圏央道

早期開通機運醸成へ座談会

ど渋滞しませんが︑それは潮来で
止まっているからです︒後背地が
広がると︑産業や観光誘致が進む
という大きな期待があると考えま
した︒
飯沼 東関東道の延長の話もあ
りましたが︑せっかく圏央道や外
環道ができたので︑われわれ千葉
県の観光業界はもっと隣の茨城県

線が通っていますが︑千葉

伸びる放射状の道路や新幹

から関西や東北︑上信越へ

県以外の他の二県には東京

すが︑東京に隣接する千葉

一口に一都三県と言いま

どがあり︑古くからの地場

井のお酒︑成田のお菓子な

子のしょうゆ醸造業︑酒々

あります︒例えば野田や銚

も︑各地に食品系の産業が

達しています︒それ以外に

リアに大きな工業地域が発

産業が地域を特徴づけてい

県にはそういうものがあり
ません︒

ましたが︑成田空港がで

で片付けられることもあり

因として半島性という言葉

ポテンシャルを一気に吐き

圏央道の開通を機に︑その

のバランスが非常に良く︑

全国４位でもあり︑農商工

それに農業生産規模では

ると思います︒

き︑高速道路も館山までつ

千葉がやや遅れている原

ながり︑いろいろと整備が
出していかなければなりま

２８年度に新しく三本目の

また成田空港では︑２０

せん︒

進んでいるものの︑まだま
だ道路が未開通・未整備の
ところがあります︒
しかし︑千葉県は湾岸エ

リットが引き出せますので︑ぜひ

こがつながれば︑環状道路のメ
ありがとうございます︒

さて︑千葉県では森田︵健作︶知

飯沼

きます︒期待は無限にあります︒

ね︒

次に圏央道からみた地域

ランなどが生まれてくるといった

それと県内の良い物を世界中に
災害が激甚化していますね︒災害

木場 気候変動の影響で最近は

月まで

今︑房総半島台風の話が

すべきです︒
石
石田
田

ありましたが︑その前年には西日
本台風があり︑２年連続して大変

もよいですが︑半島中央部には里

交流は当然進みます︒千葉県は海

諸岡 道路が良くなれば︑人の

かり通れるということです︒仮に

災地に向かう車が高速道路をしっ

ために大切なことは救済のため被

大変な被害が出ましたが︑復旧の

農業ハウスの倒壊など各方面に

し︑どう準備するかは難しいので

まっていると思います︒それに対

実態として自動車への依存度が高

共交通は不安﹂という方は多く︑

石田

ですね︒

の地域の入り口なので観光

寸断され︑一時陸の孤島になりま

田空港へ向かう鉄道や高速道路が

諸岡 はい︒昨年の台風では成

どさまざまなインフラをどう活用

ともに︑コロナ後に道路や空港な

した︒コロナに慎重に対応すると

はコロナ禍が終わり︑また

響を受けています︒私から

年はコロナ禍で︑大変な影

があります︒緑も豊富で農

魚など大変おいしい水産物

魚や東京湾にいる江戸前の

ら︑太平洋で捕れる外洋の

所もあれば︑九十九里浜の

海も︑険しい岩場のある場

に囲まれております︒その

場︑東京ドイツ村など︑豊

に加え︑鋸山やマザー牧

幕張メッセ︑成田山新勝寺

と東京ディズニーランドや

滑走路が供用され︑
発着回数が今の約２
倍に増えます︒この
機能拡充により空港
周辺に新しい雇用が
生まれます︒観光に
ついても新しい動き
がスタートするとい
うポテンシャルもあ
ります︒空港機能の

拡充の前に圏央道の

大栄ＪＣＴ│松尾横

芝ＩＣ間が通じると

いう意味を感じ︑そ

の可能性に期待しま

す︒
圏央道は︑お客さ

まを運ぶアクセス道

は周辺の産業を刺激し︑新

ます︒そういう意味で道路

を運ぶ航空物流にも寄与し

辺の農産物︑工業製品など

くると思います︒

田の新しい流れが始まって

が再び動き出せば︑また成

し︑その後に国際間の交通

イクロツーリズムが動き出

いう状態ですが︑国内のマ

路として︑また︑周

しい産業立地を進めるで

往来が始まると思います︒

れれば︑千葉県には新たな

な被害が出る台風がくるというこ
とは︑相当気候が変なことになっ
ていると思います︒これからは毎
年起こっても不思議ではありませ
ん︒だからこそ︑Ａのルートがダ
メでもＢのルートが通れるという
ような︑迂回路を確保することが
大事だと思います︒

・５㌔開通は︑

万回の
万回に増えます︒そ
のインパクトが確実に成田空港周

発着回数が

２８年度には現在の年間

す︒成田空港が機能拡充して２０

スイッチオンだと考えておりま

成田地域にとって新しい夜明けの

尾横芝ＩＣ間の

諸岡 圏央道の大栄ＪＣＴ│松

ンをやりたいと思っています︒

く︑みんなで協力してキャンペー

ひ千葉県の夏の海をアピールすべ

きができませんでした︒来年はぜ

は︑ことしはコロナ禍のため海開

です︒県観光物産協会としまして

ピールすることがまだまだ不十分

てぜひ千葉県に来て下さいとア

飯沼 われわれは圏央道を使っ

す︒

ら圏央道への期待をお願いしま

た︒最後にパネリストの皆さんか

する期待の大きさが分かりまし

木場 今回の議論で圏央道に対

レンジが必要です︒

コロナ禍後のインフラ活用

山という海抜が緩やかな丘陵地帯

１本通れなくなったとしても︑複

すが︑コロナだけでなく︑台風に

地や拠点につながらないと

するのかが大事で︑時代の変化を

以前の生活が戻ってくるこ

業も盛んですから︑おいし

ような長大な砂浜もありま

かな自然を利用した施設も

さらに圏央道開通によ

しょうから︑早く道路がで
きてほしいと思っておりま
ただ︑今現在の成田空港
﹁首都圏の交通﹂﹁空港を

り︑東京一極集中が解放さ

は新型コロナウイルスの影
巡る新しい交流﹂こそ︑わ

す︒

響で︑国際便がほとんど飛

に大切だと思います︒そのために
は高速道路が渋滞せず︑予定した
時間にきちんと荷物が届くことが
その通りですね︒道路

重要ですね︒
石田
田
ネットワークが整備されれば︑渋
滞が少なくなります︒千葉から新
鮮な海と山の幸を新鮮なまま海外
に輸出できるというのが非常に大
事です︒近年︑国内では高品質の
食材輸出が急増しており︑圏央道
を使って︑成田から世界中に輸出
するというビジネスが活発になっ
ていくと思います︒
飯沼 圏央道の未開通部分が開
通しますと︑成田空港と羽田空港
がもう一本の線でつながります︒
そして︑茨城県には茨城空港もあ

羽田と成田がお互いに良

圏央道から旭・銚子方面

インフラ投資を減らして

なと思います︒

がそういうきっかけになるといい

持って果断に進んでいく︒圏央道

実な問題に応えるため︑勇気を

まっています︒しかし︑地域の切

え︑何もせずに立ちすくんでし

﹁国の債務が多すぎる﹂とおび

齢化社会だ﹂﹁人口減少社会だ﹂

きていると思います︒日本は﹁高

きた悪影響がさまざまな所に出て

石田

るよう早く整備してほしい︒

ります︒魅力的な場所に早く着け

が遅れており︑非常に時間がかか

や御宿・勝浦方面は一般道の整備

飯沼

思います︒

路ネットワークは本当に大事だと

の力をさらに高めるため︑高速道

本当に大事な空港です︒成田空港

を上げるためには︑成田も羽田も

をしてほしいですね︒日本の国力

を全体的に高めます︒連携的競争

くなっていくことが︑日本の魅力

石田

てもらいたい︒

便利になります︒ぜひ早く開通し

ば︑いろいろな選択肢が生まれ︑

り ま す の で ︑ 外 国 の 方 か ら 見れ

シャルだと思います︒

いといけない新しいポテン

れわれが作り出していかな

んでいません︒開店休業と

ピーターになってもらいたいです

させ︑初めて来たお客さまにリ

もっと地域でのおもてなしを向上

り上げられる機会が増えました︒

常にきれいになり︑マスコミで取

開通が新たなポテンシャルに

諸岡 圏央道茨城県区間の開通
早く完成してほしいですね︒

と交流すべきと思います︒
で成田空港までつながったことに
事の提唱により︑トイレをきれい
にすると県から補助金が出ます︒

最後の区間がつながる

と︑ネットワークが完成するの
これにより︑観光地のトイレが非

田
石田

より︑北関東や上信越方面の交流
アクアラインを通じ︑対岸の神奈
で︑効果は爆発的に出ます︒です

が目立って増えています︒東京湾
川県と木更津周辺の交流も増えて
す︒

から︑期待は非常に大きいので

・５㌔があります︒そ

す︒
諸岡
岡

から一気通貫で輸出することが期

らブランド野菜を集め︑成田空港

せようとしています︒関東一円か

近い︑圏央道のすぐそばに移設さ

地にあった公設卸売市場を空港に

成田空港周辺では成田市の市街

ていくという機能があります︒

で︑広域な地域を全体的につなげ

圏央道は円環状の道路

経済の発展の展望について伺いま

木場

成田︑羽田の新たな
ルート完成への期待

いますが︑県内にはまだつながっ
ていない

観光振興へ広報強化を
待されます︒これにより︑成田に

んだ千葉の地勢を生かした周遊観
ポテンシャルがあります︒ぜひ新

新しい食材が集結し︑高級レスト
光が期待できます︒銚子や九十九
事業の参入を期待します︒

木場 続いて︑千葉県の観光に
里を巡るネットワークをつくるこ

与える影響について伺います︒
石田 飯沼さんも語っておられ
食材はスピード感が非常

とで人が周遊するコースもできて

どうお知らせするかも大切です︒
への対応について伺いたいと思い

災害備え代替道路必須

す︒
石田

す︒
木場

お客さまが急激に増えてい
ました︒成田空港でＬＣＣ
︵格安航空会社︶が多く飛
ぶようになりましたから︑
国からのお客さまがたくさ

成田空港をお使いになる外
番目にゴルフ場が多いの

ん千葉県にいらっしゃって
さらに︑圏央道が成田ま

で︑東京都や神奈川県など
やってきます︒先ほど申し

でつながったので︑観光協

くれていたのです︒
上げた通り︑海に囲まれて

会は千葉県と協力してバス

になりましたサーフィンに

来年のオリンピック競技

多くの方々に来ていただい

や栃木県︑埼玉県などから

センティブを付け︑群馬県

めます︒

ついても一宮町が競技会場

ていました︒

ても︑千葉県は温暖

それになんと言っ

す︒

やって来ると思いま

圏全域から千葉県に

となったこともあり︑首都

旅行などにいろいろなイン

いますから︑釣り船も楽し

から多くのゴルファーが

また︑千葉県は日本で二

につながると感じました︒

葉県だけでなく首都圏全体の発展

題の解決に寄与し︑その効果は千

光︑防災︑環境問題など社会的課

つながると物流︑都市計画︑観

てることが重要ですね︒圏央道が

効果が出たかを検証して次に役立

はなく︑つながった後にどういう

つながることがゴールで

ひお願いしたいと思っておりま

活性化につながりにくいので︑ぜ

高速道路だけができても地域の

すべきことがいっぱいあります︒

方や幹線道路整備などまだまだな

なるでしょう︒観光と道路のあり

れば圏央道の４車線化などが早く

ぜひお寄せいただきたい︒そうす

があって助かった﹂といった声を

かった﹂﹁災害の時に本当に道路

かった﹂﹁おばあさんの命が助

央道のおかげで﹁私の会社が助

が︑これまでの道路が︑そして圏

しております︒お願いしたいの

の幸せにつながる道路政策を議論

を活発にして地域の役に立ち︑人

つかっておりますが︑観光や産業

本整備審議会道路分科会長を仰せ

私は国土交通省の社会資

が圏央道の完成だと思っておりま

まいりたいと思います︒その契機

業や地域開発に全力を尽くして

すよう︑われわれはさまざまな事

辺地域や千葉県全体につながりま

全線開通へ高まる期待

木場

ましたが︑千葉県には非常に特徴
的な楽しい海があり︑緑も素晴ら
しい︒気候も温暖で本当に良いと
ころだと思いました︒
良い観光地にサッと行けるよう
になる交通ネットワークの効果は
大きいのですが︑観光地でゆっく
り十分に楽しむため︑ウオーキン
グやサイクリングが楽しめる安全
安心な道路も同時に考えなければ

ＩＣＴ︵情報通信技術︶の力でさ
ます︒

なりません︒

まざまな物を一つのサイトで予約
諸岡 昨年９月︑房総半島台風
と命名された台風

できます︒これをさらに充実させ
ようという動きもあり︑ハードだ
直撃しました︒その後も

号が千葉県を

けでなくソフトも重要だと考えま
に３回︑大変な豪雨や暴風に見窑
われました︒特に半島中央部で

ます︒コロナ禍に高速道路はどう

した︒
木場 千葉県にあるよい宝が持
は︑倒木などによる送電線の寸断

対応すべきか︒コロナの影響で自

今度は新たな課題となり

ち腐れにならないよう︑広報活動
で停電が長期間続いたことを昨日

木場

に力を入れて魅力を発信していく
の事のように覚えています︒

があり︑里山レストランやサイク

数の迂回機能の道路があるという

も︑地震にも︑普段の生活にも︑

家用車を使う人が増えているそう

ことが必要ですね︒諸岡会頭はい

リングロードを作ったりしていま

ことが大事︒圏央道が完成し︑北

産業の活性化にも︑観光にも役立

かがですか︒

す︒農業も落花生や梨︑ビワ︑ブ

千葉道路も外環道につながること

つのが道路だと思います︒

誤解も多いのですが﹁公

ルーベリーなど特徴的な物があ

が︑県内の防災・減災に直結する

を揺さぶっており︑成田空港の周

コロナはわれわれの日常
木場 すると︑圏央道が２車線

辺では︑人を運ぶ鉄道はおろか︑

諸岡

一般道の幹線道路はいらな

というのは︑足かせになります

と思います︒
い﹂という話も聞きます

ね︒

いけません︒千葉県は幹線

した︒これは国際的な問題になり

乗り越えていくために新しいチャ

大型バスすらほとんど無くなりま

が︑高速道路のＩＣは︑そ

道路整備が遅れている地域

ますので︑迂回路はしっかり確保

ります︒

とを願い︑本県観光の特長

い野菜や鶏肉や豚肉︑牛肉

多彩な海がありますか

についてお話しさせていた

などが各地にあります︒

す︒内房では秋から冬にか

各地に点在し︑多くの集客

県内の観光施設を見渡す

けて富士山を眺めることも

をしているところです︒

千葉県は県域の三方を海

だきます︒

は︑昨年の台風に続き︑今

現在︑千葉県の観光産業

県土の三方囲む多彩な海

があり︑まだまだ課題があ
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ると思います︒
最後に﹁立派な道路がで
きたから自然と効果が出る
﹂というのも誤解です︒一
般道や立地環境の整備が重
要で︑自治体の地域形成力
の違いが大きく出るでしょ
う︒圏央道沿線の中で優位
性を獲得することや魅力的
な面的開発︑企業立地の促
進︑魅力あふれる農村との
連携など︑道を使いこなす
ための課題に引き続き取り
組んでほしいです︒

19

２０２４年度に千葉県区間の全線開通が予定されている首都圏
中央連絡自動車道︵圏央道︶︒早期完成を目指し︑これまでシン
ポジウムなどを開催してきた首都圏中央連絡自動車道建設促進県
民会議は本年度︑座談会﹁圏央道が繋ぐ千葉の未
来﹂を開催した︒圏央道の整備効果について︑筑
波大学名誉教授で国土交通省社会資本整備審議会
道路分科会会長の石田東生氏︑米屋㈱代表取締役
ＣＥＯで成田商工会議所会頭の諸岡靖彦氏︑県観
光物産協会会長の飯沼喜市郎氏がプレゼンテー
ションを行ったほか︑フリーキャスターで千葉大
学の木場弘子客員教授をコーディネーターとし
て︑パネルディスカッションも実施︒千葉県区間
で 唯 一 未 開 通 の 大 栄 ジ ャ ン ク シ ョ ン︵ Ｊ Ｃ Ｔ ︶│
松 尾 横 芝 イ ン タ ー チ ェ ン ジ︵ Ｉ Ｃ ︶間 が 開通した
際︑本県や首都圏にもたらす経済や観光︑防災面
の効果などを多角的に語り合った︒

巨大な市場を手に
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何をもたらすのかというと︑東京
北関東や東北につながる新たな
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では︑まず圏央道が千葉県の地域
を経由せず北関東や上信越をつな
ルートができます︒
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経済に与える影響について伺いま
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入れる可能性があります︒
もう一つ注目すべきなのが︑東

木更津JCT

り︑観光面ではバラエティーに富

利便性を増し︑せっかくで
きた高速道路を使い倒すと
いうしたたかな視点が必要
です︒
圏央道は暫定２車線です
が︑﹁４車線化しなくても
よいのでは﹂という声もあ
ります︒日本では高速道路
の３割が暫定２車線です
が︑こういう国は他にあり
ません︒２車線では狭く︑
前に遅い車が走っているこ
ともあります︒事故が発生
するとなかなか復旧しない
という問題もあります︒つ
ながっただけでなく４車線
化をどう目指すかが課題で
﹁圏央道ができたから︑
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ションについて他のパネラーの方

観光・経済振興へ高まる期待 地域と人の幸せつなぐ圏央道
から感想などを伺います︒

進めてきたのです︒日本だ

せんから︑公共事業投資を

観光客も企業も誘致できま

通サービスを提供しないと

た国家間競争の中︑良い交

のですが︑グローバル化し

各国とも財政事情は厳しい

約３倍︑韓国も２・５倍︒

析すると︑カナダや英国は

どのように変化したかを分

したとき︑２０１２年まで

の公共事業投資を１００と

をしています︒１９９６年

他の先進国は懸命の努力
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圏央道は２０２４年度に
やっとつながります︒総延
長約３００㌔の高速道路が
首都圏を通る圏央道は︑千
葉県への効果はもちろん大
きいのですが︑首都圏への
効果が非常に大きい︒それ
を千葉県がどう取り込むか
という努力が重要だと思っ
ています︒そこで︑今回は
﹁圏央道を巡る誤解﹂とい
うタイトルでお話しをさせ
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