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第２章 千葉県が目指す姿（基本構想編） 

 

第１節 時代背景と課題  

急激に変化する社会・経済情勢の中で、千葉県が将来目指す姿と、それを実現する

ための政策の基本方向を定めるためには、時代背景と課題を的確に把握する必要があ

ります。 

このため、県勢の基盤となる人口の視点から「人口減少・少子高齢化」、防災・危

機管理の視点から「大規模災害等を見据えた防災・危機管理」、県民の生活を支える

経済などの視点から「経済・社会のグローバル化」、県民のくらしの視点から「安全・

安心・治安」、地球環境問題や本県の豊かな自然の保全などの視点から「環境保全・

持続可能性」、生活や働き方の視点から「価値観やライフスタイルの多様化」、急速に

進むＩＣＴへの対応の視点から「ＩＣＴ（情報通信技術）の進展」、本県の発展の基

盤となる広域道路網の視点から「広域道路ネットワークの形成」、2020 年東京オリン

ピック・パラリンピックの大会の成功と開催効果の全県への波及の視点から「2020

年東京オリンピック・パラリンピック開催」、地方分権の進展の視点から「地方財政・

地方分権」の 10 項目を、計画上、把握すべき重要な視点として整理・選択し、取り

組むべき主要課題を明らかにしました。 

 

（１）人口減少・少子高齢化 

①千葉県の将来人口推計 

○ 我が国の将来人口は、国立社会保障･人口問題研究所（以下「社人研」という。）

による人口推計によると、平成 27 年（2015 年）から平成 77 年（2065 年）まで

の 50 年間で 7割程度まで減少する見込みです。 

○ 平成 29 年度に県が行った将来人口推計（5年ごとの推計）では、平成 27 年（2015

年）に 622 万 3 千人であった千葉県の人口は、5 年後の平成 32 年（2020 年）に

は 624 万 7 千人まで増加しますが、その後は、これまでの増加傾向から減少傾向

に転じ、平成 37 年（2025 年）には 621 万 1 千人、平成 42 年（2030 年）には 611

万 6 千人まで減少することが予想されています（各年 10 月 1 日時点の中位推計

による。以下同じ。）。 

○ 本県の人口は、大正 9年（1920 年）の国勢調査開始以来、増加を続けてきまし

た。しかし、1 年ごとの動向に注目すると、東日本大震災などの影響により、平

成 22 年（2010 年）から平成 26 年（2014 年）までの間に、約 2 万 3 千人が減少

しました。平成 26 年（2014 年）には増加に転じたところです（各年 10 月 1 日時

点の比較）が、日本全体の人口は減少傾向にあることから本県の人口も中長期的

には減少することが見込まれています。 

○ 今後は、人口減少に適切に対応して、それぞれの施策を展開し、充実した少子

化対策や、魅力ある地域づくりなどに取り組むことが必要です。 

○ また、本県の高齢者人口の割合（65 歳以上の人口の割合）は、平成 27 年（2015
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年）の 25.9％から平成 32 年（2020 年）には 28.6％、平成 37 年（2025 年）には

30.0％、平成 42 年（2030 年）には 31.5％へと、急速に高まっていくことが予想

されます。 

  一方で、本県の生産年齢人口の割合（15 歳以上 64 歳以下の人口の割合）は、

平成 27 年（2015 年）の 61.8％から平成 32 年（2020 年）には 59.7％、平成 37

年（2025 年）には 58.9％、平成 42 年（2030 年）には 57.7％へと減少すること

が予想されます。 

 

②人口減少に伴う需要・供給構造の変化への対応 

○ 本県でも、中長期的には人口減少が見込まれるため、消費者の絶対数が減り、

生産者としての労働力も減少するおそれがあることから、需要と供給の両面での

規模の縮小や、経済活動の停滞が懸念されています。その一方で、高齢者を対象

とした産業分野などでは、国内需要の伸びも期待されます。 

○ 今後も、人口の急激な減少に歯止めをかけるよう、魅力ある雇用の場の創出や

安心して子どもを産み育てられる環境の整備などに取り組むとともに、高齢者の

知識や技能・経験を生かした雇用の創出や、男性も女性もその人の意欲・能力を

生かし働き続けられる環境づくりなどの対応などが求められます。 

○ また、社会や経済の成熟化に伴い、量よりも質や差別化へと、消費に対する考

え方が変化しており、より付加価値の高い製品･サービスへの転換及び新しい産

業の創造・育成が必要となります。 

 

③高齢化等による医療・福祉ニーズの増大 

○ 本県では団塊世代が後期高齢者となる平成 37 年（2025 年）には、約 3.3 人に

一人が高齢者となる見込みであり、75 歳以上の人口も 100 万人を超えることが

予想されています。 

○ 今後高齢化の進展に伴い、医療・福祉ニーズの急増が見込まれることから、医

療・福祉サービスを支える人材を確保することが必要です。  

○ さらに県民が地域において安心で質の高い医療サービスが受けられる体制 

の整備や、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせる

よう、地域包括ケアシステムの構築の推進も重要です。 

○ 併せて健康で生き生きとした個性豊かな高齢者のくらしを実現することがで

きるよう、生きがいづくりなどの生涯現役社会の実現に向けた環境整備等が必要

です。 

○ また、少子高齢化が進む中で、家族内での支え合いの低下や地域でのつながり

の希薄化が指摘されており、地域コミュニティの再生や地域における新たな支え

合いの確立等を図ることで、安心して暮らせる地域社会づくりを進めていく必要

があります。 

 

④未来を担う子どもの育成 

○ 厚生労働省によれば、平成 27 年（2015 年）の本県の合計特殊出生率は 1.38
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で、過去最低であった平成 15 年（2003 年）以降、わずかながら増加傾向にあるも

のの、全国の中では下位に位置しています。 

○ 少子化傾向に歯止めをかけ、千葉の未来を担う子どもたちを育成するためには、

子どもの成長に応じて変わる子育て支援のニーズに対応し、大きな負担なく子ど

もを生み、育てることができる環境づくりを進めていく必要があります。 

○ 少子化や核家族化といった子どもを取り巻く環境が変化してきたことに伴い、

地域における子ども同士、子どもと地域住民との交流の場が少なくなっており、

子どもたちが様々な体験や活動を通じて規範意識やコミュニケーション能力を

身に付ける機会も少なくなっています。 

○ 健やかで知・徳・体のバランスのとれた子どもたちを育てていくために、学校

教育における教職員の資質・能力の向上はもとより、地域と学校が連携・協働し

て、地域全体で子どもたちの成長を支えていくことが必要となっています。 

○ こうしたことから、千葉県の将来を担う子どもたちが心身ともに健やかに育ち、

豊かな心と確かな学力を身に付けられるよう、学校、家庭及び地域住民・企業・

団体関係者等が連携して教育に取り組む体制づくりを進め、それぞれの役割を果

たしていくことが必要です。 

 

⑤人口減少社会に対応した地域づくり 

○ 人口減少及び少子高齢化の進展は、自治体の行政基盤の弱体化、大量消費から

質を重視した生活への人々のライフスタイルの変化などを引き起こしています。

このため、地域コミュニティの活力がより高まるよう、その在り方を見直してい

くことが必要となります。 

○ 今後の人口及び高齢化の推移の状況は、地域ごとに異なることから、それぞれ

の地域が、実情にあった施策を選択し、取組を進める必要があります。 

○ また、高齢者の知識・経験を生かし、地域づくり・経済活動の担い手として生

き生きと活躍できる環境を整備することも必要です。 

○ さらに、本県は、東京都に隣接し、交通利便性が高く、豊かな自然環境に恵ま

れていることから、より多くの人に移り住んでいただけるよう、県の優位性を積

極的にアピールしていく必要があります。 

○ 以上のような状況を踏まえ、新しいライフスタイルに対応した「魅力ある地域

づくり」を進めるためには、それぞれの地域が特性を生かして、県民・市民活動

団体・企業・大学・市町村など、多様な主体が力を合わせていくことが必要です。 

 

（２）大規模災害等を見据えた防災・危機管理 

①大規模地震に備えた防災対策の推進 

○ 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、マグニチュード 9.0 という観

測史上最大の地震であり、未曾有
み ぞ う

の被害をもたらしました。また、平成 28 年 4

月 14 日以降に発生した平成 28 年熊本地震において、自治体支援の体制、避難所

の運営の在り方など、多くの課題が浮き彫りになりました。 
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○ 今後、発生が懸念される首都直下地震をはじめとした災害の発生を防ぐことは

不可能であるという認識の下、「減災」の視点に立ち、災害に強い社会資本の整

備や耐震化などを進め、たとえ被災したとしても人命、県民の財産が失われない

よう災害発生時の被害を最小化することが必要です。 

○ さらに、自助・共助・公助という考えの下、県・市町村・企業・県民・地域な

ど各主体がそれぞれの役割を果たしつつ連携を図って、県内全域の防災力を向上

させることが必要です。 

 

② 危機管理対策の推進 

○ 本県は、海外からの人や物の国内への入口となる成田空港や千葉港などの諸外

国との直接的な玄関口を抱えています。また、全国有数の石油コンビナートを有

しており、感染症やテロ、大規模災害などをはじめとする県民の安全を脅かす緊

急事態に対する危機管理体制、その中でも特に一刻も早い初動対応が必要です。 

○ このような緊急事態や大規模災害の発生に対応するため、国や市町村だけでな

く、警察・病院など関係機関との連携を強化するとともに、職員一人ひとりの危

機管理能力の向上を図り、迅速かつ適切に対応できる危機管理体制を構築してお

く必要があります。 

 

（３）経済・社会のグローバル化 

①各産業における世界規模での競争の激化 

○ 我が国の経済は、グローバル化の進展による世界規模での競争の激化、生産拠

点の海外へのシフトや国内事業所の再編・統合といった様々な変化に直面してい

ます。 

○ また、新興国の急速な経済発展などにより様々な産業分野が激しい価格競争に

さらされる中で、本県の企業は中小企業も含め、その強みや独自性が何かを改め

て問い直し、国際的な競争力を維持・充実させていかなければなりません。 

○ 特に、本県経済をけん引する京葉臨海コンビナートは、国際競争の激化など厳

しい事業環境にさらされており、競争力強化に向けた設備投資をしやすい環境づ

くりが必要です。 

○ さらに、企業が国や地域を自由に選択する時代の中で、県としても、戦略的な

企業誘致や既存産業の高度化を進め、産業集積を促進していくことが必要です。 

○ こうした経済のグローバル化の中で、県内企業の海外市場との取引を視野に入

れた支援も必要となってきています。 

○ 一方、農林水産業は、低価格な野菜や肉などの輸入農林水産物の増加や、魚価

の低迷、漁船・施設園芸用の燃油や家畜用の穀物飼料の国際取引価格の不安定さ

もあいまって、県内の農家、漁家の経営も厳しさを増しており、担い手の減少や

高齢化など、生産基盤の弱体化が進んでいます。 

○ このため、本県農林水産物の自給力・国際競争力の強化と地域経済活性化に向

け、農林水産業と商工業などの各産業の連携による新たな展開を図るとともに、

担い手への農地の集積や高収益型園芸農業の推進や農林水産物の輸出などを進
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めていくことが必要です。 

 

②研究開発型企業や新たなビジネスモデルによる事業展開 

○ 就業構造の変化や、経済のグローバル化が進む中で、県内経済の持続的な発展

に向け、新技術の導入や、新たな価値を創造していくイノベーションの重要性が

高まっています。 

○ こうした状況に対応するには、県内企業が研究開発能力を高めながら、技術力

を向上させ、また、新しいビジネスモデルを開発して、付加価値の高い企業へ転

換を図っていくことが必要です。 

○ 県内には、東京大学、千葉大学をはじめとする大学・研究機関や、東葛テクノ

プラザ、東大柏ベンチャープラザ、かずさインキュベーションセンターなどのイ

ンキュベーション施設（起業家育成施設）があります。これらを活用することに

よって、幅広い分野の産学官連携を促していくことが必要です。 

○ さらに、こうした連携を進めることにより、県内各地で新たな事業への取組が

進んだり、新しい産業分野が生み出されたりすることが期待されています。 

○ また、地域の特性を生かした新たな事業の創出に向けて、地域資源を活用した

ブランド化の推進など、農林水産業と商工業が連携して進めていく必要がありま

す。 

 

③成田空港の機能拡充 

○ 成田空港は、平成 27 年 3 月の第 3 旅客ターミナルビル完成により、国・成田

国際空港株式会社・県及び周辺自治体の四者（以下、「四者」という。）で平成

22 年に合意した年間発着枠 30 万回化に対応する施設整備が完了しました。 

○ 平成 28 年度には、航空機発着回数が 24．6 万回と 5年連続で最高値を更新し、

旅客数も約 3,962 万人と過去最高を記録しています。また、近年、大幅な伸びを

見せている訪日外国人旅行者数は、平成 28 年に過去最大の 2,403 万人に達し、

さらに、国では平成 32 年までにこれを 4,000 万人とする目標を掲げていること

から、成田空港の航空機発着回数及び旅客数は引き続き増加が見込まれています。 

○ こうした中、今後も増大が見込まれる首都圏の旺盛
おうせい

な航空需要に対応するため、

平成 27 年 9 月から、四者の間で、第 3 滑走路の整備などを含む成田空港の更な

る機能強化の検討が進められています。 

○ この検討を更に進めるに当たっては、成田空港の波及効果を周辺地域が享受で

きる社会基盤整備及び広域的な地域づくりの検討を併せて進めていく必要があ

ります。 

○ 一方で、成田空港の波及効果を本県全体へと広げていき、ますます活発化する

人・物・財の流れを本県の経済活性化につなげていく取組も必要です。 

○ さらに、我が国の国際競争力の強化のためにも、成田空港と東京国際空港（以

下「羽田空港」という。）の一体的活用を推進するとともに、成田空港と都心・羽

田空港、首都圏各地や県内各地との交通アクセスを改善することが必要です。 
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④多文化共生社会の実現 

 ○ 本県に住む外国人数は、平成 28 年末現在で約 13 万人であり、この 10 年間で 3

割近くも増加し、県民の 50 人に 1人が外国人という状況にあります。 

○ 経済・社会のグローバル化の進展により、多国籍化や定住化も進むとともに、

本県で学び、働く外国人も増加しており、異なる文化や価値観を相互に理解し、

尊重しあいながら、共に生きていく社会を実現していくことが求められています。 

○ 本県が活力ある地域社会を維持・発展させていくためには、地域社会の構成員

として外国人県民の社会参加を進め、誰もが暮らしやすいと感じる地域づくりを

目指していく必要があります。 

 

（４）安全・安心・治安 

①くらしの安全・安心の確立 

○ 県政に関する世論調査では、くらしの安全・安心を確立するための要望が上位

を占めています。 

○ 犯罪情勢には一定の改善が見られるものの、子ども・女性・高齢者を対象とし

た犯罪や交通事故の発生が後を絶たないなど、県民の安全・安心なくらしが脅か

されています。 

○ 県民が元気で不安なく暮らしていくことができる安全・安心の確立された千葉

県づくりが必要です。 

 

②防犯対策の推進 

○ 本県の平成 28 年の刑法犯認知件数は、57,277 件と 14 年連続して減少していま

すが、依然として全国ワースト上位であるなど、犯罪情勢は予断を許さない状況

です。 

○ このため、県・市町村・県民・地域などが連携し、犯罪が起こりにくいまちづ

くりを推進する必要があります。 

○ 効果的に犯罪を抑止するためには、地域防犯力をアップさせることや、悪質・

巧妙化する犯罪を見逃さず、逮捕・検挙することが必要となります。 

〇 また、世界各地でテロが発生している状況から、官民が連携したテロの未然防

止対策を推進して県民の安全を確保する必要があります。 

 

③交通安全対策の推進 

○ 本県の平成 28 年の交通事故死者数は、県民と関係機関・団体が一体となって

取り組んだ結果、185 人とピーク時の約 4分の 1にまで減少しました。 

○ しかしながら、全国的にみるとワースト 2位に位置するなど、依然として交通

死亡事故多発県となってます。 

○ 特に交通事故死者数に占める高齢者の割合は、半数を超え、増加傾向にあります。  

○ また、交通事故全体に占める自転車事故の割合は約 2割であり、最近では、自

転車が歩行者等と衝突し、加害者になる重大事故も発生しています。 
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○ これらの対策として、県民一人ひとりが交通安全への意識を高められるように

啓発活動を実施するほか、交通安全教育の充実に取り組んでいく必要があります。

また、交差点改良や自転車通行環境の整備など、交通事故が起こりにくい環境を

整備していくことが必要です。 

○ さらに、高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づくりを推進する必要があり

ます。 

 

④消費者の安全・安心の確保 

○ 食材の産地表示の偽装や異物混入などにより、消費者の食の安全・安心に対す 

る関心は高まっており、食品に対する徹底した監視指導及び検査を徹底して行う

必要があります。 

○ また、未公開株などへの投資を募る利殖勧誘事犯や必要のない布団等を売りつ

けて高額な代金を請求する特定商取引等事犯などが発生しています。 

○ 依然として消費者トラブルが後を絶たない中、消費者が商品やサービスを適

切・合理的に選択できる能力を身に付けるための教育の推進や相談窓口の整備、

悪質事業者の取締りの強化などに取り組むことが必要です。さらに、事業者や事

業者団体自らも消費者の視点に立った経営に取り組むことが求められています。 

 

⑤医療・福祉対策の推進 

○ 県立病院では、医療を取り巻く環境変化に対応し、最新の医療機器の導入を図

りながら、がん医療、循環器医療、救急医療などの高度で専門的な医療に取り組

んできました。 

○ 今後、高齢化の急速な進展に伴い、特にがんや脳卒中、成人肺炎等の高齢期に

発症することの多い疾病を持つ患者や、複数の疾患を抱える患者の大幅な増加が

見込まれます。 

○ こうした疾病構造の変化に対応していくためには、将来的に不足することが見

込まれる医療機能を担う病床の増床や機能転換を促進するとともに、医療機関の

役割分担や連携を一層推進する必要があります。 

○ 併せて、誰もがどこでも安心して医療が受けられるよう、地域特性に応じた医

療提供体制の実現に向けて取り組み、小児医療や周産期医療、救急医療等、地域

により偏在のみられる診療科については、地域医療の格差解消に努める必要があ

ります。 

○ また、県民の多くが、住み慣れた自宅や地域で最期を迎えることを望んでおり、

今後、在宅医療需要の急増が見込まれる中、本県では人口当たりで訪問診療を実

施する医療機関数や訪問看護ステーション数等が他県に比べて少なく、在宅医療

を支える医療資源が不足していることから、在宅医療の提供体制の整備と、在宅

医療・介護の連携の推進が必要となります。 

○ さらに、本県では急速な高齢化の進展に伴い、介護や支援を必要とする高齢者

が急増することが見込まれていますが、特別養護老人ホームでは待機者が 1万人

を超えるなどの介護サービスの基盤整備が大幅に遅れています。 
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○ このため、在宅でも施設でも介護サービスが適切に提供されるよう、総合的な

体制を整備するとともに、高齢者が要介護状態にならないよう介護予防事業の充

実を図るなど、「元気な高齢者」を増やすための対策に取り組む必要があります。 

〇 また、障害のある人は、今後も増加する見込みであり、その障害特性も多様化

しています。障害のある人がその人らしく暮らせる社会を構築するためには、ラ

イフステージに合った障害福祉サービスの充実や障害のある人に対する理解の

促進を図ることが必要です。 

 

⑥健康づくりの推進 

○ 本県の死因の第 1位はがんで、全体の約 3割を占めており、これに循環器疾患

（心疾患及び脳血管疾患）による死亡を加えると、5 割を超える方が生活習慣病

で亡くなられています。 

○ 生活習慣病は、40 歳代から増えはじめ、50 歳代で急激に増える傾向にあり、

今後さらなる高齢化の進展に伴い患者数の増大が見込まれます。 

○ 県民が乳幼児から高齢者までそれぞれのライフステージに応じて心身機能を

維持・向上させ、生活習慣病の予防と重症化を防止することが重要であり、その

ためには、県、市町村、学校、医療・介護関係団体、企業などの連携・協力が必

要です。 

 

（５）環境保全・持続可能性 

①地球温暖化に対する取組 

○ 地球の平均気温は、上昇し続けており、干ばつや海面上昇による被害の深刻化

など、地球温暖化の影響が既に現れ始めています。今後、更に気温が上昇した場

合は、大規模な水不足や食料不足が各地で発生し、また、気候システムが地球規

模で大幅に変化することが予測されています。 

○ 地球温暖化の問題に全世界の人々が一丸となって対応していくため、世界の全

ての国と地域が参加し、「パリ協定」が 2016 年 11 月に発効しました。 

○ 国では「2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 26％削減する」という

目標を掲げています。目標達成のためには、再生可能エネルギーの導入や、省エ

ネルギーの促進など、県民、企業、行政など全ての主体が一体となって地球温暖

化対策に取り組んでいかなければなりません。 

 

②循環型社会の構築 

○ 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から循環型社会への転換に向けた取組

は、３Ｒの推進や個別リサイクル法の整備等により、一般廃棄物の排出量の減少

など、一定の成果が見られています。 

○ 本県の平成 26 年度の一般廃棄物の「ごみ」のリサイクル率は、22.8％と全国

平均（20.6％）を上回っています。一方、県民一人 1日当たりの家庭系ごみの排

出量は 529 グラムと、全国平均（521 グラム）とほぼ同様の水準となっており、

依然として多くの「ごみ」が排出されています。 
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○ 平成 26 年度の産業廃棄物の排出量は、2,112 万トンと多いものの、減量化

（43.9％）や再生利用（54.4％）により、最終処分量は 28.7 万トン（1.4％）と

なっています。今後、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに関係するイ

ンフラ整備や高度経済成長期の建造物の建て替えなどにより排出量の増加が予

想されています。 

○ 持続可能な循環型社会を構築するためには、廃棄物を貴重な資源やエネルギー

源として一層有効活用して、枯渇が懸念される天然資源の消費を抑制していかな

ければなりません。 

○ 特に、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）の「２Ｒ」を一層推進す

ることが重要です。 

○ 公共の建築物や土木構造物については、予防的な修繕により延命化を図るとともに、

これらの工事により大量に発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの

建設廃棄物の再資源化や縮減を推進していく必要があります。 

 

③産業廃棄物の不法投棄の防止 

○ 産業廃棄物の不法投棄は、土壌・水質汚染など、環境に深刻な影響を及ぼしま

す。 

○ 平成 27 年度の本県の産業廃棄物の不法投棄量は、ピーク時（平成 11 年度）の

約 160 分の 1まで減少しましたが、依然、小規模でゲリラ的な不法投棄は後を絶

ちません。また、今後は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに関係す

るインフラ整備や高度経済成長期の建造物の建て替えなどによる廃棄物の排出

量の増加に伴い、不法投棄の増加が懸念されています。 

○ このため、県民・事業者・市町村などとの連携を更に強め、不法投棄を根絶し

なくてはなりません。 

 

④良好な大気･水環境の保全 

○ 高度経済成長期に工場が集中して造られたことなどに伴って、大気汚染や水質

汚濁が進み、大きな社会問題となりましたが、県民・事業者の取組や首都圏の各

都県などとの連携した取組などにより、現在は改善の傾向にあります。 

○ しかし、光化学スモッグ注意報の過去 10 年間の平均発令回数は、11.8 日と依

然多い状況にあるとともに、大気中に浮遊する微小粒子状物質（ＰＭ2.5）への

対応など新たな課題も生じています。 

○ また、水質の環境基準達成率（ＢＯＤ、ＣＯＤ）は、平成 27 年度の測定結果

で 74.1％と全国の環境基準達成率 91.1％を下回っています。特に、印旛沼・手

賀沼などの湖沼で、環境基準が依然として達成されておらず、東京湾では、赤潮・

青潮が引き続き発生している状況です。 

○ きれいな空気と水に囲まれた千葉県の実現を目指し、事業者とともに、県民一

人ひとりが、より一層環境にやさしい取組を学び、実践していく必要があります。 
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⑤豊かな自然環境の保全 

○ 緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、様々な動植物が

生息・生育する里山・里海など、本県の豊かで多様な自然環境は、生活の基盤と

して、また憩いの場として、県民のみならず、本県を訪れる多くの人たちに潤い

と豊かさを与えてくれています。 

○ 近年では手入れされない里山や耕作放棄された農地が県内で増加しており、身

近に見られた生き物が減少するとともに、雨水を一時的に貯め込み地下に浸透さ

せる洪水防止機能や水源かん養機能等が低下するなど、私たちの生活にも影響を

及ぼしています。 

○ 地球温暖化が進むことにより、生物多様性の劣化や生態系の破壊のリスクが高

まると予測されています。 

○ 本県の豊かな自然環境を、県民・企業・行政など様々な主体の取組により、次

世代の子どもたちに引き継いでいかなくてはなりません。 

 

⑥野生生物の保護と管理 

○ 都市化の進展や地球温暖化の進行などにより、絶滅が危惧される野生生物種の

数が増えています。 

○ 一方、人間の手によって県内に持ち込まれたアカゲザル、カミツキガメ、キョ

ンなどの外来生物が、自然環境に適応して増加しており、生態系や生活環境に悪

影響を与えています。 

○ また、捕獲の担い手の減少や耕作地の放棄等により、イノシシ、ニホンジカ、

ニホンザルなど野生鳥獣の生息数が増加するとともにその生息域が拡大してい

るため、農作物等の被害が深刻化し、生活被害も発生しています。 

○ このため、野生生物の保護と適正な管理を推進し、人と野生生物とが適切に共

存する環境づくりを推進する必要があります。 

 

（６）価値観やライフスタイルの多様化 

①女性・高齢者などの活躍や多様な働き方の促進 

○ 近年、高度経済成長期の社会・経済システムの崩壊や技術革新、グローバル化

の進展などにより、人々の価値観やライフスタイルの多様化が進んでいます。 

○ こうした中、個人のライフスタイルに大きな影響を与える「働き方」への意識

にも変化が見られ、近年、仕事と家庭の両立を希望する女性は増加傾向にありま

す。また、高齢者の 7割近くが、65 歳を超えても就業を希望しています。 

○ このため、今後は、多くのポテンシャルを秘めた女性や高齢者等が、自らの希

望に応じた多様な働き方を選択し、個性と能力を十分に生かしながら活躍できる

環境づくりを進めていく必要があります。 

 

②移住・定住の促進 

 ○ 本県は、豊かな自然に恵まれるとともに、都心へのアクセスの良さなどから、

移住・定住先としての人気があります。 
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○ 一都三県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）への人口流入の傾向が続いて

いますが、一方で、自然や地域との触れあいなどを求めた田園回帰の動きがみら

れるようになってきています。今後、在宅勤務等の場所を選ばない働き方の広が

りや、ワーク・ライフ・バランスを重視する意識の浸透などを背景に、自然の中

での伸び伸びとした子育てや、農作業・マリンスポーツといった趣味を満喫する

など移住することで実現できるライフスタイルを求める動きが拡大することが

見込まれています。 

○ 今後も、多くの方から本県が居住地として選ばれるよう、千葉の魅力と併せて、

居住地を選択する上で重要なしごとやくらしの情報を発信するとともに、本県に

居住することで実現できるライフスタイルを積極的にＰＲする必要があります。 

○ また、東京に近い県内の都市部には、東京都をはじめ県外に通勤・通学してい

る人が多く、千葉県民としての意識が希薄な人たちが多いと言われています。こ

のため、県全体として県民意識の醸成を図るため、県民の県内交流を促進し、千

葉の魅力を再発見し、県内に定着してもらうことも必要です。 

 

（７）ＩＣＴ（情報通信技術）の進展 

①ＩｏＴや人工知能などの戦略的活用 

〇 我が国は、ブロードバンドインフラの整備において既に世界最高水準に達して

おり、次の段階となる世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現に向け、ＩＴ・情報

資源の利活用により未来を創造する国家ビジョンとして、平成 25 年に「世界最

先端ＩＴ国家創造宣言」が策定されました。この宣言に基づき、行政情報システ

ムのクラウド化・統廃合化、オープンデータ化の取組といった安全・安心なデー

タ流通の促進、マイナンバー制度を活用した国民生活の利便性の向上等の様々な

施策が推進されています。 

〇 一方で、ＩｏＴによりあらゆるものがインターネットでつながり、それを通じ

て収集・蓄積される、いわゆるビッグデータが人工知能により分析され、その結

果とロボットや情報端末等を活用することで今まで想像できなかった商品やサ

ービスが世の中に登場する、そうした第 4次産業革命の波は、私たちが想像する

以上のスピードで押し寄せています。 

〇 こうした技術革新は、産業分野のみならず、工場の生産性の向上から、医療機

関における診察管理の高度化、社会インフラの効率的な管理などあらゆる分野に

大きなインパクトを与えることが予想されますが、ＩｏＴ等の進展には、担い手

となる人材の不足等の課題があり、その導入・活用等に対する企業などへの支援

が重要です。 

○  また、多くの県民が、行政におけるＩＣＴ利活用の成果を実感するに至って

いないことから、医療や介護、交通といった生活に身近な分野におけるＩＣＴ

やデータの利活用の促進、県民の利便性の向上に向けた子育て世代等を対象と

するマイナンバー制度の更なる活用、デジタル・ディバイド（情報格差）が生

じやすい高齢者や障害者といった方々のＩＣＴリテラシーの向上や使いやすい

ＩＣＴ機器の提供といった取組が求められています。 
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②ネット社会の信頼性の向上 

○ ＩＣＴへの依存度の更なる高まりに伴い、不正侵入、ウイルス攻撃、データ改

ざん、重要情報の窃取などサイバー攻撃の深刻度が増しています。 

○ また、スマートフォン等を狙ったマルウェアの増加、ＩｏＴシステムを狙った

サイバー攻撃など、新たなリスクも生じており、コンピュータウイルスの感染や

個人情報の流出などに対して不安を感じている利用者も少なくありません。 

○ こうした課題への対処や不安を解消し、ＩＣＴの利活用を推進するために、情

報活用能力の向上や情報流出・障害などのリスクに応じた情報セキュリティ対策

を充実していく必要があります。 

 

（８）広域道路ネットワークの形成 

①アクアライン・圏央道などによる交流基盤の整備 

○ 圏央道や東京外かく環状道路（以下「外環道」という）、北千葉道路等の本県

の広域的な幹線道路ネットワークは着実に進展してきています。特に、圏央道に

ついては、これまでに県内区間の約 8割が開通したことにより、沿線地域では観

光施設への入込客数の増加や工場・物流施設等の企業立地の進展など、経済に好

循環をもたらすストック効果が現れてきており、この効果を持続させていくには、

アクアラインの料金引下げの継続が不可欠です。 

○ 今後、残る圏央道の大栄・横芝間の開通により、アクアラインと一体となって、

成田・羽田両空港、さらには東日本と西日本を結ぶ新たな高速ネットワークが形

成されます。また、外環道県内区間の開通や北千葉道路の整備進展により、成田

空港と首都圏北部を最短で結ぶ新たなルートが形成され、首都圏における交流・

連携を強化し、国際競争力の強化や防災力の向上が期待されます。 

○ このため、圏央道の未開通区間の早期整備、暫定 2車線区間の 4車線化、北千

葉道路の早期全線開通に向けた西側区間の早期などを促進するとともに、これら

広域的な幹線道路ネットワークのストック効果を県内全域に波及させるため、幹

線道路と各地域をつなぐアクセス道路の整備が重要です。 

○ さらに、通勤・通学の利便性向上や交流人口の増加を図るため、効率的で利便

性・安全性の高い公共交通網としていくことが重要です。 

 

② 交流基盤を生かした地域活性化と魅力発信 

○ 県内各地域においては、交流軸としての道路整備の効果として、圏央道等の広

域的な幹線道路ネットワークから県内各地への人・モノの流れが活性化してきて

います。 

○ この効果を最大限に活用して、確実に地域振興につなげていくためには、それ

ぞれの地域の特性や強みを生かして、住んでいる人にも訪れる人にも愛着を持っ

てもらう地域づくりを進めるとともに、観光資源や農林水産物など地域の魅力の

一層の発信に取り組むことが不可欠です。 

○ アクアライン料金の引下げの継続や高速バス路線の充実等により本県への関
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心や利便性が高まり、県外から訪れる人々によって、地域で見過ごされていた魅

力が発見されたり、再評価される事例も少なくありません。 

○ そこで、こうして見出された新しい魅力を地域の人々が再認識し、更に磨きを

かけ、更なる千葉の魅力の向上につなげることが必要です。 

 

（９）2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催 

①2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を生かした地域活性化と魅力発信  

○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックでは、幕張メッセ及び一宮町釣ヶ

崎海岸において、オリンピック 4競技（フェンシング、サーフィン、テコンドー、

レスリング）、パラリンピック 4 競技（ゴールボール、シッティングバレーボー

ル、テコンドー、車いすフェンシング）が開催されます。 

○ 県内での競技開催は、本県の魅力や国際的な知名度を高めるとともに、将来を

担う人づくりや、地域の活性化、国際交流の推進等においても絶好のチャンスと

なるものです。 

〇 このため、大会の成功に向け企業・団体・大学・行政などがそれぞれ主体的か

つ連携しながら、「オール千葉」体制で、競技会場にふさわしい環境の整備やオ

リンピック・パラリンピックムーブメントの推進、観光の一層の振興を図るとと

もに、本県の有する様々な「宝」を一段と磨き上げ、子どもたちが夢や希望を持

てる魅力ある千葉県の姿を世界に向けて発信していくことが必要です。 

〇 さらに、こうした取組を一過性に終わらせることなく、次世代を担う子どもた

ちに光り輝く千葉を引き継げるよう、スポーツ・文化の振興に確実に結び付ける

とともに、大会の開催効果を県内全域に波及させて持続的な発展に繋げていくこ

とが重要です。 

 

（１０）地方財政・地方分権 

①厳しい財政状況 

○ 本県財政は、県税や地方交付税などの歳入の大幅な伸びが期待できない中、少

子高齢化の進展による社会保障費の増加など、今後も義務的経費が増加傾向にあ

ることに加え、老朽化が進む県有施設への対応が必要となるなど、厳しい財政状

況が続くことが見込まれます。 

○ このような厳しい財政状況にあっても、社会経済情勢の変化に的確に対応しな

がら、多様な県民ニーズを踏まえた施策を展開していくためには、持続可能な財

政構造を確立していく必要があります。 

○ このため、中長期的に安定的な財政運営を行うための「基金の積立・確保」や、

将来負担にも留意した「県債残高の適切な管理」など、財政健全化の取組を更に

進めていくことが必要となっています。 

 

②県の持続的発展を支える行政運営の推進 

 ○ 人口減少・少子化による人口構造の変化や高齢化の進展による社会保障費の更

なる増加など、県を取り巻く環境が変化する中、多様化する県民ニーズを的確に
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把握し、持続的な発展を支える行政運営を行うことが引き続き求められています。 

○ このため、職員の年齢構成等の変化を踏まえた業務執行体制の見直しや積極的

な人材育成による組織の生産性の向上、業務改善や働き方の見直し等による業務

効率の向上、県有資産の戦略的マネジメントの推進などによる、県庁全体のポテ

ンシャルの最大化が必要となっています。 

 

③地方分権の推進 

○ 地域が抱える課題は多様化・複雑化しており、課題を解決するためには、地域

の実情に応じた創意工夫が求められています。 

○ 課題解決に向けて地域が自らの取組を進めるためには、国から都道府県、都道

府県から市町村への権限移譲が一層進められることが必要です。 

○ 地方分権改革が真の改革となるように国に働きかけていくとともに、改革の実

行が、個性豊かで活力に満ちた社会の構築や、地域の実情に合わせた住民サービ

スの向上につながるものにしていく必要があります。 

 

④県民等との連携・協働 

○ 分権型社会の流れを受けて、地域のことは地域で決めるという自己決定・自己

責任の原則の下、地域が自立して、個性と魅力ある地域づくりを進める取組が始

まっています。 

○ 本県では、各地域の課題を解決するため、県民・市民活動団体・企業・大学・

市町村など、多様な主体が連携・協働して、自然、産業、文化、歴史などの地域

資源を生かした魅力ある地域づくりや暮らしやすい地域づくりに向けた取組を

行っています。 

○ 地域が持続的に発展していくためには、県民・市民活動団体・企業・大学・市

町村などの多様な主体と県とがこれまで以上に連携・協働することが求められて

おり、そのための環境整備が必要です。 

 

⑤分権型社会を担う市町村の自主性・自立性の向上 

○ 分権型社会の主役である市町村は、住民に身近な行政を担い、住民と直接向か

い合う基礎自治体として、これまで以上に自主性・自立性を高めることが必要で

す。 

○ 県内市町村は、人口減少・少子高齢化や更なる地方分権の進展に対応するため

に、なお一層の行財政基盤の充実が求められています。 

○ 多様化・高度化する行政事務に的確に対応し、地域課題を自ら解決するための

政策立案能力の向上を図ることが求められています。 
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第２節 基本理念 

 

ん 

 

 

 

 

本県は、首都圏に位置するという好条件の下、数多くの宝・ポテンシャルにあふれ

ています。 

県内産業は、素材・エネルギー産業の国内最大級の集積地である京葉臨海コンビナ

ートを擁する一方で、農業は全国第 4位の産出額を誇り、水産業、工業、商業におい

ても全国上位に位置するなど、各分野のバランスがとれています。全国第 6位である

県内総生産は、一つの国としても成り立つ規模です。 

自然環境では、温暖な気候のため年間を通じて過ごしやすく、九十九里浜や外房か

ら内房にかけた変化に富んだ美しい海岸線、緑あふれる房総丘陵の山並みなど、風光

明媚で豊かな自然に恵まれています。 

また、我が国の表玄関である成田空港をはじめ、千葉港、アクアライン、幕張メッ

セ、東京ディズニーリゾートなど日本を代表する施設も数多くあり、年間 1億 7千万

人以上の人が訪れる観光大県でもあります。 

これらの宝・ポテンシャルの中には、アピールが十分ではなかったことや、県民に

身近なものであるため見過ごしていたことなど、必ずしも生かし切れていないものも

ありました。 

これからは、地方が国を動かす時代です。本県も、こうした数多くの宝・ポテンシ

ャルに光を当て、輝かせ、外に向かって千葉の魅力や千葉らしさを積極的に発信する

ことで、首都圏、そして日本をリードする「日本一の光り輝く千葉県」を目指します。 

千葉の可能性を最大限に生かし、県民と共にチームスピリットで、くらし、医療・

福祉・健康、自然環境、子育て、教育、観光、経済、まちづくりなど、各分野におい

て日本一を目指す県政運営を行います。 

そして、県民に、日本で一番暮らしやすいと感じ、「千葉で生まれてよかった」「住

んでよかった」「働けてよかった」と誇りに思える「くらし満足度日本一」の千葉を

実現します。 

 

 

千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、県民が「くらし満

足度日本一」を感じ、誇れる千葉を実現します。 
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第３節 目指す姿（基本目標） 

 

基本理念の実現に向け、第 2章前半の本県を取り巻く「時代背景と課題」を踏まえ

た上で、「くらし」「子ども」「経済」というキーワードに着目し、次のとおり 3 つの

基本目標を設定しました。これに沿って、概ね 10 年後（平成 32 年度）の千葉県の具

体的な姿を示すとともに、その目標を設け、本県が進むべき方向を明らかにします。 

Ⅰ 「安全で豊かなくらしの実現」 

Ⅱ 「千葉の未来を担う子どもの育成」 

Ⅲ 「経済の活性化と交流基盤の整備」 

  

【目標】 

  具体的な数値目標として、県内にずっと住み続けたい県民の割合が、平成 32 年

において 85％を超えることを目指します。 

（参考：平成 21 年度 77.7％、平成 24 年度 78.1％、平成 28 年度 80.6％。（千葉県「県

政に関する世論調査」） 

 

Ⅰ 「安全で豊かなくらしの実現」 

 

災害に強く、事件や事故が起こりにくい、安全で安心して暮らせる地域社会づく

りが確実に進んでいる。 

また、安心できる医療体制の整備、充実した福祉サービスの提供、生涯を通じた

健康づくりや地域コミュニティの再生が図られ、健康で生き生きと暮らせる地域社

会づくりが着実に進んでいる。 

さらに、多くの県民がスポーツや文化・芸術活動に親しみ楽しむことができると

ともに、国際交流が盛んに行われるなど、心豊かで元気に暮らせる地域社会づくり

が進んでいる。 

そして、環境保全と再生に取り組み、千葉の豊かな自然が子どもたちに継承され

ている。 

 

（１）自助・共助・公助でつくる災害に強く様々な危機に対応できる地域社会 

①県民一人ひとりが、防災に対する正しい知識を持ち、災害発生時には自らが考え、

適切に行動する力を備え、その重要性を理解するなど自助の考え方が浸透してい

る。 

②大地震や台風、暴風雨などによる被害を最小限にとどめるため、行政において危

機管理体制がより充実し、インフラ整備・改修が進むとともに、万が一、災害に

遭ったときでも、地域住民同士が声をかけ、助け合える共助の精神とこれらを支

える公助により、安心して暮らすことができる地域社会が形成されている。 

③新型インフルエンザ等の感染症、武力攻撃やテロなど県民の安全・安心を脅かす

事態に対して、迅速かつ的確に対応できる危機管理体制が確立されている。 
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（２）治安が行き届き、安全で安心して暮らせる地域社会 

①県民一人ひとりがしっかりと防犯意識を持ち、行政や地域が一体となって犯罪の

ない地域社会を目指す本県の取組が、全国モデルになっている。 

②県民一人ひとりが交通ルールやマナーを守り、歩道や自転車通行環境の整備、交

差点の改良などが進み、歩行者、自転車、自動車が共に安全に安心して通行でき

る社会になっている。 

③災害、犯罪、交通事故などに対して、市町村・学校・消防・警察などの関係機関

との相互の連携が図られ、迅速な対応ができる体制が整っている。 

④テロなど県民の安全を脅かす事態が発生した場合において、迅速かつ的確に対応

できる体制が整っている。 

⑤消費生活に関する教育の機会や情報が十分に提供され、身近に相談できる窓口が

整い、消費者が、商品やサービスを適切・合理的に選択できる体制が整っている。 

⑥県内で流通する食品に関して、正確な情報が提供されるなど、消費者と生産者・

事業者との信頼関係を築くための体制が構築されている。 

 

（３）健康で生き生き暮らせる地域社会 

①県内医療機関のネットワーク化が図られ、いつでも、どこでも、誰もが安心して

治療を受けられる医療体制が整っている。 

②県民一人ひとりの健康に対する意識が高まり、自発的な健康づくりが行われてい

る。 

③介護予防の取組が進むとともに、細やかな介護サービスが提供され、高齢者が元

気に生活できる環境が整備されている。 

④障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々

と共生し、その人らしく暮らせる環境が整備されている。 

⑤地域コミュニティが再生され、地域住民が互いに支え合いながら、生き生きと安

心して暮らしていける地域づくりが着実に進んでいる。 

 

（４）心豊かに元気に暮らせる地域社会 

①行政主導の国際協力活動だけでなく、民間や個人が主体的に参加するような、県

民主体の国際交流や国際協力が活発に行われ、草の根レベルのパートナーシップ

が築かれている。 

②グローバル化が進む中で、医療、教育、住宅など、生活に密着した分野で、外国

人にも住みやすい県として、首都圏に勤務する外国人の転入が増えている。 

③多くの県民が日常生活の一部として運動に親しみ、体力の向上が図られており、

また、文化にふれ、心豊かに暮らす人が増えている。地域には活気があふれ、「元

気な千葉県」として知られている。 

④高い目標を持ってスポーツや文化・芸術活動に取り組み、全国的に活躍している

人が増えている。 

⑤県内各地に伝えられてきた伝統文化が継承され、その文化が多くの人たちとの交
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流を生み、更に新しい現代的な要素が取り入れられるなど、ちば文化の魅力が増

している。 

⑥日本遺産に認定された文化資源等が、まちづくりや観光、産業振興等に生かされ

ている。 

⑦県民の県内交流が積極的に行われ、県民一人ひとりが、様々な千葉の魅力を再発

見することにより、千葉県に愛着や誇りを感じられるようになっている。 

 

（５）豊かな自然を継承し、持続的に発展できる地域社会 

①県民・企業・行政が一丸となった低炭素社会の実現に向けた取組が進んでいる。 

②県民・企業・行政が一体となって廃棄物の発生抑制や再使用、リサイクルに積極

的に取り組み、限りある資源を有効に活用している。 

③産業廃棄物の新たな不法投棄がゼロになっている。また、土壌等の汚染や崩落等

の災害がなく適切に建設残土や再生土の利用がされている。さらに、自動車リサ

イクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆる不法ヤードが一

掃されている。 

④子どもから大人まで、多様な生き物のにぎわいと互いのつながりを身近に感じ、

本県のすばらしい自然の恵みに支えられ暮らしている。 

⑤本県の豊かな自然が、県内外の多くの人たちの憩いの場として、また農林水産業

など経済活動の場として、しっかりと子どもたちに引き継がれている。 

⑥青い空ときれいな空気に包まれたくらしが営まれている。 

⑦河川・湖沼・海域の水環境が良好である。 

⑧豊かな生態系と生物多様性が維持されるとともに、有害鳥獣が適正に管理され、

人と野生生物が適切に共存している。 
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Ⅱ 「千葉の未来を担う子どもの育成」 

 

 子育てに必要な多様なサービスが提供され、地域全体で子育てを支援する体制づく

りが進み、安心して子どもを生み育てられる地域社会づくりが着実に進んでいる。 

また、家庭・学校・地域が一体となり、心が豊かで、身体が健やかに育ち、郷土と国

を愛し、個性輝く子どもたちが地域社会に元気と活気を与えている。 

 

（１）安心して子どもを生み育てられる地域社会 

①保育所の入所待機児童が解消され、多様な保育ニーズに対応した安心して任せら

れる保育サービスが展開されている。 

②就労などにより、保護者が昼間家庭にいない小学生の児童が、放課後を安心して

過ごすための、適切な遊びや生活の場が確保されている。 

③子育て世代の経済的負担が軽減され、妊娠期から子育て期までの一貫した相談支

援など地域社会全体で子育てを支援する体制が整備されている。 

④児童虐待に迅速に対応できる地域ネットワークが整備されているとともに、虐待

などを被った児童の受け皿となる里親や児童福祉施設が確保されている。 

 

（２）郷土を愛し自立した健康な子どもの育成 

①学校や地域における様々な体験を通じて、子どもたちが高い道徳性や豊かなコミ

ュニケーション能力を身に付けている。 

②身近な地域の歴史や伝統文化に親しみ、郷土と国に誇りと愛着を持った子どもが

育っている。 

③全ての子どもたちが基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、自ら考え、表現し、

問題を解決する力を伸ばしている。 

④子どもたちが早寝早起き、食事、運動などバランスのとれた生活習慣を身に付け、

健やかな体が育まれている。 

⑤子どもや若者が生まれてきてよかったと思える自己肯定感にあふれている。 

⑥子育てや家庭教育に悩んでいる保護者が気軽に相談できる環境が整い、家庭の教

育力が高まっている。 

⑦子どもや若者が健やかに育つための地域コミュニティが形成され、地域には元気

で明るい挨拶の声が響き、家庭・学校・地域が一体となって、子どもや若者の成

長を支えている。 

⑧子ども一人ひとりの個性が輝き、希望や能力を引き出すことができる学習環境が

整っている。 

⑨子どもたちがいじめや暴力などに悩むことなく学校に楽しく通い、子どもや保護

者などからの学校への信頼が高まっている。 

⑩障害のある子どもたちへの理解や支援が広がり、障害のある子どもたちと、障害

のない子どもたちとが、地域で共に学び、子どもたちの笑顔があふれている。 

⑪ニートや引きこもり、不登校だった子どもや若者たちが、周りの温かい支援によ
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って、生き生きと勉強や仕事に取り組んでいる。 

⑫子どもや若者を取り巻く有害な環境をなくすための取組が、地域全体で進められ 

ている。 
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Ⅲ 「経済の活性化と交流基盤の整備」 

 

本県の持つ宝・ポテンシャルを最大限に生かして、光り輝く千葉の魅力を国内外に

発信し、多くの人が訪れ、地域が活性化している。 

 また、産学官のネットワークにより新事業や新産業が生み出されるとともに、中小

企業などの経営基盤が一層強化されることにより、挑戦し成長し続ける産業活動が行

われ、経済が活性化している。 

 さらに、全国屈指の農林水産業が、地域を支える力強く魅力ある産業に育っている。 

 そして、成田国際空港都市や幕張新都心など、活力ある都市が形成されるとともに、

誰もが住みたくなるようなまちづくりが着実に進んでいる。 

 

（１）国内外の多くの人々が集う魅力ある地域社会 

①成田空港が羽田空港と、より短時間で結ばれ、一体的な活用が進み、成田空港は、

アジアのゲートウェイとして多くの利用客でにぎわいを見せ、国際的な交通ネッ

トワークの一大拠点になっている。 

②アクアラインと圏央道が一体となって機能することで、首都圏の人・モノの流れ

が大きく変わり、企業誘致が進み、観光客が大幅に増えるなど地域が活性化して

いる。 

③アクアラインが利用しやすくなり、圏央道が開通することで、首都圏の一体性が

更に増して、週末や長期の休暇を利用して本県の豊かな自然や農作業・スポーツ

といった趣味を満喫する人が多く見られるようになっている。また、良好な住環

境や本県に居住することで実現できるライフスタイルなどを求めて、県外から転

入する人が増えている。 

④千葉の豊かな自然、名所・旧跡や祭りなどの文化、さらには農林漁業体験など、

千葉の魅力が国内外に発信され、様々な目的を持った観光客・来訪者が、県内各

地で一年を通じて訪れている。 

 

（２）挑戦し成長し続ける産業 

①京葉臨海コンビナートの競争力の強化が図られ、引き続き本県経済をけん引して

いる。 

②地域の強みや特徴を生かした産業が活性化するとともに、地域内外の産学官のネ

ットワークが強化され、我が国の経済をリードする新事業・新産業が創出されて

いる。 

③本県で生み育てられた独自の技術や新しいビジネスモデルを基に発展したベン

チャー企業が、継続的に生まれ成長することにより、新しい価値を創造し続けて

いる。 

④県内の中小企業が自らの特徴を生かした事業を強化することによって、力強い産

業活動を展開している。 

⑤新興国の台頭など、世界経済の変化を好機と捉え、県内に立地している企業が新
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商品の開発や販路拡大に果敢に挑戦し、経済的な活力が増している。 

⑥地域の顔である中心市街地や商店街では、後継者が育ち、さらに新たに店を開い

た人たちが定着して活気が戻り、ユニークなイベントも行われるなど、かつては

シャッター通りと呼ばれた場所が、にぎわいに満ちている。 

⑦県内の特色ある農林水産物などの地域資源を生かした新商品が数多く生み出さ

れ、県内はもとより全国に向けて販売され、優れたブランドになっている。 

 

（３）働く希望や多様な働き方がかなう社会 

①出産・育児などライフステージに応じた自由かつ多様な働き方を選択することが

できる。 

②仕事と家庭を両立した働き方ができる職場環境が定着し、仕事から帰って育児に

参加するお父さんが増えている。 

③県の産業の持続的な発展の下で、年齢・性別・障害の有無などに関わらず県民が

その持てる意欲と能力を発揮して明るく働いている。 

 

（４）地域を支える力強い農林水産業 

①県内各地の生産地で、消費者ニーズを踏まえた県産農林水産物の販売促進と戦略

的な輸出拡大が展開されている。また、優れた経営感覚を持った生産者が、所得

を増やし、本県の農林水産業が若者にとっても魅力がある力強い産業に育ってい

る。 

②千葉県産農林水産物の良さが、県民をはじめ国内外の消費者に浸透し、食卓には

千葉県産の野菜や果物、米、魚、肉、牛乳などの食材や色鮮やかな花が並べられ

ている。 

③ロボット技術・ＩＣＴを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業「ス

マート農業」が展開されている。機械化・省力化技術が普及し、ねぎ・さつまい

も・だいこんなど露地栽培で大規模な農業が行われているとともに、野菜・花の

栽培の施設化、植物工場での生産、高収益農業が展開されている。さらに、企業

的経営が進み、これらによる雇用の増加などが地域の活性化に役立っている。 

④農地の集積、集約化が進み、低コストで生産された千葉県のおいしい米が人気を

博している。一方、水田を活用した家畜の飼料の生産も進み、国産飼料に立脚し

た畜産経営が展開されている。 

⑤県民が積極的に森林づくりに参加し、里山を中心とした美しい景観が保全される

など、かけがえのない県民共通の財産として豊かな森林が育まれている。さらに、

森林の恵みである県産木材が住宅や公共施設など身近なところで利用されてい

る。 

⑥稚魚の放流、魚の住みやすい環境づくり、水産資源を計画的に利用する漁業の実

施により、海・川が豊かになっている。また、地域資源を活用したブランド化や

生産・加工技術の更なる進展により、ニーズに対応した質の高い水産物を安定し

て供給し続けることのできる水産業が展開されている。 

⑦地産地消や食育の浸透などにより、都市と農山漁村の交流が進み、都市居住者が
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週末に農山漁村地域を訪れるなど、にぎわいのある農山漁村が形成されている。 

⑧首都圏の台所を担う本県の農林水産業は、消費地への輸送距離が短いため、地球

温暖化防止に貢献する産地として評価が高まっている。 

 

（５）誰もが住みたくなるようなまちづくり 

①圏央道の全線開通及び 4車線化、外環道や北千葉道路などの広域的な幹線道路ネ

ットワークの整備が進み、成田空港へのアクセス強化や県北西部の交通渋滞が緩

和されている。また、県内の更に多くの地域からおおむね 1時間で県都千葉市に

到達できるようになっている。 

②地域のことは地域で考え、決定・解決しようという意識が醸成されている。その

結果、地域の創意工夫を生かした取組が活発に行われるようになり、地域に活力

が生まれている。 

③地域の人たちが力を合わせて、その地域の特性を生かしながら活性化に取り組み、

他地域と競い合っている。 

④中心市街地に活気とにぎわいが戻り、多様な価値観やライフスタイルに対応した

居住環境の中で、人々が生き生きとしたくらしを営んでいる。 

⑤コンパクトでバリアフリー化されたまちづくりが進み、障害がある人も、高齢者

も、誰もが安心して住むことができ、快適なくらしを楽しんでいる。 

⑥住民自らが周辺の環境と調和した美しい街並みづくりに参加したり、緑豊かな自

然を身近に感じたりすることができる公園・緑地などで余暇を過ごすなど、県民

がゆとりを持って地域のくらしを楽しんでいる。 

⑦県や市町村への申請、交付、手数料の支払などが 24 時間 365 日、家庭や事業所

からパソコンのほかに携帯電話やテレビを利用して簡単に行えるようになると

ともに、引っ越し時に、電気・水道・ガスなどの転入出の手続がまとめてできる

ワンストップサービスが実現している。 
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第４節 県づくりの方向性 

 

（１）県づくりの基本的な考え方 

本県は首都圏の成長とともに発展を続け、東京に近い地域では、宅地供給による

人口増加や商工業の集積が進み、また、東京湾臨海部には我が国を代表する工業地

帯が形成されてきました。そうした中で、県では、首都圏の業務機能の一翼を担う

拠点として「成田国際空港都市」「柏・流山地域」「幕張新都心」「かずさ地域」（以

下、「拠点都市」という。）のまちづくりを進め、地域振興を図ってきました。 

現在、広域的な幹線道路ネットワークも着々と整備されつつあり、特に、アクア

ラインと一体となって、東西日本ともつながる圏央道の整備の進展により、成田と

羽田の二つの国際空港の連携が強化され、本県だけでなく北関東や東北まで及ぶ広

域な幹線軸が構築されようとしています。さらに、外環道の整備により、首都圏北

部と成田空港とのアクセスが強化されるとともに、県北西部の慢性的な交通混雑の

緩和が図られ、この地域の交流機能が一層向上し、首都圏における本県の役割が一

層高まるものと期待されます。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの

開催を契機として、本県の地域振興や海外への魅力発信の一層の推進につなげてい

かなければなりません。 

こうした新たな交流軸を通して、我が国の経済をけん引する首都圏の活力の向上

及び県内の「拠点都市」の集積効果を全県的な活力の向上につなげるため、広域的

な幹線道路ネットワークと成田空港を結ぶ北千葉道路や、県東部や南部沿岸地域へ

とつながる地域高規格道路などを整備し、アクセスを強化します。さらに県内各地

域を結ぶ主要な国道・県道の整備を進め、きめ細かなネットワークの構築を図り、

人・モノ・財の流動化を目指します。 

本県は、東京圏に位置しながら、豊かな自然環境に恵まれた地域や、魅力ある観

光地を多く有しています。また、歴史的経緯の中で、買い物や通学など地域の人々

の日常生活において周辺地域からの求心力があり、地域の生活の拠点となっている、

個性ある都市があります。こうした多様性を持った地域が、産業基盤や農林水産物、

観光資源といった自らの資源に磨きをかけるとともに、県内外との交流機能の高ま

りを生かし、地域産業の活性化や雇用の場の創出、交流人口の増加を図り、地域の

活力を確保していくことが必要です。 

 

（２）地域の方向性 

本県では、自然環境や地理的条件、歴史的経緯などによって、地域ごとに特徴あ

る産業や文化が育まれ、それぞれに個性ある地域が醸成されてきました。地域は、

そこで暮らす人々の生活のステージであり、安心して心豊かに暮らせる地域をつく

ることは、県や市町村の大切な責務です。 

現在、県内各地域は、少子高齢化の進展、産業構造の変化、国内需要の低迷など

の影響を受けているほか、中・長期的な人口減少の局面に差し掛かっています。こ
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うした状況は、全ての地域に共通していますが、その内容は決して一律ではなく、

地域ごとに異なる対応が求められています。また、地方分権の進展に伴い、地域の

自主性・自立性がこれまで以上に必要となる中で、それぞれの地域が自らの資源を

最大限に活用し、創意あふれる地域づくりを進める地方創生の取組が本格化してい

ます。 

地方創生の取組を進めるためには、住民の生活に密着した市町村の役割が重要で

す。県は「くらし満足度日本一」の実現に向け、市町村が取り組む、地域の課題を

踏まえた意欲と創意工夫による地域づくりを広域的な立場から支援するため、各地

域をどのように捉え、また、今後、どのような強みを活用して、どのように可能性

を広げていくかという、各地域に対する方向性を地域で共有します。 

方向性を共有した地域では、自立と信頼に基づく適切な役割分担の下で、これま

で以上に緊密な連携を図るとともに、多様な主体が連携・協働して取り組む、地域

の強みを最大限に発揮させる地域づくりを促進し、子どもたちが「この地域に生ま

れて本当に良かった」と、心から「誇り」と「自信」を持てるような地域の形成を

進めていきます。 

 

①地域の方向性を示すための視点 

○ 特性・強みを生かした地域づくり 

人口減少社会においても、地域の活力を高めていくためには、地域で働き、子

どもを育て、安心して老後を迎えることのできる環境を整備するとともに、国内

外の誰もが過ごしやすく住みやすいと感じる地域づくりを進めることが大切です。 

そこで、地域の特性を生かした地場産業の振興や、観光資源を活用した交流人

口の増加等により地域経済の活性化を図るとともに、地域固有の自然や歴史、文

化などを積極的に活用したまちづくりの促進や、地域内外への魅力発信を一層推

進し、住んでいる人にも訪れる人にも愛され、大切にしたいと思われる地域づく

りを目指します。 
 

○ 連携・協働による地域づくり 

地域資源を磨き上げ、地域の魅力を顕在化するためには、行政、企業、市民活

動団体などが、連携・協働して地域づくりに取り組むことが大切です。 

また、多様化・複雑化する住民ニーズに対し、1 つの市町村では対応しきれな

い場合であっても、共通する課題や補完しあう強みを持つ市町村同士が連携する

ことで、効果的な対応が期待できる場合もあります。 

そこで、地域の多様な主体の連携・協働による地域づくりや、市町村同士の連

携・協力による広域的な取組を促進し、住民サービスの向上と地域振興を目指し

ます。 
 

○ 拠点の成熟と広域的な道路ネットワークを生かした地域づくり 

アクアラインから圏央道へとつながる新たな県土軸をはじめとした広域的な

幹線道路は、本県の強みです。また、成田空港の機能拡充や、圏央道の整備進展
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に伴って、経済活動や県民生活の範囲が拡大化しつつあります。 

多様な地域間における交流と、これまで整備を進めてきた 4つの拠点都市にお

ける機能集積や成熟したまちづくりの効果を県内各地域に波及させていくため、

広域的な道路ネットワークとアクセス道路の更なる整備を進めるとともに、道路

網の活用を進め、県内各地域や首都圏全体への人・モノの流れを活発化させるこ

とを目指します。 

 

②特性・可能性を踏まえた 5つのゾーン 

地域の方向性を示すに当たっては、県内各地域の人々の生活に着目して、共通

する特性を持つ地域や日常生活での地域間のつながりを把握した上で、地理的条件、

交通網整備の状況、地域の今後の可能性等を勘案して、次のとおり、「特性・可能

性を踏まえた 5つのゾーン」を設定しました。 

そして、ゾーンごとに記載した「地域の主な方向性」の中で、今後、市町村・

県民・市民活動団体・企業・大学などとの連携・協働により進めていく取組を示す

こととしました。 

 

 

〔各ゾーンは概ね次のような地域を想定しています。〕 

○ 東葛・湾岸ゾーン 

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千

代市、我孫子市、鎌ケ谷市及び浦安市並びに市原市、四街道市、白井市、八街

市及び長柄町の一部を中心とした地域 

 

○ 空港ゾーン 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、

栄町及び芝山町並びに八千代市、香取市、山武市、神崎町、多古町及び横芝光

町の一部を中心とした地域 

 

○ 香取・東総ゾーン 

銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町及び東庄町並びに成田市、

芝山町及び横芝光町の一部を中心とした地域 

 

○ 圏央道ゾーン 

木更津市、茂原市、東金市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、山武市、

大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄

町及び長南町並びに千葉市、成田市、八街市、富里市、匝瑳市、いすみ市、神

崎町、多古町、芝山町及び大多喜町の一部を中心とした地域 

 

○ 南房総ゾーン 

館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町及び鋸南



 30 

町並びに市原市、君津市、富津市、一宮町、睦沢町及び長南町の一部を中心と

した地域 

 

注）1.人々の生活や企業の経済活動等は、市町村の枠にとらわれずに展開されていることから、

ここで示すゾーンは、市町村域と必ずしも一致するものではありません。また、1 つの市町

村が複数のゾーンの特性を併せ持つ場合もあります。 

  2.地域のつながりは、社会経済情勢や交通・情報網の整備等により変化することも十分想定

されることから、ゾーン設定は重層的かつ弾力的なものとなります。 

  3.行政各分野における個別計画の策定やサービスの提供に当たっては、このゾーン設定に関

わらず、それぞれの観点から圏域設定を行う必要があります。 

  4.このゾーンは、市町村間の自主的な連携を妨げるものではありません。 
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③ゾーンごとの方向性 

 

〇 東葛・湾岸ゾーン 

※「ゾーンの現状・特性」欄に示す数値は、次の市町村のデータを用いて掲載しています。 

 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、

鎌ケ谷市、浦安市 

※人口に関する数値は、「平成 27 年国勢調査」のデータを用いています。ただし、将来推計   

人口については、平成 29 年度に県が行った将来人口推計のデータを用いています。（以下各

ゾーン共通） 

 

【ゾーンの現状・特性】 

１ 地域に暮らす人々 

首都東京に近接する地理的優位性から、昭和 30 年代（1955 年～）後半以降、

大規模団地の建設をはじめとする住宅開発が進み、人口の増加が続いてきました。

現在では、県人口の 65.4％に当たる約 407 万人が居住しています。65 歳以上の高

齢者の割合は 24.3％と、県平均より 1.6 ポイント低く、また、15 歳から 64 歳ま

での生産年齢人口が 63.0％と、年齢構成の若いゾーンです。 

ゾーン内の人口は、一部に増加傾向が続く地域もありますが、ゾーン全体とし

ては、今後、減少に転ずることが見込まれています。一方、高齢者の人数はその

後も増加を続け、平成 42 年（2030 年）には平成 27 年（2015 年）の 1.23 倍、高

齢化率は 29.2％になると予想されています。 

また、労働力人口に対する一次産業就業者の割合が 1％未満であるのに対し、

三次産業就業者の割合が約 7 割を占めており、三次産業就業者の割合が非常に高

くなっています。 

東京都内への通勤・通学者が多く、日常生活における東京とのつながりの強さ

を感じる地域です。 

 

 ２ 産業 

成田・羽田両空港の中間に位置するとともに、国際拠点港湾に指定されている

千葉港を有し、また東京を起点とする鉄道や道路網が整備され、大学や研究機関

の立地も多く、産業基盤の充実した地域です。 

東京湾臨海部では、鉄鋼や食品などの企業集積が進み、また、国内有数の魅力

的なテーマパークや大型商業施設なども立地しています。 

内陸部には、電気機械、金属製品、一般機械を中心に、技術力のある企業が数

多く立地し、また、大学や研究機関等との連携による、先端技術産業分野での研

究開発や、ベンチャー企業の育成なども活発に展開されています。 

また、大消費地に近いという利点を生かした園芸等の都市農業が盛んな地域で

もあります。 

 



 32 

３ まちづくり 

人口密度が高いため投資効果の高い地域となっており、鉄道網が発達したこと

により主要駅周辺を中心に、商業・アミューズメント施設や高層住宅など、様々

な都市機能が集積しています。その一方で、東京湾、利根川、江戸川、手賀沼等

の水辺空間や緑豊かな里山など、貴重な自然環境も残されています。 

ゾーン内にある幕張新都心や柏・流山地域では、産業活動の拠点として特色あ

るまちづくりが進められてきました。このうち、幕張新都心では、国際展示場、

国際会議場などを有する幕張メッセをはじめ、国際的な企業、教育・研究施設、

商業施設等の立地や住宅整備が進み、まちを「つくる」段階から「育てる」段階

に移行しつつあります。また、柏・流山地域では、つくばエクスプレス沿線の駅

周辺で計画的な整備が進み、秩序ある住宅地の形成が図られるとともに、柏の葉

キャンパス駅周辺は、内閣府の総合特区・環境未来都市に認定されるなど、エネ

ルギーや高齢社会などの課題に対応する新しいまちづくりを目指して、企業や大

学などと連携した国際学術都市づくりが展開されています。 

また、ゾーンの約 2割を占める農地は、新鮮・安全な農産物の供給に加え、教

育・学習・体験の場の提供、自然環境保全機能など多面的な役割を果たしていま

す。 

 

【地域の主な方向性】 

《うるおいとやすらぎの都市空間の中で様々な世代が生き生きと活動する、創造と

再生のまちづくりにチャレンジするゾーン》 

 

本ゾーンは、県都千葉市をはじめとする、充実した都市機能と活力を備えた都

市群で形成され、人口が集積し、生産年齢人口の割合も比較的高い上、現在も新

たな住宅開発が進められるなど、本県をけん引する、活力ある地域となっていま

す。また、ゾーン内には、首都圏の業務機能の一翼を担う核となる都市として整

備を進めてきた「幕張新都心」や「柏・流山地域」といった拠点も存在していま

す。とりわけ、幕張新都心では、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの

開催を絶好の機会と捉え、より一層の国際競争力を図り、ＭＩＣＥ誘致を積極的

に進め、国際的ブランドイメージの構築を図っています。 

一方で、本ゾーンは、生産年齢人口の割合が比較的高く、待機児童など保育問

題を抱えている地域があります。さらに、首都東京に隣接し、早くから都市化が

進んだため、高齢者数の大幅な増加、特に大規模団地等での高齢者の増加が見込

まれることから、社会保障費の増大、空き部屋・空き家の増加などの問題が生じ

ることが懸念されます。 

そこで、保育の受け皿整備や保育士確保のための対策の実施等により安心して

子育てできる環境整備を図り、高齢者の増加に対応するための在宅医療・福祉サ

ービスなどの基盤整備や住宅のバリアフリー化、互いに支え合う地域づくりなど

を促進します。 
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また、地域に集積する多様な分野の企業や大学、研究機関等の一層の連携促進

や、ベンチャー企業の育成、研究開発支援等による地域産業の活性化に取り組み

ます。特に柏・流山地域には、東葛テクノプラザや国立がん研究センター東病院

が立地していることに加え、ものづくり中小企業が集積しており、これらを結び

付けて、今後市場拡大が見込まれる健康・医療産業分野における、中小企業の新

規参入や共同研究を促進していきます。 

さらに、この地域では、生産性の高い都市農業が展開されており、えだまめ、

かぶ、ほうれんそうなど、本県の産出額のトップクラスを誇る農産物の主要産地

でもあることから、産地知名度の向上や地域特産品の加工等による収益力強化を

図るとともに、防災機能や教育機能など農地の持つ多面的な機能への理解を深め、

農地の保全に努めます。また、農地や公園などの都市に残された緑地空間、利根

川、江戸川、手賀沼などの水辺空間に恵まれた、うるおいとやすらぎのある居住

環境をアピールすることにより、働く世代の都心や他県への流出を防ぎ、地域へ

の定着を図ります。 

今後予測される高齢者の急増に対しては、地域に集積する多様な産業と都市機

能、高いレベルの教育・研究機能等を活用して、産学官民の連携により、知恵や

経験を有する高齢者の活躍の場の提供、元気なシニア層をターゲットとする新た

な市場の形成促進など、需給両面で経済活動への高齢者の取り込みを積極的に促

し、高齢社会におけるモデル的な地域経済システムの構築を目指すことが望まれ

ます。 

既に、各市の機能集積や地域資源を生かした魅力的なまちづくりが進められて

いる上、北千葉道路、国道 16 号千葉柏道路、県道船橋行徳線、県道越谷流山線

などの整備や国道 357 号・京葉道路の機能強化により、地域内外の交通の円滑化

が図られ、生活利便性の向上、流通業務施設の立地進展など、経済活動の面にお

いても、首都圏における本地域の競争力がますます高まると見込まれます。 

とりわけ、外環道の開通により、東京湾岸地域と東葛飾地域の連携強化や、首

都圏各地とのアクセスが飛躍的に向上するなど、より一層ポテンシャルが高まり

ます。今後も、東京湾岸地域の将来の発展のため、更なる交通円滑化を図る湾岸

軸の強化が求められています。 

首都圏での都市間競争における優位性の向上を目指して、各都市の持つ魅力を

一層高めることに加え、河川や海岸、鉄道の沿線など、一定のつながりを持つ地

域が連携し、地域全体としてのイメージアップを図ることなどにより、更なるス

テップアップが期待できる地域です。  
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〇 空港ゾーン 

※「ゾーンの現状・特性」欄に示す数値は、次の市町村のデータを用いて掲載しています。 

 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、芝山町 

 

【ゾーンの現状・特性】 

 １ 地域に暮らす人々 

本地域では、鉄道や幹線道路の整備を背景として東京への通勤圏が拡大したた

め、昭和 40 年代（1965 年～）以降、人口の急激な増加が見られました。昭和 50

年代（1975 年～）に入ると成田空港の建設や千葉ニュータウンの造成に伴い、更

に人口増加が続いてきました。 

現在では、県人口の 11.5％に当たる約 72 万人が居住しています。そのうち、

15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が、61.7％を占め、年齢構成の若いゾーンと

なっています。 

ゾーン内の人口は、今後、徐々に減少していくことが見込まれていますが、高

齢者の人数は増加を続け、平成 42 年（2030 年）には平成 27 年（2015 年）の 1.27

倍、高齢化率は 33.3％になると予想されています。 

また、労働力人口に対する一次、二次、三次産業の就業者の割合は、おおむね

県内の平均的な数値となっています。 

東京や千葉市への通勤・通学者の割合が多い一方で、成田市と芝山町では、昼

夜間人口比率が 100％を大きく超えており、周辺市町村に対して大きな吸引力を

持っていることが伺えます。 

 

 ２ 産業 

成田空港は、空港内において約 4万人に及ぶ就業の場となっているほか、空港

周辺や臨空工業団地を中心に物流関係企業や先端技術産業の立地が進むなど、地

域経済にも大きな影響を与えています。 

また、千葉ニュータウンでは、住宅のほか、企業や大学等の業務・教育施設の

集積が図られています。商業は、成田市を中心都市とする成田商圏や印西市を準

中心都市とする印西商圏を形成し、大型店舗の立地が進むなど、ますます周辺市

町村からの吸引力を高めています。また、酒々井町等においても商業施設の立地

が進んでいます。 

この地域は、大消費地東京へのアクセスが良い地理的条件や、印旛沼や利根川、

北総四大用水などにより、平坦な北総台地が広がる土地的条件のポテンシャルを

発揮したニンジンやさつまいも、すいか、梨などの園芸農業や落花生栽培が盛ん

な地域になっています。 

さらに、「日本遺産（北総四都市江戸紀行）」に認定された佐倉市の佐倉城跡、

武家屋敷群や成田市の成田山新勝寺などの歴史的観光資源が数多く存在していま

す。特に成田山新勝寺には、年間約 1,100 万人前後の観光客が訪れ、県内第 2 位

を誇る観光スポットとなっています。 
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 ３ まちづくり 

鉄道や幹線道路の整備を背景として東京への通勤圏が拡大し、環境等に配慮

した住宅開発や田園的要素を取り入れた都市づくりが進んでいます。 

成田空港周辺地域では、空港機能を活用した地域振興を図るとともに、周辺

地域と空港との共栄を目指し、生活環境整備や公共施設整備などの地域整備が

進められています。千葉ニュータウンでは、優れた環境の居住機能と業務・研

究機能を併せ持つ複合都市づくりが計画的に進められており、成田スカイアク

セス開業により、空港へのアクセスが飛躍的に向上しました。国家戦略特区に

おける規制緩和により、平成 29 年 4 月に大学医学部が開学し、国内外で羽ばた 

く学生に広く門戸を開くとともに、県内の地域医療への貢献が期待されていま

す。 

 

【地域の主な方向性】 

《成田空港の機能拡充による効果を受け止め、国内外の活力を呼び込み、県経済の

活性化にチャレンジするゾーン》 

 

成田空港という推進エンジンを持ち、国際的な人・モノの交流拠点として、働

く世代の多い活力ある地域となっています。今後、人口減少や高齢化が進む千葉

県を支える地域として期待されることから、働く世代の都内回帰などによる人口

の流出を防ぎ、地域活力の一層の向上を図ることが求められます。 

現在、成田空港では発着枠 30 万回化の合意を受けて、ＬＣＣ（ローコストキ

ャリア）の就航や新規路線の開設などの新しい動きが活発化し、空港機能の拡充

が図られています。今後も、周辺地域と成田空港の共栄を目指して、周辺市町、

国及び空港会社と連携し、空港機能を活用した地域振興を図ります。 

また、成田スカイアクセスの開通や圏央道東金・木更津間、稲敷・大栄間の開

通、高速バス路線の拡充等により、成田空港と都心や羽田空港、茨城県をはじめ

北関東や東北方面、さらには、県内各地域と成田空港を結ぶ交通利便性が着実に

向上しています。さらに、東関東自動車道酒々井ＩＣの供用に合わせたアウトレ

ットモールの開業などにより、本地域への人の流れが一層活発になりつつありま

す。 

北千葉道路の開通による首都圏から成田空港へのアクセスが向上し、本地域の

交流・連携機能がますます高まると期待されることから、圏央道のインターチェ

ンジと成田空港を結ぶ国道296号や県道成田小見川鹿島港線などの整備を図りつ

つ、周辺市町等と連携して空港機能を活用した地域振興に取り組むとともに、住

宅・業務・教育等の施設の立地が進みつつある千葉ニュータウンへの、一層の機

能集積を推進します。 

また、大消費地東京に近接し、成田空港を有する立地条件や、恵まれた生産環

境を生かした力強い農業産地として発展させるため、ニンジンやさつまいも、す
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いか、梨、落花生をはじめとする農産物の生産力を強化するとともに、６次産業

化や農商工連携などの促進による高付加価値化、海外輸出を含めた販路拡大によ

る産地競争力の強化を図り、農業、内水面漁業、加工業、観光業が有機的に連携

した新たな取組などによる地域産業の振興を促進します。 

今後、成田空港を活用した県経済の活性化に官民を挙げて取り組んでいくに当

たり、この地域は、空港を中心とする広域的な人・モノ・財の流れの起点として

重要な役割を果たすことになります。 

そこで、空港機能の拡充や交通利便性の向上の効果を、地域内だけでなく本県

全体の経済活性化につなげることを視野に、隣接する香取・東総ゾーンを含めた、

地域の観光資源の広域的連携や一層の情報発信等により、増加する外国人観光客

も含め国内外から訪れる人々を積極的に地域に誘導し、県内各地への回遊を促す

ほか、空港周辺や圏央道沿線等への企業立地の促進など、観光や産業振興など幅

広い分野で、行政、住民、企業など地域が一体となって取り組んでいくことが望

まれます。 
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〇 香取・東総ゾーン 

※「ゾーンの現状・特性」欄に示す数値は、次の市町村のデータを用いて掲載しています。 

 銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町 

 

【ゾーンの現状・特性】 

 １ 地域に暮らす人々 

本地域には、県人口の 4.5％に当たる約 28 万人が居住しています。ゾーン内

の総人口のうち 65 歳以上の高齢者が占める割合は 32.0％で、県内では南房総ゾ

ーンに次いで高齢化の進んだ地域となっています。 

ゾーン内の人口は、今後も減少していくことが見込まれていますが、高齢者人

口の割合は、平成 42 年（2030 年）においては 41.5％と、引き続き南房総ゾー

ンに次いで高齢化の進んだ地域になると予想されています。 

労働力人口に対する一次産業就業者の割合は 14.3％となっており、県内最大

の割合です。一方、三次産業就業者の割合は 59.7％で、5 つのゾーンの中で最

も低くなっています。 

ゾーン内の市町村の昼夜間人口比率は平均 93.2％で、地域内で活動している

人が多くなっています。一方、他地域への通勤・通学者の中では、成田市と茨

城県への通勤・通学者が比較的多く、日常生活においてこれらの地域とのつな

がりの強さが感じられる地域です。 

 

 ２ 産業 

農業は県内随一の生産を誇り、地域の基幹産業として発展しています。特に、

利根川沿いの水郷地帯や干潟八万石といわれる地域は、水田の基盤整備が進み、

優良な水田地帯が広がる県内随一の稲作地帯であり、良質な早場米の産地として

有名です。野菜生産も盛んで、露地ではキャベツやだいこん、さつまいもなど、

施設園芸では、きゅうり、トマト、ピーマンなどが生産されているほか、植木の

生産や養豚・養鶏等の畜産も盛んに行われています。農家一戸当たりの耕地面積

も県内で最も広く、また、経営耕地面積 3ヘクタール以上の農家率は県平均の約

1.5 倍となっています。 

また、水産業では、全国有数の水揚げを誇る銚子漁港を擁し、沖合に黒潮と呼

ばれる暖流と親潮と呼ばれる寒流が交わる好漁場があることから、小型船から大

型船まで各種の漁船漁業が営まれるほか、九十九里地域では沿岸漁業が盛んであ

り、水産加工業と合わせて全国有数の水産基地を形成しています。 

さらに、この地域は、「日本ジオパーク」に認定されている犬吠埼や屏風ケ浦

に代表される多様な地形や豊かな自然、太平洋や利根川などを望む雄大な景色、

豊富な食材や温泉、「日本遺産（北総四都市江戸紀行）」に認定された銚子市の外

川地区の碁盤目状に造られた町並みや醤油醸造の文化、香取市の香取神宮や佐原

地区の伝統的な町並み、「ユネスコ無形文化遺産」にも登録された 300 年の伝統を

誇る「佐原の大祭」などの優れた文化財など、多彩な観光資源を有する地域であ
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り、いちご狩りなどの収穫体験やさつまいも祭り、酒蔵まつりなども人気で、県

内外から多くの観光客が訪れています。 

 

 ３ まちづくり 

自然景観や歴史・文化などの地域資源を有効に活用した、個性豊かなまちづく

りが進んでおり、なかでも、水運を利用して「江戸優り（まさり）」といわれるほ

ど栄えていた香取市では、その面影を残す町並みが小野川沿岸や香取街道に今で

も残っており、歴史的な景観を生かしたまちづくりが進められています。 

また、本地域の振興に大きな影響を与えると期待される圏央道については、茨

城県との県境から大栄まで開通し、大栄から横芝までの区間も用地取得が進むな

ど、着実に整備が進展しています。 

 

【地域の主な方向性】 

《食料の生産拠点としての機能強化を図るとともに、北関東・東北方面や成田空港

への近接性を生かした新たな発展可能性にチャレンジするゾーン》 

 

人口減少が長く続き、高齢化が進んでいることから、地域の活力の低下が懸念

されていますが、農業、畜産業、水産業が発達した食料の生産拠点であるととも

に、多彩な観光資源を有していることから、地域が持つポテンシャルは大変高い

ものがあります。 

また、圏央道の茨城県区間の開通により、東関東自動車道から東名高速道路ま

でが結ばれたことからその利便性が向上し、対岸の茨城県のみならず北関東や東

北方面など、各地からの玄関口となるとともに、ＬＣＣ（ローコストキャリア）

の就航や新規路線の開設などの新しい動きが活発化している成田空港への近接性

も相まって、交流・連携のポテンシャルも飛躍的に高まることが期待されます。 

今後は、北関東や東北方面との連携や、成田空港を中心とする広域的な人・モ

ノ・財の流れを積極的に取り込み、地域活力の向上につなげることを意識しつつ、

産業振興やまちづくりを進めていくことが必要です。 

そこで、地域の生活や産業基盤の安定を図るため、津波や液状化による被災体

験を教訓としたまちづくりに、市町村と連携して取り組むとともに、銚子連絡道

路や国道 356 号などの道路ネットワークの構築による交流軸の強化を図っていき

ます。 

また、本県の農林水産業を支える一大産地であることから、今後もマーケット

需要に応じた力強い産地づくりを推進するとともに、地域特産品のブランド化や

６次産業化の促進、水田を利用した飼料用米の生産などの耕畜連携や、大規模経

営体や農業法人の育成、銚子漁港の整備等により、海外も視野に入れた食料の生

産拠点として一層の機能強化に取り組みます。さらに、地域資源を生かした参加

体験型観光や、水辺空間、地質遺産などの魅力ある自然景観、歴史文化資源を生

かした観光を推進するとともに、隣接する空港ゾーンとも連携して、増加する外
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国人観光客の来訪も意識した観光地づくりに取り組みます。 

なお、近年は、自然資源を生かした太陽光発電や風力発電事業の展開の場とし

ての発展可能性が生まれつつあることから、地域と企業との連携により、こうし

た可能性を活用した地域振興を図るとともに、一次産業を軸に、商工業・観光及

びエネルギー産業を含めた、多彩な産業の連携・融合による地域振興への取組な

ど、地域資源の一層の活用と既存産業の競争力強化に向けた地域の取組を促して

いく必要があります。 
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〇 圏央道ゾーン 

※「ゾーンの現状・特性」欄に示す数値は、次の市町村のデータを用いて掲載しています。 

 木更津市、茂原市、東金市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、山武市、大網白里市、九

十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 

 

【ゾーンの現状・特性】 

 １ 地域に暮らす人々 

本地域には、県人口の 15.3％に当たる約 95 万人が居住しています。ゾーン内

の総人口のうち 65 歳以上の高齢者が占める割合は 28.3％で、県全体の高齢化率

より高い数値となっています。 

ゾーン内の人口は、今後も減少していくことが見込まれていますが、高齢者人

口の割合は、平成 42 年（2030 年）においては 35.8％と、引き続き県全体の数値

（31.5％）を上回ると予想されています。 

労働力人口に対する一次、二次産業就業者の割合が県平均を超えて多くなって

います。 

これまで、ゾーンの西部と東部の生活レベルでの交流は余り進んでいませんで

したが、圏央道の開通により、各々の生活圏の交流基盤が整備されました。 

 

 ２ 産業 

東京湾臨海部では、昭和 30 年代（1955 年～）後半から埋め立てが本格化し、

石油化学、鉄鋼、エネルギー等の日本を代表する工業地帯が形成されてきました。

近年では、アクアライン着岸地周辺において、アクアライン料金引下げの効果も

あり、大型アウトレットモールをはじめとする商業施設の集積が進んでいます。 

かずさＤＮＡ研究所をはじめとする研究開発施設のほか、製薬、新素材など幅

広い産業の集積が進む「かずさアカデミアパーク」のほか、内陸部の工業団地等

には、電子機器や機械、化学等の企業が立地しています。さらに、新しい工業団

地である「茂原にいはる工業団地」及び「袖ケ浦椎の森工業団地」への企業進出

が期待されます。 

また、平野部を中心に稲作やトマト、メロン、キュウリ、花きなどの施設園芸

が盛んな地域であり、地域ブランドの確立による販売促進など多様な取組が展開

されるとともに、ゾーン西部では鶏卵や牛乳生産が盛んです。さらに、ゾーン中

部から東部にかけては、スギ・ヒノキ等の森林資源を有しており、本県林業の中

核を担っている地域でもあります。 

さらに、東京湾では、全国でも高品質で有名なノリの養殖や、貝類漁業が営ま

れています。 

観光面でも、海水浴やサーフィンのほか、潮干狩り、簀立
す だ て

、観光地引網など海

辺での体験型の観光や、いちご狩り、ぶどう狩り、ブルーベリー狩り、タケノコ

掘りなど、農林水産業と連携した体験型の観光を楽しむことができるほか、自然

体験型の遊園地、キャンプ場やゴルフ場などの立地に加え、湖・渓谷等での親水
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型レクリエーションが行えるなど、多彩な観光資源を有しています。 

また、丘陵地帯や九十九里浜沿岸には、ヨードを含む天然温泉が点在し、魅力

ある宿泊施設も集積しています。 

 

 ３ まちづくり 

ゾーン東部では、ＪＲ外房線、東金線、総武本線等の利用による千葉市や東京

方面への通勤圏として、住宅地が整備されてきました。また、ゾーン西部では、

近年、アクアラインを利用した京浜地域への通勤・通学圏としての優位性が高ま

っており、高い交流性を生かし居住機能や商業機能等多様な機能が集積するまち

づくりが進められています。 

平成 25 年 4 月の圏央道東金・木更津間の供用開始により、ゾーンの東西を結

ぶ幹線軸が形成されました。また、圏央道の整備効果を南房総ゾーンや香取・東

総ゾーンへと波及させる上で重要な役割を担う、これらの地域への道路ネットワ

ークの構築も進展しつつあります。 

今後、2020 年東京オリンピックのサーフィン競技開催に伴う競技会場の整備、

交通ネットワークの強化・充実等や、成田空港の利便性の向上に伴う波及効果が

見込まれます。 

 

【地域の主な方向性】 

《圏央道開通効果を取り込み、多彩な産業展開により本県経済のけん引軸の形成に

チャレンジするゾーン》 

 

本ゾーンでは、これまで、地形的な要因や発展経緯などから、房総丘陵を境に

東京湾側の地域と太平洋側の地域とに大きく分かれ、それぞれの特性を生かした

産業や生活文化が育まれてきました。また、県政の推進に当たっても、主として

同様の地域区分の下で施策展開が図られてきました。 

そうした中で、東京湾側の地域は、臨海部に素材系産業の集積が進み、本県工

業をけん引する地域として成長してきました。一方、太平洋側の地域は、恵まれ

た自然環境の下で農林水産業が発達し、内陸部の工業団地等には組立加工型の企

業の集積が進んできました。それぞれの地域に、通勤や通学、買い物など日常生

活の核となる市が存在し、また、どちらの地域も千葉市や東京方面への通勤圏と

して宅地整備が進むなど、2 つの地域の直接的な結び付きは、これまで決して強

くはありませんでした。 

しかしながら、アクアラインからつながる圏央道の東金・木更津間及び神崎・

大栄間の供用、今後の更なる整備進展により、本ゾーン一帯が新たな県土軸で結

ばれるとともに、成田・羽田両空港をつなぎ、首都圏全体の産業振興や防災面で

極めて重要な機能を果たす、新たな広域道路ネットワークの一翼を担うこととな

ります。これは、企業立地の優位性を高め、地域の産業競争力の強化につながる

とともに、生活圏の拡大や文化的交流の促進、さらには、広域的な救急医療体制
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の拡充などによりゾーン内の様々な連携を促し、地域の人々の生活に大きな影響

を与えると考えられます。さらに、圏央道等によってもたらされる他地域からの

人・モノの流れの波及効果も加わって、地域の持つポテンシャルを大きく高める

ことが期待されます。 

そのため、本ゾーンでは、地域が育んできた産業集積と、アクアライン・圏央

道などによる広域的な交流機能を十分活用した地域振興策を進めるとともに、こ

れまでの発展経緯や地域区分にこだわることなく、地域内の資源の有機的な連携

を促進し、本県経済のけん引軸を目指していくことが求められます。 

そこで、圏央道沿線地域への産業の受け皿づくりや、物流や商業を含む幅広い

企業立地の促進、農林水産業の生産力強化やマーケット需要に応じた力強い産地

づくりを推進するとともに、６次産業化や農商工連携の促進による高付加価値化、

耕作放棄地や鳥獣被害対策の実施、県産木材の建築物等への利用促進などに取り

組みます。また、2020 年東京オリンピックのサーフィン競技の開催に向けて、自

然公園の整備等の競技会場の整備、会場周辺の道路整備を含む交通ネットワーク

の強化・充実、外国人観光客の受け入れ環境の整備等に取り組みます。さらに、

体験型観光、スポーツ観光等、多彩な自然環境や観光資源を生かした特色ある観

光の仕掛けづくり等により、積極的に地域の魅力発信に取り組んでいきます。 

また、東京湾臨海部のコンビナート地帯は、本県の経済・雇用を支える重要な

役割を担っておりますが、施設設備の老朽化や国内需要の低迷、国際競争の激化

などの課題に直面する企業も多いことから、国や企業等と連携しながらコンビナ

ートの競争力強化に向けてこれらの課題解決に取り組みます。 

さらに、圏央道の整備効果を地域全体でしっかりと受け止め、その効果を南房

総ゾーンや香取・東総ゾーンへと波及させるため、圏央道から分岐してゾーン内

の各地域や隣接するゾーンへとつながる銚子連絡道路、長生グリーンライン、千

葉東沿岸地域へアクセスする地域高規格道路や国道 297 号、国道 410 号などの整

備、さらには追加インターチェンジの設置による道路ネットワークの充実を図る

とともに、圏央道の全線開通、さらには 4車線化整備が図られるよう努めていき

ます。併せて、アクアライン・圏央道により近隣都県や成田・羽田両空港との時

間的距離が短縮された優位性を発揮し、企業誘致を促進するともに、広域的な観

光ルートづくりなどにより、国内外からの観光誘客を促進するなど、ハード・ソ

フト両面で、ゾーン内外の広域的な交流・連携を促していきます。 
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〇 南房総ゾーン 

※「ゾーンの現状・特性」欄に示す数値は、次の市町村のデータを用いて掲載しています。 

 館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町 

 

【ゾーンの現状・特性】 

 １ 地域に暮らす人々 

この地域には、県人口の 3.3％に当たる約 20 万人が居住しています。ゾーン内

の総人口のうち 65 歳以上の高齢者が占める割合は 39.1％で、県全体の割合と比

べて 10 ポイント以上高く、最も高齢化率の高い地域となっています。 

ゾーン内の人口は、今後も減少していくことが見込まれていますが、高齢者人

口の割合は、平成 42 年（2030 年）においては 46.6％と、引き続き、5 つのゾー

ンの中で最も高いことが予想されています。 

また、労働力人口に対する一次産業就業者の割合が 1割を超え、香取・東総ゾ

ーンに次ぐ高さです。 

市町村別の昼夜間人口比率は平均 95.6％となっており、地域内で活動している

人の多い地域です。特に、居住する市町村内に通勤・通学する人の割合が 6 割を

超えています。一方、東京への通勤・通学者の割合は 3％以下で、県内で最も低

くなっています。 

 

 ２ 産業 

沖合に黒潮が流れ、磯浜が続く恵まれた漁場を持っていることから、勝浦漁港、

鴨川漁港、大原漁港など数多くの漁港が存在し、カツオ、アワビ、イセエビ等種

類に富んだ水産物が水揚げされます。また、和田漁港を基地として全国でも数少

ない捕鯨が行われています。 

農業では、水稲を中心に、花き、いちご、びわ、牛乳、タケノコなど温暖な気

候や地形を生かした多彩な特産品が生産されています。 

変化に富んだ海岸線や緑豊かな丘陵地などの自然環境に恵まれ、多くの観光施

設や宿泊施設などがある観光業の盛んな地域です。夏は海水浴、秋は紅葉狩り、

冬から春にかけては花摘みやいちご狩りといった観光とともに、サーフィンやダ

イビングなど多様なマリンスポーツも楽しむことができます。 

また、道の駅や直売所が多数あり、特に道の駅では、地元で生産された農水産

物やその加工品等の販売だけでなく、体験農業の併設などの工夫を凝らしており、

観光スポットとしても魅力にあふれています。 

さらに、個人旅行客だけでなく、教育旅行や学生のスポーツ合宿など団体客の

受け入れにも取り組んでいます。 

また、近年は、特に「食」による観光振興も盛んになっています。 

 

 ３ まちづくり 

地域の気候や風土を生かした一年中花が楽しめるまちづくりや南欧風のまち



 44 

づくりのほか、館山港多目的観光桟橋や渚の駅を中心とした、みなとまちづくり

が推進されています。また、先進医療施設が立地していることから、「医療・介護」

のまちづくりも進められています。こうした取組や、温暖な気候、海と緑に囲ま

れた自然環境などが魅力となり、首都圏における移住・定住先としての人気が高

く、移住希望者への情報発信や、移住者の地域への定着を支援する取組も展開さ

れています。 

今後は、アクアラインからつながる東関東自動車道館山線の 4 車線化により、

都心や京浜地区からの利便性が一層向上するとともに、圏央道から県内の各主要

都市や観光拠点等を結ぶアクセス道路の整備により、県内各地域へのアクセスも

向上します。 

 

【地域の主な方向性】 

《海と緑のやすらぎの空間の中で、充実した多様なライフスタイルの提供にチャレ

ンジするゾーン》 

  

本地域では、温暖な気候や地形的な特徴を生かし、多様な農林水産業が展開さ

れています。また、多くの観光資源に恵まれ、首都圏有数の観光・リゾート地と

して親しまれてきました。 

一方で、人口減少が続き、県内で最も高齢化率が高い地域でもあるため、若者

の雇用の場や農林水産業の担い手が不足しており、集落機能の低下、耕作放棄地

や荒廃森林の増加、さらに、イノシシなどの有害鳥獣による農作物等への被害が

拡大するなど、数多くの課題を抱えています。 

こうした中、アクアラインからつながる東関東自動車道館山線や圏央道などの

広域道路網の整備進展に伴い、高速バス路線も充実し、通勤・通学範囲が広がり、

また、豊かな自然環境などが魅力となり、都市部に暮らす人々の移住先としての

関心が高まっています。 

そこで、南房総地域への更なるアクセス強化を図るため、東関東自動車道館山

線、国道 127 号富津館山道路の 4 車線化を促進するとともに、鴨川・大原道路、

館山・鴨川道路などの地域高規格道路の調査の推進や国道 128 号、国道 297 号、

国道 410 号などの整備を推進します。さらに、幹線道路と主要な都市や観光地を

結ぶ道路のうち、観光バスなどの大型車のすれ違いが困難な県道市原天津小湊線

などの改良を進めます。 

また、農林水産業の意欲ある担い手の確保・育成のための体制づくりの促進や

鳥獣被害対策の実施に取り組むほか、６次産業化・農商工連携の促進、熱帯果樹

などの新たな地域特産物の開発、観光・体験型農林漁業、いわゆるグリーン・ブ

ルーツーリズムなどの取組を促進します。さらに、空き公共施設等を活用した企

業誘致や起業支援、各種マリンスポーツをはじめとするスポーツツーリズムの取

組も進めていきます。また、行政、企業、地域住民が一体となったホスピタリテ

ィの醸成を図り、本地域を訪れる観光客や移住先として関心を持つ人々に対し、
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自然の中での安心子育てライフ、趣味やレジャーを満喫する二地域居住など、多

様なライフスタイルを提案し、積極的に地域の魅力を発信していきます。 

今後も引き続き高齢化率が高まると推測されますが、気候が温暖で高齢者も生

活しやすいことから、高齢者が働きやすい環境づくりを進め、シニアパワーを積

極的に地域産業に活用するとともに、高齢者をターゲットとする医療・健康産業

等の展開を促すことなどにより、地元雇用の拡大、生産年齢人口の増加につなげ、

併せて、人口減少・高齢化の中でも豊かに生活を維持できる地域としていくこと

が必要です。 

また、美しい自然、豊かな食文化、道の駅や直売所、レジャー施設や宿泊施設、

医療施設等あらゆる地域資源の発掘、活用、連携により、観光と農林水産業を軸

とした、この地域ならではの産業創出や、健康・環境といった成長分野での新た

なビジネス展開、バイオマスや小水力発電などを活用した地域活性化への取組も

期待できることから、民間企業や市町村等と連携・協力し、地域の可能性を広げ

ていくことが重要です。 

 

 


