
東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会 

～これまでの主な取組～ 



「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」設立総会 

１．設立総会 （平成２１年７月３１日） 

１．設立総会（議事） 

 1）協議会規約（案）について 

 2）協議会役員（案）について 

 3）協議会平成21年度事業計画（案） 

 4）協議会平成21年度予算（案） 

 

承認・議決 

「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会（仮称）」設立趣意書 

 

 東京湾アクアラインの通行料金は、現在、国の『生活対策』（新たな経済対策

に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議）等に基づき、休日を中

心に普通車を1000 円とするなどの料金引き下げが実施され、アクアラインの1 

日あたりの平均交通量が前年同期比に対して約40％増加し、さらに南房総地

域の観光施設における観光入込客数も前年同期間に対し約14.8％増加するな

ど、その効果が現れております。 

 さらに、首都圏における交流・連携の強化や地域経済の活性化、並びに京葉

道路など湾岸部の渋滞緩和などによる環境等への負荷の軽減など、その効果

を更に拡大させる必要があることから、千葉県が主体となり、本年8 月1 日から

平成23 年3 月31 日までの間、東京湾アクアラインの通行料金がETC 車に限り、

全日通行料金を普通車800 円、大型車1320 円など全車種を対象に大幅に引

き下げる社会実験が実施されます。 

 県は、今回の通行料金引下げの効果を本県経済の活性化や地域の振興に確

実に結び付けていくため、去る6 月4 日に知事を本部長として関係部局長で構

成する「アクアライン活用戦略本部」及び関係課の職員で構成する「アクアライン

活用戦略チーム」を新たに設置して、観光産業の振興や企業立地の促進、関連

道路網の整備等を積極的に取り組もうとしております。 

 一方、千葉県南部地域にとって、全日、全車種を対象とした大幅な料金値下

げは観光をはじめとした産業振興や地域振興の面から、永年の悲願でありまし

た。このため、今回の社会実験を成功させ、料金引き下げの恒久化の実現に向

け、各々が率先して行動を起こすことが肝要と考えます。 

 こうしたことから、４市は、千葉県南部地域における行政、関係団体及び企業

等が相互に連携し、今回の通行料金引下げの効果を産業振興や地域振興に

確実に結び付け、社会実験の成功、ひいては国策としての料金引き下げにつな

げることを目標に、「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会

（仮称）」を設立することとしました。 

設立趣意書 

＜会員（設立時）＞ 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、館山市、 

南房総市、鋸南町、御宿町、木更津商工会議所、君津商工会
議所、館山商工会議所、木更津市富来田商工会、富津市商
工会、袖ケ浦市商工会、鋸南町商工会、木更津市観光協会、
君津市観光協会、富津市観光協会、袖ケ浦市観光協会、館
山市観光協会、鋸南町観光協会 1 



県政（県知事）への要望書提出 

２．県政（県知事）への要望 （平成２１年１１月２４日） 

 「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会（会長：木更津市長 水越勇雄）」（以下「協議

会」という。）では、平成21年8月1日から開始された「東京湾アクアライン料金引下げ社会実験」を成功さ

せ、通行料金引下げの恒久化の実現に向けて、千葉県と連携して取り組んでいくため、森田千葉県知事

を訪問し、協議会の活動状況等を紹介するとともに、「東京湾アクアラインを活用した地域づくりの推進の

ための要望書」を提出。 

   ○日時 ： 平成21年11月24日（火） 11時30分～ 

   ○場所 ： 千葉県庁本庁舎6階 知事執務室 
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平成22年度総会及び森田千葉県知事との意見交換会 

３．平成２２年度総会及び森田千葉県知事との意見交換会 （平成２２年７月２６日） 

１．平成２２年度総会（議事） 

 1）協議会平成21年度活動報告 

 2）協議会平成21年度決算報告 

 3）協議会平成22年度事業計画（案） 

 4）協議会平成22年度予算（案） 

 5）協議会役員の変更について 

 

２．森田千葉県知事との意見効果会 

 「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」では、平成21年8月1日から開始された「東京湾アクアライン料

金引下げ社会実験」を成功させ、通行料金引下げの恒久化の実現に向けて、千葉県と連携して取り組んでいくため、森田千

葉県知事との意見交換会を開催。 

 

３．意見交換会における木更津市長（協議会会長）発言要旨 

承認・議決 

１．前役員名 

  東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会 副会長 

  君津市観光協会 会長 坂井 正視 

２．新役員名 

  東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会 副会長 

  君津市観光協会 会長 佐野 一徳 

３．変更事由 

  平成22年5月27日開催の君津市観光協会総会において、君津市  

 観光協会会長が変更となったため。 

役員変更 

 木更津市は「東京湾アクアライン」の千葉県側着岸地として、平成９年の開通来、その効果を地域として最
大限得るためにも通行料金の引下げは、永年の悲願であり、社会実験をご英断頂きました森田千葉県知事に
は、感謝の意を申し上げる 。 

 本社会実験を千載一遇の好機と捉え、「観光・交流人口の増加」、「定住人口の増加」、「企業立地の促
進」、の3つを柱とする「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進事業」を平成２１度から実施。 

 平成２４年度には、圏央道が茂原・東金まで開通する。こうした圏央道の整備も見据えながら、東京湾アク
アラインの料金引下げは、千葉県南部地域にとって、地域活性化の起爆剤となることから、アクアラインの
着岸地である本市としても、千葉県とともに国に対して強く要望するところ。  
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森田千葉県知事と経済団体・関係自治体との面談等① 

４．森田千葉県知事との面談等 （平成２２年１１月１９日） 

１．概要 

 平成22年10月29日（金）、森田千葉県知事が馬淵国土交通大臣（当時）に対して、「東京湾アクアライン料金引下げ社会実

験」終了後の平成23年度から、地方負担を伴わないよう、国策による恒久的な料金引下げを求める要望書を提出し、馬淵国

土交通大臣からは、年内には結論を出す方針が告げられた旨報道。 

 「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」（以下「協議会」という。）では、協議会の設立目的である社会実

験を成功させ、通行料金引下げの恒久化の実現に向けて、リーダーシップを発揮して頂いている森田千葉県知事を強く後押

しするため、県内商工・観光団体等とともに森田千葉県知事と面談し、地域の総意として国策による恒久的な料金引下げを要

望するとともに、「東京湾アクアラインの恒久的な料金引下げ及び首都圏中央連絡自動車道の早期整備等に関する要望書」

を提出。 
 

２．参加団体 

 千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県中小企業団体中央会、千葉県経営者協会、千葉県経済協議会、

千葉県経済同友会、千葉県観光協会、日本旅行業協会千葉県地区会、千葉県物産協会、千葉県トラック協会、かずさアカデ

ミアパーク立地企業、東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会、木更津市 
 

３．知事の決意表明 

 東京湾アクアラインの料金800円が実現したのは、10年近くにわたる地元の強い熱意の重なりによるもの。 

 先般、馬淵国土交通大臣（当時）と面会してきたが、大臣には不退転の決意であることを強く表明。 

 空港、圏央道から全てアクアラインに流れ、首都圏の混雑緩和等、経済に貢献している。まさに首都圏の大

動脈を形成している。人間で言えば首都圏は心臓部。これを止まらせてはならない。 

 年内には結論が出ると思うが、地元の熱意がなければ国には届かない。各団体代表の皆様には、この熱気を5

倍、10倍にして頂き、森田を支持して頂きたい。今こそ千葉県のチームスピリットを発揮させるべきとき。 
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東京湾アクアラインの恒久的な料金引下げ及び 
首都圏中央連絡自動車道の早期整備等に関する要望書 

 
「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」
（以下「協議会」という。）は、昨年８月１日から森田千葉県知
事の強いリーダーシップにより開始された「東京湾アクアライン
料金引下げ社会実験」を成功させ、通行料金引下げの恒久化の実
現に向け、千葉県南部地域における行政、関係団体等が相互に連
携し、今回の通行料金引下げの効果を産業振興や地域振興に確実
に結び付けることを目的に昨年7月に設立し、現在、行政及び商
工・観光団体、２５団体で構成しております。 
 
 協議会では、本社会実験を千載一遇の好機と捉え、各構成団体
において様々な取組を講じております。例えば、南房総市では、
南房総の魅力を高める取組として、「南房総家族時間」をテーマ
に、安心して泊まれる宿の厳選や南房総を代表する食文化等の販
促、また、鴨川市では、東京湾アクアライン８００円記念キャン
ペーンと題し、「おらが丼」の８００円割引券プレゼント等、８
００円にちなんだ割引を期間限定で実施するなど、社会実験の効
果を地域の活性化に繋げるため積極的な取組を講じております。 
 
 一方、東京湾アクアラインの料金引下げの効果を更に拡げ、高
めるためにも、東京湾アクアラインを通じて、県内、首都圏を環
状にアクセスする首都圏中央連絡自動車道の早期整備が必要不可
欠であると考えます。 
 
 協議会では、本社会実験の１年８ヵ月は、千葉県南部地域、ひ
いては千葉県経済の活性化に向けた準備期間であると考えており
ます。協議会と致しましては協議会の総意として、本社会実験の
効果が一過性のものとならないためにも、各団体の連携を一層強
固なものとし、知事の背中を強く後押するため、自らの地域を盛
り立てて参りますので、下記事項について貴職の特段のご配慮を
賜りたく強く要望致します。 

 

記 

 

（要望事項） 

１．社会実験終了後において、地方負担を伴わないよう国策とし   

  ての恒久的な料金引下げに向けた国への強い働きかけとリー 

  ダーシップ 

２．東京湾アクアラインの料金引下げの効果を一層高めるため、 

  首都圏の骨格を形成する首都圏中央連絡自動車道の早期整備 

  に向けた国への強い働きかけとリーダーシップ 

３．社会実験により一部顕在化した交通渋滞やそれに伴う高速バ 

  スの遅延など、料金引下げの効果を地域として最大限得るた 

  めに必要な課題（関連道路網の整備等）への対応 

 

 平成２２年１１月１９日 

 

       東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会 

           会長 木更津市長 水越 勇雄 

森田千葉県知事と経済団体・関係自治体との面談等② 
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東京湾アクアラインの料金引下げの恒久化に向けた「総決起集会」の開催① 

５．「総決起集会」の開催 （平成２２年１２月６日） 

１．概要 

 「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会（会長：木更津市長 水越勇雄）」は、平成23年3月末の「東京湾

アクアライン料金引下げ社会実験」終了後、国策による恒久的な料金引下げを求める「総決起集会」を平成22年12月6日

（月）、木更津市民会館大ホールにおいて開催し、千葉県や地元選出国会議員、県内経済・観光団体をはじめ、約1,300人の

参加者のもと、「地域の総意」として、通行料金引下げの恒久化を決議した。 
 

２．主催 

 東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会（構成共催25団体） 
 

３．共催 

 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、館山市、南房総市、鋸南町、御宿町、木更津商工会議所、君津商工会議

所、館山商工会議所、木更津市富来田商工会、富津市商工会、袖ケ浦市商工会、鴨川市商工会、鋸南町商工会、木更津市

観光協会、君津市観光協会、富津市観光協会、袖ケ浦市観光協会、（社）鴨川市観光協会、（社）館山市観光協会、南房総市

観光協会、鋸南町観光協会 
 

４．来賓 

 千葉県知事 森田健作（代）、衆議院議員 中後淳、衆議院議員 岡島一正、衆議院議員 金子健一、衆議院議員 石田三

示、衆議院議員 水野智彦（代）、衆議院議員 浜田靖一（代）、衆議院議員 森英介（代）、木更津市議会議長、君津市議会

議長、富津市議会議長、袖ケ浦市議会議長、南房総市議会議長、 （社）千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、 

千葉県中小企業団体中央会、千葉県経済同友会、（社）千葉県経営者協会、（社）千葉県経済協議会、（社）千葉県観光協会、

（社）千葉県物産協会、（社）千葉県トラック協会、（社）日本旅行業協会関東支部千葉県地区会、（社）全国旅行業協会千葉県

支部、千葉県旅行業協会、かずさアカデミアパーク街づくり協議会、千葉県宅地建物取引業協会南総支部、アクアライン800

円実現化推進協議会 
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東京湾アクアラインの通行料金引下げの恒久化を求める決議 
 

 

 東京湾アクアラインは、首都圏中央連絡自動車道や館山自動車
道と一体となり、南房総地域をはじめとする千葉県全域、更には
首都圏全体の観光、物流等を担う主要幹線道路であり、都市間の
円滑な交通を確保し、地域経済に与える効果は極めて大きいもの
がある。 

 東京湾アクアラインの通行料金引下げは、地元の永年に渡る悲
願であり、森田千葉県知事の強力なリーダーシップによって、昨
年８月から全日普通車８００円、大型車１，３２０円などとする
料金引下げ社会実験が実施されているところである。 

 当地域においては、この社会実験により、交通量の増加、物流
の円滑化をはじめ、大型商業施設や企業等の立地も決定し、さら
に、観光入込客数の増加、一次産業の活性化など、その効果は多
岐にわたり、顕著に現れている。 

 政府は、高速道路を段階的に無料化し、物流コスト・物価を引
き下げ、地域と経済を活性化する政策を掲げているが、東京湾ア
クアラインの料金引下げは、まさに、その趣旨に一致したもので
ある。 

 料金引下げ社会実験は、来年３月末をもって終了する予定であ
るが、地域経済への効果を一過性のものとせず、千葉県のみなら
ず、ひいては首都圏全体へ拡げ、更に高めていくために、東京湾
アクアラインの料金引下げ（８００円）の恒久化を国策として行
うことについて、強く要請する。 
  

 以上、決議する。 
  

  平成２２年１２月６日 
 

   東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会 

        会長 木更津市長 水越 勇雄 

東京湾アクアラインの料金引下げの恒久化に向けた「総決起集会」の開催② 
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馬淵国土交通大臣（当時）への決議文手交 

６．馬淵国土交通大臣（当時）への決議文手交 （平成２２年１２月１０日） 

 平成22年12月6日（月）に開催した、東京湾アクアラインの料金引下げの恒久化に向けた「総決起集会」

（主催：東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会）で決議した決議文を協議会会長であ

る水越木更津市長より馬淵国土交通大臣（当時）に手渡し要請 。 

   ○日時 ： 平成22年12月10日（金） 14時15分～ 

   ○場所 ： 国土交通省4階 国土交通大臣室 
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協議会の書面総会 

７．書面総会（協議会の存続及び協議会規約の改正） （平成２３年４月） 

１．概要 

 平成21年8月1日から開始された「東京湾アクアライン料金引下げ社会実験」が、森田千葉県知事の英断により3年間延長さ

れることとなったことを受け、「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」（以下「協議会」という。）では、継続

された社会実験を成功に導き、今後、国策による恒久的な料金引下げを実現するため、協議会の存続、及び協議会存続に伴

う協議会規約の改正を行うもの。 

 

２．書面総会の結果 

 

 

 

 

 

 

３．新旧規約の主な変更点（第２条・目的） 

 

同意する 同意しない 
審
議
事
項 

協議会の存続及び協議会存続に伴う協議会規約
の改正について 会員25団体中／25団体 会員25団体中／0団体 

新 旧 

（目的） 
第２条 協議会は、「東京湾アクアライン料金引下げ社会実験」を
成功させ、通行料金引下げの恒久化の実現に向け、千葉県南部
地域における行政、商工・観光団体及び企業等が相互に連携し、
今回の通行料金引下げの効果を産業振興や地域振興に確実に結
び付けることを目的とする。 

（目的） 
第２条 協議会は、平成２１年８月１日から平成２３年３月３１日まで
千葉県が行う、東京湾アクアラインの通行料金を大幅に引き下げ
る社会実験を成功させ、通行料金引き下げの恒久化の実現に向け、
千葉県南部地域における行政、関係団体及び企業等が相互に連
携し、今回の通行料金引下げの効果を産業振興や地域振興に確
実に結び付けることを目的とする。 
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「ちばアクアラインマラソン」開催への協力① 

８．「ちばアクアラインマラソン」開催への協力 

１．「ちばアクアラインマラソン実行委員会」への就任・参画 

 平成24年10月21日（日）開催の「ちばアクアラインマラソン」の企画・運営を担う「ちばアクアラインマラソン実行委員会」に協

議会から下記3名が就任し、大会開催に協力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．現況説明会及び実務担当者会議（平成２３年１０月１７日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちばアクアラインマラソン実行委員会 

・副会長 

・委員 

・監事 

木更津市長  水越 勇雄（協議会会長） 

館山市長   金丸 謙一（協議会副会長） 

鴨川市長   片桐 有而（協議会監事） 

開催経過（平成23年度） 

・第1回総会 平成23年4月27日（＠京成ホテルミラマーレ） 

・第2回総会 平成23年11月7日（＠ホテルプラザ菜の花） 

・第3回総会 平成24年3月21日（＠千葉県庁中庁舎） 

～以下、平成24年度～ 

・第4回総会 平成24年7月24日（書面決議） 

・第5回総会 平成24年9月13日（＠千葉県庁中庁舎） 

  「ちばアクアラインマラソン」の開催が予定されている10月は、秋の行楽シーズンであり、観光が主産業の千葉県南部地

域にとって、東京湾アクアラインの通行止めに伴う地域産業への影響は可能な限り回避していかなければならないととも

に、大会コンセプトの一つ「千葉県の魅力発信」に資する事業を協議会としても積極的に検討・提案していくため、協議会

主催により、「ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局」を招聘しての現況説明会及び実務担当者会議を開催。 

 なお、「ちばアクアラインマラソン」開催コンセプトの一つ「千葉県の魅力発信」に係る協議会の対応として、具体の方策検

討に向けたワーキング部会の設置を提案。 
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「ちばアクアラインマラソン」開催への協力② 

３．ワーキング部会の設置・開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「ちばアクアラインマラソン」大会前日・当日イベントの開催 

 

 上記、10月17日開催の現況説明会及び実務担当者会議を経て、「ちばアクアラインマラソン」開催コンセプトの一つ「千葉

県の魅力発信」に係る協議会の対応として、具体の方策検討に向けたワーキング部会の設置について、会員各位からの

部会員の推薦を依頼。会員25団体から22名の部会員を推薦頂いたところ。下記、開催経過。 

ワーキング部会開催経過 

・第1回ワーキング部会 平成24年4月26日（＠木更津市役所）  

・第2回ワーキング部会 平成24年5月28日（＠福祉会館） 

・第3回ワーキング部会 平成24年6月28日（＠木更津市役所） 

・第4回ワーキング部会 平成24年9月24日（＠福祉会館） 

主な議題 

・ワーキング部会の設置等について 

・イベントスペース及び出店要領（案）等について 

・イベント協力への意向調査結果等について 

・大会前日・当日イベント等について  

• 「ちばアクアラインマラソン」（平成24年10月21日（日））の開催に向けて、大会の共催団体であり、かつ、コースとなる

木更津市及び「東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会」（以下「協議会」という。）では、本大会が競

技のマラソンだけでなく、協議会会員が属する千葉県南部地域の地域振興に大きく寄与する大会となるよう、大会コン

セプトの一つ「千葉県の魅力発信」に資する取組を展開するもの。 

• 具体的な取組としては、多くのランナーやその家族・同伴者等が集う大会前日・当日において、大会イベントスペース

（木更津市民会館駐車場）を会場に、木更津市及び千葉県南部地域の特産を活かした「食」、「物販」等の提供を柱と

する各地域の魅力を積極的に発信するもの。 
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「ちばアクアラインマラソン」開催への協力③ 

＜参考：イベント時の様子＞ 
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