
「くらし満足度日本一」を目指して「くらし満足度日本一」を目指して

千葉県千葉県

平成２２年１０月平成２２年１０月



目 次目 次

人口の状況 ･････････････････････････････････････････････････ 2

千葉県の宝－豊かな自然－ ･･･････････････････････････････････ 3

千葉県の宝－農林水産業－ ･･･････････････････････････････････4

千葉県の宝と経済・地域の活性化 －成田国際空港－ ･･････････ 5

千葉県の宝と経済・地域の活性化 －東京湾アクアライン－ ･････ 6

安全で豊かなくらしの実現 ････････････････････････････････････ 8

未来を担う子どもの育成 ･････････････････････････････････････ 9

「くらし満足度日本一」を目指して ･････････････････････････････ 10



2

人口（平成17年度国勢調査）人口（平成17年度国勢調査）千葉県人口の推移（各年1月1日現在）千葉県人口の推移（各年1月1日現在）
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705
606
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41.6
41.8
41.8
42.4

県名県名

沖縄県沖縄県

平均年齢（歳）平均年齢（歳）

愛知県愛知県

滋賀県滋賀県

埼玉県埼玉県

神奈川県神奈川県

千葉県千葉県

平均年齢（平成17年度国勢調査）平均年齢（平成17年度国勢調査）

県名県名

東京都東京都

人口（万人）人口（万人）

大阪府大阪府

神奈川県神奈川県

愛知県愛知県

埼玉県埼玉県

千葉県千葉県

人口の状況人口の状況

人口は、約620万人と全国で6番目に多い県です。戦後、急激な人口流入・都市化が進み、
昭和20年に約200万人だった人口が約3倍に増加しました。昭和43年に300万人、49年に
400万人、58年に500万人、平成14年に600万人を突破しています。

平均年齢は42.4才で、全国6番目に若い県です。しかしながら、全国的に人口が減少に転じ
る中、本県も平成29年頃までには人口減少に転じる見込みです。

人口は、約620万人と全国で6番目に多い県です。戦後、急激な人口流入・都市化が進み、
昭和20年に約200万人だった人口が約3倍に増加しました。昭和43年に300万人、49年に
400万人、58年に500万人、平成14年に600万人を突破しています。

平均年齢は42.4才で、全国6番目に若い県です。しかしながら、全国的に人口が減少に転じ
る中、本県も平成29年頃までには人口減少に転じる見込みです。
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千葉県の宝 －豊かな自然－千葉県の宝 －豊かな自然－

冬でも温暖な本県では、2月には露地（ろじ）花（ばな）が咲き、さらに県の花である菜の花を
始め色とりどりの花が咲きはじめます。三方を海に囲まれた中に、房総丘陵や下総台地が

広がり、里山など豊かな自然が残されています。

冬でも温暖な本県では、2月には露地（ろじ）花（ばな）が咲き、さらに県の花である菜の花を
始め色とりどりの花が咲きはじめます。三方を海に囲まれた中に、房総丘陵や下総台地が

広がり、里山など豊かな自然が残されています。

九十九里浜九十九里浜 里山の風景（鴨川市）里山の風景（鴨川市）

南房総の花畑（南房総市）南房総の花畑（南房総市）
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千葉県の宝 －農林水産業－千葉県の宝 －農林水産業－

千葉県が産出額全国第1位の主な農産物千葉県が産出額全国第1位の主な農産物

21
23
26

品目品目 全国比率（%）全国比率（%）

いせえびいせえび

かたくちいわしかたくちいわし

すずきすずき

千葉県が産出額全国第1位の主な水産物千葉県が産出額全国第1位の主な水産物

47
14
86
49
21
17
16
13
13

品目品目 全国比率（%）全国比率（%）

花き花き

野菜・

果物等

野菜・

果物等

ストックストック

洋らん（切花）洋らん（切花）

落花生落花生

なばななばな

さつまいもさつまいも

日本なし日本なし

えだまめえだまめ

ほうれんそうほうれんそう

だいこんだいこん

本県は、農業産出額が全国第3位、漁獲量が第4位という全国有数の農林水産県です。
主な農作物として、「ストック」「洋らん」などの「花（か）き」が全国1位の生産額を誇っており、
「落花生」「なばな」「さつまいも」「日本なし」などの野菜・果物も全国1位となっています。
水産業においても、4年連続水揚げ量全国1位の銚子港を擁し、「いせえび」「かたくちいわし」
「すずき」は漁獲量が全国1位となっています。

本県は、農業産出額が全国第3位、漁獲量が第4位という全国有数の農林水産県です。
主な農作物として、「ストック」「洋らん」などの「花（か）き」が全国1位の生産額を誇っており、
「落花生」「なばな」「さつまいも」「日本なし」などの野菜・果物も全国1位となっています。
水産業においても、4年連続水揚げ量全国1位の銚子港を擁し、「いせえび」「かたくちいわし」
「すずき」は漁獲量が全国1位となっています。
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千葉県の宝と経済・地域の活性化 －成田国際空港―千葉県の宝と経済・地域の活性化 －成田国際空港―

成田空港の年間発着枠を２２万回から３０万回に増加させることについて、１０月１３日

に地元合意がなされました。来年度以降、段階的に発着枠の増加がなされ、早ければ

2014年度には３０万回が実現する見込みです。

現在、この年間発着枠３０万回を見据え、国際交流・ビジネス機能を強化するため、

県として、国際空港都市としての将来ビジョンを検討しています。

成田空港の年間発着枠を２２万回から３０万回に増加させることについて、１０月１３日

に地元合意がなされました。来年度以降、段階的に発着枠の増加がなされ、早ければ

2014年度には３０万回が実現する見込みです。

現在、この年間発着枠３０万回を見据え、国際交流・ビジネス機能を強化するため、

県として、国際空港都市としての将来ビジョンを検討しています。

20132013

20142014

20122012

20112011

20102010

20092009

年間発着能力年間発着能力施設面・運用面の課題施設面・運用面の課題年年 度度

北伸計画の供用 22 万回

への字誘導路の改善

運用制限の緩和運用制限の緩和

同時離着陸運用の導入同時離着陸運用の導入 駐機場

の増設

駐機場

の増設

駐機場

の増設

新設誘導路の供用

25 万回

27 万回

30 万回

成田空港

成田空港は、バランスのとれた豊富な国際ネットワークが強み成田空港は、バランスのとれた豊富な国際ネットワークが強み

日本
▼仁川出発（1/11-17）1,613便/週

韓国
中国本土
台湾・香港
他アジア

欧州・中東
北米
オセアニア
国内

21％

30％
7％

21％

7％ 8％
3％

欧米ｵｾｱﾆｱ
18％ 3％

▼成田出発（1/11-17）1,582便/週

8％
14％

11％

16％9％

20％

7％

15％

３６ヶ国3地域、9７都市に週1500便近い旅客便が就航３６ヶ国3地域、9７都市に週1500便近い旅客便が就航

ヨーロッパ・中近東ヨーロッパ・中近東
1616カ国カ国2222都市都市

アジアアジア
1313カ国３地域カ国３地域4343都市都市

オセアニアオセアニア
33カ国カ国99都市都市

北米北米
22カ国カ国2121都市都市

中南米中南米
22カ国カ国22都市都市

アジア
49％

アジア
79％

欧米ｵｾｱﾆｱ
36％

成田空港の国際航空ネットワーク成田空港の国際航空ネットワーク空港容量拡大に向けた流れ空港容量拡大に向けた流れ
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東京湾アクアラインは、首都圏道路網の大動脈となっています。現在、社会実験として通行料

の引下げを行っており、アクアラインを通って千葉県を訪れる観光客が大幅に増えています。

東京湾アクアラインは、首都圏道路網の大動脈となっています。現在、社会実験として通行料

の引下げを行っており、アクアラインを通って千葉県を訪れる観光客が大幅に増えています。

交通量は前年比交通量は前年比55割割増増
人・物の流れが活性化人・物の流れが活性化

東京湾アクアライン（海ほたる）

（平成21年8月～22年3月の8ヶ月間を
前年同期8ヶ月間と比較）

2,400円 3,000円 3,600円 4,950円 8,250円
1,860円 2,320円 2,780円 3,830円 6,380円

640円 800円 960円 1,320円 2,200円

軽自動車軽自動車

通常料金通常料金

ETC特別割引ETC特別割引
今回の
社会実験
今回の
社会実験 ETC車ETC車

普通車普通車普通車 中型車中型車 大型車大型車大型車 特大車特大車

今回の社会実験での東京湾アクアラインの料金今回の社会実験での東京湾アクアラインの料金

千葉県の宝と経済・地域の活性化－東京湾アクアライン－千葉県の宝と経済・地域の活性化－東京湾アクアライン－
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東関東自動車道

北千葉道路

京葉道路

圏央道

東関東自動車道

常磐自動車道

東京湾アクアライン

成田空港

圏央道

外環道

東京湾アクアライン東京湾アクアライン

千葉県の宝と経済・地域の活性化－東京湾アクアライン－千葉県の宝と経済・地域の活性化－東京湾アクアライン－

首都圏中央連絡自動車道、いわゆる

「圏央道」の整備が進んでいます。

アクアラインから県中央部を通って

成田国際空港方面に向かうアクセス

が大幅に改善しています。

首都圏中央連絡自動車道、いわゆる

「圏央道」の整備が進んでいます。

アクアラインから県中央部を通って

成田国際空港方面に向かうアクセス

が大幅に改善しています。

7
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移動交番車 Ｈ22.4から15台導入移動交番車 Ｈ22.4から15台導入

2機以上の運用は
北海道、静岡県と本県のみ

主な取り組み主な取り組み

移動交番車を活用して、交番・駐在所

などから離れた地域に対する街頭活動

を強化しています。

ドクターヘリや救命救急センターへの

運営費補助などにより、救急医療体制

の整備を進めています。

移動交番車を活用して、交番・駐在所

などから離れた地域に対する街頭活動

を強化しています。

ドクターヘリや救命救急センターへの

運営費補助などにより、救急医療体制

の整備を進めています。

ドクターヘリ（2機運用）ドクターヘリ（2機運用）

安全で豊かなくらしの実現安全で豊かなくらしの実現

8
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将来に向けて活力ある千葉県をつくるため、心身ともに健やかな子どもたちの育成に

努めています。

主な取組として、千葉の自然や文化を生かした体験学習や、職場体験などを通じた

キャリア教育を進めています。

本県のキャリア教育は、本年度全国知事会の優秀政策に選ばれました。

また、子どもたちの安全・安心の居場所づくりのため、小学校の空き教室等を利用し、

地域住民の参加を得て、勉強、スポーツ、文化活動など、地域住民との交流活動を

実施しています。

将来に向けて活力ある千葉県をつくるため、心身ともに健やかな子どもたちの育成に

努めています。

主な取組として、千葉の自然や文化を生かした体験学習や、職場体験などを通じた

キャリア教育を進めています。

本県のキャリア教育は、本年度全国知事会の優秀政策に選ばれました。

また、子どもたちの安全・安心の居場所づくりのため、小学校の空き教室等を利用し、

地域住民の参加を得て、勉強、スポーツ、文化活動など、地域住民との交流活動を

実施しています。

放課後子ども教室放課後子ども教室体験活動を通したキャリア教育体験活動を通したキャリア教育

未来を担う子どもの育成未来を担う子どもの育成
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以上、本県には多くの宝以上、本県には多くの宝・ポテンシャル・ポテンシャルがあります。があります。

これらを十分に生かし、県民が「くらし満足度日本一」を誇れるこれらを十分に生かし、県民が「くらし満足度日本一」を誇れる

千葉の実現に取り組んで千葉の実現に取り組んでいいきます。きます。

千葉県少年少女オーケストラ （ドイツ･デュッセルドルフ市）

「くらし満足度日本一」を目指して「くらし満足度日本一」を目指して



千葉県総務部財政課予算第二室
電話：043（223）2074
Fax ：043（224）3884
所在地：〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号

千葉県ホームページ http://www.pref.chiba.lg.jp/
財務状況の概要 http://www.pref.chiba.lg.jp/zaisei/zaisei-gaiyou/index.html
健全化判断比率 http://www.pref.chiba.lg.jp/zaisei/zaisei-gaiyou/kenzenka-h21.html
県債 http://www.pref.chiba.lg.jp/zaisei/kensai/index.html
行政改革 http://www.pref.chiba.lg.jp/soumu/gyoukaku/about/index.html

本資料は投資家向けに情報提供するものであり、投資に関する売買等の取引を提案、勧誘、助言するものでは
ありません。本資料に掲載している情報は、修正される場合があります。
本資料内のデータは、信頼できると思われる各種データに基づき作成しておりますが、正確性、完全性を保証するもので
はありません。

ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会
マスコットキャラクター チーバくん

お問い合わせ先


