
 

 

東京２０２０への機運醸成に向けた情報発信事業【新規】 

予算額 30,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、県民の大会への関心を高めるため、県内の 

オリパラ関連情報発信を集中的に行うとともに、ＳＮＳを活用した県民等からの情報発信を

行います。 

   

２ 事業の内容 

（１）オリンピック・パラリンピック関連番組放送 24,236千円 

  県内開催競技のルールや見どころの紹介、県内市町村の事前キャンプ誘致・受入れに   

向けた取組、県民にスポットを当てたおもてなしの活動などの情報を、テレビ番組で放送  

します。 

また、その映像を編集して国内外向けの動画配信やイベント等での上映に活用します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（仮称）千葉の魅力発信隊事業 5,764千円 

身近で情報拡散力の高いＳＮＳを活用し、県民等が体験した様々な「千葉の魅力」を

幅広く全国に発信していくことで、千葉を「訪れたい」、千葉の産品を「買いたい」など

の具体的な行動を誘発します。 

 

 

 

 

 

 

 

                   担当課・問い合わせ先 
（１）総合企画部東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進課 
０４３－２２３－２４３４ 

（２）総合企画部報道広報課 
 ０４３－２２３－２２５２ 
 

タイトル：(仮)楽しもう！CHIBA de Tokyo 2020 

制作本数：年間24本（再放送も含めて年間48回） 

放送日時：週１回（5分間） 

番組内容：ア 県内開催オリパラ８競技について、ナビゲーターによる競技紹介 

①競技ルールを理解する、②競技の見どころを掴む、③競技を体験する の３ステップ 

     イ ホストタウン情報等（各市町村における交流活動や、おもてなし活動に取り組む団体の紹介） 

ウ 情報コーナー（県内で開催されるオリパラ関連イベントや競技大会等の紹介） 

「発信隊」の結成 

パワーブロガー等による研修会を開催し、

100名程度の“隊員”を募る。 

（県民のほか、週末のサーファーなど千葉

を訪れる方々も想定） 

以後、県 HP 等の活用により随時募集し、

2020オリパラまでに300名を目指す。 

投稿開始 

“隊員”は、県が立ち上げ
るFacebookに投稿する。 
食べ物や観光スポット等
の投稿時には、購入方法や
アクセス等の情報を付加
することを求め、閲覧者の
具体的な行動を誘発する。 

「いいね！」 

獲得上位者の表彰 

“隊員”のモチベーション 

維持等を図るため、 年度末

に表彰を行う。 
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東京オリンピック・パラリンピックに向けたボランティアの確保・育成 

【一部新規】 
予算額 19,329千円（H29 13,220千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

東京オリンピック・パラリンピック大会の開催を見据え、千葉を訪れる外国人観光客

等へのおもてなしの充実に向けて、コミュニケーション支援体制を整備するため、   

ボランティアの育成に取り組みます。 

また、大会時に主要駅や空港等で活動する都市ボランティアを平成３０年夏頃に募集

します。 

 

２ 事業の内容 

（１）外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 3,935千円 

    入門・初級の語学力の方を対象に、簡易な外国語を用いて道案内等ができる人材を 

育成する講座を実施します。 

（２）通訳ボランティア養成講座 6,000千円 

一定の語学力を有する方を対象に、通訳としての心構えやおもてなし等に関する 

講義、言語別ロールプレイングなどの講座を実施します。 

（３）外国語観光ボランティアガイド養成事業  1,500千円 

   主に県内観光ボランティア団体で活動している者を対象に、外国人観光客が訪れる

観光地において、実践的な養成講座を開催します。 

（４）都市ボランティアの募集・運営 [新規] 7,894千円 

・ボランティア管理システム等の構築 

   多くのボランティアを確保するため、募集サイトを創設するとともに、情報管理を 

適正かつ効果的に行うため、データベースを作成します。 

   ・都市ボランティア募集説明会の開催 

   オリンピック・パラリンピックのボランティア経験者等によるボランティア活動の

魅力発信とあわせ、都市ボランティアの活動内容の説明、募集の周知を図ります。 

・募集リーフレット・ポスターの作成 

都市ボランティアの募集リーフレット・ポスターを作成します。 

 

                   担当課・問い合わせ先 
（１）（４） 

環境生活部県民生活・文化課 
   ０４３－２２３－４１４７ 
（２）総合企画部国際課 
   ０４３－２２３－２３９２ 
（３）商工労働部観光企画課 
   ０４３－２２３－２４１９ 
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幕張メッセ大規模改修事業 

予算額 1,236,410千円（H29 798,300千円） 

（債務負担行為 1,435,000千円） 

［特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業］ 

 

１ 事業の目的 

   開設から約３０年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいる幕張メッセについて、

今後の更なる競争力を確保していくため、大規模改修を継続して実施します。 

 

２ 事業の概要 

（１）計画期間 １５年間（平成２８年度～４２年度） 

（２）総事業費 約１６０億円（見込） 

（３）主な内容 

 ・特別高圧受変電設備・高圧受変電設備等の更新 

 ・屋根・床の張替え 

 ・自動制御設備・消火設備の更新 

 ・エレベーター増設、トイレ・中央エントランスのリニューアル 

 

３ 平成３０年度の実施内容 

   東京オリンピック・パラリンピックの開催及び大会後も見据え、老朽化対策及び利便

性向上のため、以下の改修工事を行います。 

（１）特別高圧受変電設備・高圧発電設備の更新 

    施設全体の電力を担う特別高圧受変電設備や、停電時に防災機能を維持するための

高圧発電設備等を更新します。 

（２）トイレ・中央エントランスのリニューアル 

    トイレの壁・床・天井等の張替えや洋式化などの全面リニューアル、幕張メッセの

玄関口である中央エントランスの機能向上を図ります。 

（３）エレベーター・エスカレーターの更新・増設 

    既存設備の更新、エレベーター未設置の展示ホール等にエレベーターを増設します。 

 

 

 

特別高圧受変電設備 エレベーターの増設 
（イメージ） 

トイレのリニューアル 
（イメージ） 

担当課・問い合わせ先 
商工労働部経済政策課 
０４３－２２３－２７１３ 
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県立九十九里自然公園整備事業 

予算額 91,700千円（H29 56,693千円） 

 

１ 目的・概要 

県立九十九里自然公園の魅力を利用者に伝えるとともに、利用の促進を図るため、  

東京オリンピックのサーフィン会場となる一宮町の釣ヶ崎海岸に自然公園施設を整備 

します。 

 

２ 事業内容 

・平成３０年度内に、自然公園の造成工事（約１ヘクタール）を完了させます。 

 （平成３２年度 東京五輪終了後に外構工事（駐車場、進入路、園地）を実施予定） 

 

３ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 全体スケジュール 

 ・平成２９年度 自然公園施設 実施設計 

 ・平成３０年度 保安林解除手続き 自然公園造成工事 

 ・平成３１年度 【組織委員会】テストイベント、【町】建築工事（休憩所）  

・平成３２年度 東京五輪開催 自然公園外構工事 

 ・平成３３年度 自然公園施設の供用開始 

担当課・問い合わせ先 
環境生活部自然保護課 
０４３－２２３－２９７１ 

一宮町 釣ヶ崎海岸 

自然公園施設 
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オール千葉おもてなし推進事業・食のおもてなし力向上事業 

予算額 21,000千円（H29.9補正 15,000千円） 

   

１ 事業の目的・概要 

  千葉県を訪れる多くの方々が「また千葉県に行きたい」と心から思えるよう、オール

千葉での「おもてなし」の機運を加速するための取組を行います。 

  また、千葉県ならではの食のおもてなし力を向上させるため、農林水産物直売所や 

飲食店等と連携した取組を行います。 

 

２ 事業内容 

（１）オール千葉おもてなし推進事業 14,000千円 

  ア おもてなしシンポジウム（フォーラム）の地域別・分野別開催 10,100千円 

優れたおもてなしを実践している事業者等による講演、高い評価を受けている 

おもてなし事例等の紹介、外国人が喜ぶおもてなしについての講座などを実施  

します。 

[規 模] 各回約200名 

[場 所] 地域別：北総エリア、九十九里・南房総エリア、ベイ・東葛エリア 

分野別：経済観光分野 

  イ おもてなしリーフレットの増刷・配付 3,900千円 

おもてなしの先進事例や手法等を説明したリーフレットを、東京オリンピック・

パラリンピック開催の2020年において観光現場やボランティア活動等の中心と 

なる世代である県内の高等学校等の生徒に配付し、オール千葉でのおもてなしの 

機運を若い世代からも浸透させていきます。 

[部 数] 170,000部 

 

（２）食のおもてなし力向上事業 7,000千円 

ア 農林水産物直売所等おもてなし力向上事業 1,500千円 

 平成 29 年度のおもてなし力向上のための調査結果を踏まえ、県内の農林水産物

直売所や農林漁家レストラン、農林漁業体験施設での「おもてなし力」の向上に  

関する研修会を実施します。 

イ「ちばの郷土料理」再発見事業 5,500千円 

 平成 29 年度の郷土料理に関する調査結果（郷土料理の種類、取扱店舗などの  

リスト）を活用し、県民や観光客に情報発信を行うとともに、ホテルや飲食店の  

料理人等に対する研修会や、「ちばの郷土料理フェア（仮称）」の開催により、本県

の郷土料理をＰＲします。 

 

担当課・問い合わせ先 
（１）商工労働部観光企画課 

０４３－２２３－２４１９ 
（２）農林水産部流通販売課 

０４３－２２３－２９６３ 
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観光地魅力アップ整備事業 

予算額 280,000千円（H29 300,000千円） 

   

１ 事業の目的・概要 

多くの観光客が利用する公衆トイレや駐車場、観光案内板等の設置・改修について、

その経費の一部を助成します。 

 

２ 事業内容 

（１）観光地魅力アップ整備事業 

①市町村整備施設 

ア 補 助 率：対象経費の２／３以内 

（観光案内板で外国語表記のない物は１／２以内） 

イ 補助限度額：10,000千円 

ウ 補助対象：観光関連施設（トイレ、駐車場（サイクルステーションを含む）、   

観光案内板、観光案内所、観光誘客に効果のある照射設備） 

②民間整備施設 

ア 補 助 率：対象経費の１／２以内 

イ 補助限度額：5,000千円 

ウ 補助対象：観光関連施設（駐車場、観光案内板、観光案内所） 

 

（２）観光地トイレ整備スピードアップ事業 

  ※民間整備のみ  

ア 補 助 率：対象経費の３／４以内 

イ 補助限度額：5,000千円 

ウ 補助対象：観光公衆トイレ 

 

                   

 

 

 

 

 

 

市町村整備事例（Ｈ21整備）          民間整備事例（Ｈ28整備） 

 

 

 担当課・問い合わせ先 
商工労働部観光企画課 
０４３－２２３－２４１９ 
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県立施設トイレ改修事業 

予算額 255,090千円（H29 134,470千円） 

 

 

１ 事業の目的・概要 

県立施設のトイレについて施設の魅力向上を図るとともに、外国人観光客の受け入れ

体制を強化するため、老朽化した設備の改修、洋式化等を行います。 
 

２ 事業箇所 

（１）自然公園施設      5,060千円…片貝自然公園施設、白子自然公園施設 等 

（２）都市公園・港湾施設  105,320千円…青葉の森公園、袖ケ浦海浜公園 等 

（３）社会教育施設     40,350千円…青少年教育施設（3施設）、関宿城博物館 

（４）総合スポーツセンター 104,360千円…武道館、弓道場 

 
 

                              

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

トイレ改修のイメージ 

担当課・問い合わせ先 
（１）環境生活部自然保護課（自然公園施設）         ０４３－２２３－２９７１ 
（２）県土整備部都市整備局公園緑地課（都市公園）       ０４３－２２３－３９９５ 

県土整備部港湾課（港湾施設）              ０４３－２２３－３８３０ 
（３）教育庁教育振興部生涯学習課（青少年教育施設）     ０４３－２２３－４１６８ 

教育庁教育振興部文化財課（関宿城博物館）       ０４３－２２３－４１２７ 
（４）教育庁教育振興部体育課（総合スポーツセンター）    ０４３－２２３－４１０６ 
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ちばアクアラインマラソン開催事業 

予算額  140,000千円（H29 47,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

  スポーツを通じた健康増進や体力向上の促進と、千葉県が有する様々な魅力の発信の

ために、東京湾アクアラインを活用した「ちばアクアラインマラソン２０１８」を開催

します。 

２ 事業内容 

（１）開催日時 平成３０年１０月２１日（日）９：５５～１６：００ 
           スタート  ９：５５  車いすハーフマラソン 
               １０：００  マラソン、ハーフマラソン 

（２）種 目 等 

種  目 コース※１ 制限時間※２ 定  員 

マ ラ ソ ン 

（４２．１９５km） 

潮浜公園前（木更津市）～木更津金田ＩＣ～

海ほたる～三井アウトレットパーク木更津

～袖ケ浦市役所～袖ケ浦公園～ほたる野～

清見台～旧木更津市役所 

６時間 １２，０００人 

ハーフマラソン 

（２１．０９７５km） 潮浜公園前（木更津市）～木更津金田ＩＣ～

海ほたる～三井アウトレットパーク木更津

～牛込海岸 

３時間１０分  
５，０００人 

 
(車いす 
ハーフマラソン 
１０名程度含む) 

車いすハーフマラソン

（２１．０９７５km） 
１時間０５分 

※１ 全ての種目において、強風等により東京湾アクアライン橋梁部が走行不能と実行委員会が判断した場合は、

短縮コースにて実施します。 
※２ 各種目のスタート号砲から計測 

  
  

（３）募 集 等 

○募集要項発表 
平成３０年２月中旬 

○募集期間 
平成３０年４月１３日（金）正午から 
平成３０年５月８日（火）午後５時まで 

（４）そ の 他 

○テレビ放映を予定 
 ○千葉の魅力発信のため、大会当日を含む 

各種イベントを実施予定 
 
 
 

  

担当課・問い合わせ先 
教育庁教育振興部体育課 
０４３－２２３－４１０３ 

＜コースマップ＞  
 

ﾌｨﾆｯｼｭ 
旧木更津市役所 
マラソン  －16:00 

フィニッシュ 牛込海岸 
・車いすﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ －11:00 
・ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ    －13:10 

スタート 
潮浜公園（木更津市） 
・車いすﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

9：55－ 
・ﾏﾗｿﾝ・ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 

10:00－ 

海ほたる 
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沿道での物産ＰＲの様子 
 

ちばアクアラインマラソン開催に伴うＰＲ事業 

予算額 30,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

「ちばアクアラインマラソン」の開催に伴い、ランナーやランナーの同行者・応援者

等に千葉の魅力を知ってもらうため、千葉県の観光物産展や、物産品が当たる抽選会、   

農産物や飲料の配布などを通じて本県観光・物産・農林水産物のＰＲを実施します。 
 
２ 事業内容 

（１）千葉県の観光物産展の開催及び千葉県観光のＰＲ 18,000千円 

イベント会場での観光物産展やマラソンコースの沿道におけるランナーへの応援、

物産品の提供を通じて、観光・物産のＰＲを実施します。 
 

（２）大会来場客及び観光ＰＲの向上に向けた抽選会 2,000千円 

大会に参加するランナーに同行する応援者等が参加できる抽選会を実施するほか、

抽選会の参加者を対象とした本県観光の魅力をＰＲします。 
 

（３）農産物や飲料の配布、県産農林水産物のＰＲ 10,000千円 

  ランナーに県産農産物や飲料を配布するほか、プレイベント等で県産農林水産物の

ＰＲを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            

 

 

 

 

 

担当課・問い合わせ先 
（１）及び（２） 
商工労働部観光企画課 
０４３－２２３－２４１９ 

（３） 
農林水産部流通販売課 
０４３－２２３－３０８５ 
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