設の整備に対し

助成を行い、何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくり

を推進しました。 

・また、宿泊客の確保、滞在の長時間化を図るため、市町村・

団体（市町村が構成員である団体）が行う宿泊・滞在型観

光推進の取組に対して助成を行いました。 

【総括・成果・課題】 
・「観光地魅力アップ緊急整備事業整備箇所数」及び「宿泊・

滞在型観光推進事業による支援市町村数」が順調に推移し

ており、目標を達成したと判断されます。 
・しかしながら、観光農園のトイレなど、民間事業者が設置

する観光公衆トイレは、当初の予定を下回る整備状況でし

た。これは、東日本大震災後の影響による民間事業者にお

ける厳しい経営状況等が制約要因になったものと思われ

ます。 
【今後の取組方針】 
・魅力ある観光地づくりの推進に向け、特に民間事業者によ

る観光公衆トイレの整備を進めるため、民間事業者の経営

状況等を注視しながら助成制度の周知に力を入れていく

ことで制度の活用を図ります。 

主な取組  

「３ 観光地千葉の知名度向上」 

【概 要】 
・夏、秋、早春の季節に応じた観光キャンペーンを軸に、  

年間を通じ、マスメディアや交通広告等を効果的に活用し

て積極的なプロモーション活動に取り組みました。 
・また、平成２４年４月に木更津アウトレットパーク内に 

オープンした観光情報館「チーバくんプラザ」を活用した

情報発信に取り組み、県内各地への誘客にも努めました。 
【総括・成果・課題】 
・東日本大震災等の影響から観光入込客が大きく落ち込み、

厳しい状況にある県内観光の回復に向けて、知事を先頭と

した都内でのイベント開催をはじめ、ラジオ放送や列車内

モニター、映画館でのＣＭ放映、ロンドンバスやチーバく

んのラッピングトレインの運行など新たな情報発信手法

を取り入れ、積極的なプロモーションを実施して、千葉県

観光への関心を高めることができました。 
【今後の取組方針】 
・年間発着枠３０万回化が合意された成田空港をめぐる動き

や圏央道東金～木更津間の開通、酒々井プレミアム・アウ

トレットのオープンなど、誘客に有利な外的要因を最大限

活用しながら、東日本大震災からの県内観光の本格的な回

復に向け、積極的なプロモーションを展開します。 

Ｈ２４の概況 
 

【各年度の施策の達成状況】 

22 年度 23 年度 24 年 

概ね進展が図られています 概ね進展が図られています 進展が図られています 

 
【総 括】 
・観光入込客数は、知事のトップセールスをはじめとした観光ちば全国発信事業などの観光プロモー

ションや観光トイレや案内板等の整備を進めた観光地魅力アップ整備事業などの成果により、平成 

22 年までは順調に推移してきましたが、東日本大震災による風評被害等により平成 23 年には大き

く落ち込んでしまいました。 

・宿泊客数については、全国的に見ても国民１人当たりの国内宿泊観光旅行の回数が平成 17 年の 1.78

回から平成 23 年には 1.37 回に落ち込み、国民一人当たりの宿泊数も平成 17 年の 2.92 泊から平成

23 年には 2.17 泊に落ち込んでいるように、国内宿泊観光旅行市場全体が厳しい状況となっていま

す。県では、宿泊・滞在型推進事業を通じて、地域の創意工夫による宿泊や滞在時間の長時間化に

つながる取組を進めてきましたが、本県においても伸び悩んでおり、厳しい状況となっています。 

・今後は、本県観光の大半を占める首都圏からの観光客や急増するシニア層を意識し、観光関連施設

の整備促進や地域が主体となった観光資源の磨き上げを進めるなど、ハード、ソフトの両面から  

何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくりに取り組みます。 

・また、震災等により観光産業は大きな打撃を受け、廃業に追い込まれた事業者も見受けられました。

こうした社会情勢や災害などに左右されない競争力のある観光産業の創出に向け、人材育成や経営

基盤の強化に対する支援にも取り組みます。 

・さらに、東京湾アクアライン料金引下げ社会実験や圏央道延伸等の機会を活用した戦略的・効果的

な国内観光プロモーションを展開するとともに、日本の表玄関である成田空港の発着枠 30万回化に

向けた訪日外国人の増加を踏まえ、東アジア、東南アジアを重点市場として本県への積極的な誘客

を図っていきます。 

３年間の総括（Ｈ２２～Ｈ２４） 

・施策を構成する５つの取組のうち、４つの取り組みについて目標を達成

したことから施策全体の進展が図られています。 

・政策の実現に向けて、観光地のハード、ソフト両面における支援や 

人材育成、千葉の魅力のＰＲ等を通じ、震災後の観光入込客数及び宿

泊客数の回復に寄与していると思われます。 

観光入込客数、宿泊客数ともに目標には達しない見込みですが、今後は、東京湾アクアラインと繋がる圏央道の延伸や LCC や国内線の新規就航・増便などが期待されている成田国際空港の機能拡充   

などを活用しながら、戦略的に国内外からの観光誘客に取り組んでいきます。 

資料５ 


