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６．各事業の実施結果 

 

１．総会・理事会・監査 

区 分 実施日 場 所 内   容 

決算監査 令和２年４月９日 協議会会議室 １．令和元年度事業報告及び収支決算について 

通常総会 令和２年６月１７日 

（第６２回） 

(書面による決議) 

 １．令和元年度事業報告及び収支決算について 

２．令和２年度事業計画(案)及び収支予算（案） 

について 

３．理事の補充選任について 

臨時総会 

（決議の省略） 

令和２年１０月３０日 

（第６３回） 

(書面による決議) 

 １．理事の補充選任について 

理事会 令和２年５月２０日 

(第７９回) 

(書面による決議) 

 １．令和元年度事業報告及び収支決算について 

２．令和２年度事業計画(案)及び収支予算（案） 

について 

３．理事の補充選任について 

（報告事項） 

１．総会の開催方法について 

２．会員の退会について 

 令和２年６月１７日 

（第８０回） 

三井ガーデンホテル

千葉 

（１９名） 

１．会長及び副会長の選定について 

２．「令和２年度千葉県への提言と要望」の項目等に 

  ついて 

 令和２年７月１７日 

（第８１回） 

(書面による決議) 

 

 

１．正会員の入会について 

  （綜合警備保障㈱千葉支社）  

 令和２年１１月９日 

(第８２回) 

三井ガーデンホテル

千葉 

（１９名） 

１．令和２年度職務執行状況について 

２．新たな湾岸道路整備促進に向けた経済団体の 

連携について 

 

２．会長・副会長会議 

区 分 実施日 場 所 内   容 

会長・副会長会議 令和２年８月７日 

（第１回） 

三井ガーデンホテル

千葉 

（８名） 

１．「令和２年度 千葉県への提言と要望」（最終案）」 

について 

２．その他  

  ・県幹部職員との意見交換会について（報告） 

  ・知事との懇談会について 

  ・第二東京湾岸道路の要望活動について  
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 令和３年３月２４日 

（第２回） 

三井ガーデンホテル

千葉 

（８名） 

１．令和３年度 千葉県への提言と要望について 

２．令和３年度事業計画(案)について 

３．令和３年度収支予算書(案)について 

４．その他 

  

３．各委員会の活動 

区 分 実施日 場 所 内   容 

総務委員会 令和２年４月３０日 

（第１回） 

(書面による決議) 

 １．第７９回理事会提出議案について 

 令和２年１０月２日 

（第２回） 

(書面による決議) 

 １．委員長の選任について 

２．令和３年新年賀詞交歓会について 

政策委員会 令和２年４月２１日 「令和２年度千葉県への提言と要望」に関する臨時アンケート実施  

 令和２年７月２１日 

（第１回） 

千葉市文化センター 

（１３名） 

１．委員長・副委員長の選出について 

２．「令和２年度 千葉県への提言と要望」（最終案） 

   について 

３．その他 

   県幹部職員との意見交換会について 

 令和２年１０月６日 

（第２回） 

千葉県教育会館 

（９名） 

１．「令和３年度 千葉県への提言と要望」に向けた 

今後の進め方について 

２．「令和３年度 千葉県への提言と要望」に関する 

会員アンケートの実施について 

３．その他 

第二東京湾岸道路を巡る最近の動きについて 

 令和２年１０月９日 「令和３年度 千葉県への提言と要望」に関する会員アンケートの実施 

 令和２年１１月２５日 

(第３回) 

千葉商工会議所 

(９名) 

１．「令和３年度 千葉県への提言と要望」に関する 

会員アンケートの調査結果及び県への提言・要望

の構成等について 

２．その他 

(検討委員会の活動) 

地方創生等を通じた

地域経済活性化施策

検討委員会 

 

令和３年３月１７日 

 

 

千葉市文化センター 

(７名) 

１．委員長・副委員長の選出について 

２．今後のスケジュール及び提言・要望の項目 

について 

３．提言・要望の素案について 

道路整備・まちづくり

施策検討委員会 

令和３年３月２３日  千葉県教育会館 

(６名) 

１．委員長・副委員長の選出について 

２．今後のスケジュール及び提言・要望の項目 

について 

３．提言・要望の素案について 
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震災・防災対策とエ

ネルギー・環境施策

検討委員会 

令和３年３月９日 千葉市文化センター 

(８名) 

１．委員長・副委員長の選出について 

２．今後のスケジュール及び提言・要望の項目 

について 

３．提言・要望の素案について 

工業用水効率化対策

委員会 

令和２年１０月２８日 

（第１回） 

千葉県教育会館 

（１２名） 

１．千葉県工業用水道事業中期経営計画について 

２．千葉県工業用水道事業業務継続計画について 

３．新型コロナウイルス感染症拡大に伴う負担軽減 

  措置等について 

４．その他 

 

４．千葉県への提言と要望書の提出及び知事・副知事との懇談会、県幹部職員との意見交換会等 

区 分 実施日 場 所 内   容 

知事との懇談会 

「千葉県への提言

と要望書」の提出 

令和２年８月３１日 京成ホテルミラマーレ 

（６５名） 

１．「令和２年度 千葉県への提言と要望書」の提出 

２．提言と要望の趣旨説明 

  （１）新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策に

ついて 

  （２）京葉臨海地域立地企業等の競争力強化等に

向けた環境整備について 

  （３）地方創生等を通じた地域経済の活性化につ

いて 

  （４）道路整備の促進とまちづくりの推進に向けた 

取り組みについて 

  （５）震災･防災対策とエネルギー･環境対策の推進 

    について 

３．提言と要望に関する懇談 

（１）知事からの発言 

    「提言と要望」の提出を踏まえたコメント 

（２）質疑応答 

①働き方改革の推進による新しい行政スタイル

の実現について 

②新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化に

対する支援について 

③新型コロナウイルス禍の千葉県の観光施策に

ついて 

千葉県幹部職員と

の意見交換会 

令和２年７月２９日 三井ガーデンホテル

千葉 

（７５名） 

１．質問・要望内容 

 （１）経済環境を踏まえた経営支援、規制緩和等に

ついて 

①各種税金等の特例税制優遇措置及び特例で

の公共料金減額などの支援・助成制度の新設 
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②倫理条例等の円滑なコミュニケーションを阻害

するような仕組み・運用の見直し 

③危険物施設の資料提出書における基準緩和 

④緑化協定と工場立地法による緑地の二重管理

廃止 

⑤新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の活用について 

⑥バス事業者に対する維持管理費、税金等の費

用の補助について 

⑦観光施策、特に、観光客の誘致や観光土産な

ど、県産品の購買促進などの振興策について 

⑧千葉県の自然公園、特に国定公園の整備に

関する規制緩和について 

（２）新型コロナウイルス感染症、災害対策について 

①来庁者（出入り業者を含む）へのウイルス感染

拡大を防止するための対策強化 

②感染症発生時・拡大時の災害対策（台風・地

震等）の具体的な在り方についての早急な検

討について 

   ③地震や風水害等の災害発生時の電源確保の

ための停電等対応型の分散型電源の導入に

ついて 

 （３）地方創生、地域振興等について 

①県内医療体制の整備及び人材の育成・確保

について 

   ②東京一極集中の是正に向けた受け皿づくりに

ついて 

   ③高速道路インターチェンジ等を生かした多様

な産業の受け皿づくりを進めるための土地利

用についての基本方針（案）について 

④高速道路網の整備の進展を踏まえた工業団

地などの産業用地整備の取組について 

２．県からの施策説明 

   雇用労働関係の支援策 

令和２年度｢千葉県

への提言と要望｣に

ついての副知事と

の懇談 

令和３年３月２２日  千葉県庁 

秘書課応接室 

令和２年度千葉県への提言と要望に対する回答 

（文書回答） 
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５．その他事業 

(１)講演会の開催 （県幹部職員との意見交換会終了後に開催） 

区 分 実施日 場 所 内   容 

講演会 

 

令和２年７月２９日 

 

三井ガーデンホテル

千葉 

（61 名） 

 「新型コロナウイルス感染症と金融経済動向」 

  講師： ㈱ちばぎん総合研究所 

      取締役社長  前田 栄治 氏 

 (２)主な各種協議会、会議等への参画について   

名    称 内     容 

１．首都圏中央連絡自動車

道建設促進県民会議 

８月１４日  世話人会 （書面開催） 

８月１７日  総会 (書面開催) 

８月２５日  道路関係期成同盟４団体要望活動 

要望先：財務省、国土交通省本省、東日本高速鉄道㈱本社 

２月１５日  総会（役員の補充選任 書面開催） 

２．東京湾環状道路並びに

関連道路建設促進期成

同盟 

５月２９日  通常総会 (書面開催) 

８月２５日  道路関係期成同盟４団体要望活動 

要望先：財務省、国土交通省本省、東日本高速鉄道㈱本社 

３．成田空港活用協議会 

６月８日   第１回幹事会 (書面開催) 

８月２０日  第２回幹事会 (オークラ千葉ホテル) 

９月２３日  総会 （書面開催） 

１０月２８日 第３回幹事会（書面開催） 

１２月１８日 第４回幹事会（書面開催） 

２月１６日  第５回幹事会（書面開催） 

２月２６日  第６回幹事会（書面開催） 

３月１９日  第７回幹事会（オークラ千葉ホテル） 

４．千葉県ＪＲ線複線化等

促進期成同盟 

４月３０日  監査 

６月 ４日  定期総会 （書面開催） 

６月２５日  第１回路線別対策部会 （書面開催） 

８月 ３日  第２回路線別対策部会 （書面開催） 

５．ちばアクアラインマラソ

ン実行委員会 

７月３０日  第１回企画調整委員会 （書面開催） 

８月 ７日  第１７回総会 （書面開催） 

６．千葉県スポーツ振興 

基金募金推進委員会 

４月２４日  幹事会 （書面開催） 

５月２１日  委員会 （書面開催） 

７．北方領土返還要求運動

千葉県民会議 
７月７日   通常総会（書面開催）  
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８．千葉県安全安心まちづ

くり推進協議会 
９月 １日  総会 （書面開催）  

９．千葉ウィスコンシン協会 
５月１９日  理事会 （書面決議） 

６月 ６日  総会 （書面決議） 
 

１０．ちばプロモーション 

協議会 

４月３０日  総会 （書面開催） 

３月１日   第１回幹事会・計画部会（書面開催） 
 

１１．「新たな湾岸道路」に

関する経済団体６団体

の連携 

８月２７日  新たな湾岸道路に関する座談会 （ホテルプラザ菜の花） 

１０月２日  新たな湾岸道路の要望活動・要望団体の今後の進め方について 

                                         （千葉銀行本店） 

１０月３０日 新たな湾岸道路の早期実現に関する経済団体６団体要望活動 

        要望先：財務省、国土交通省本省、関東地方整備局、県選出国会議員 

 

 

１２．京葉臨海コンビナート

規制緩和等検討会議 

１１月２７日 要望活動 

要望内容及び要望先 

①高圧ガス保安法に基づく認定完成検査実施者等に対する優遇措置 

の拡大について（経済産業省）  

②労働安全衛生法に基づくボイラー及び第一種圧力容器に係る柔軟な

保安制度の導入について（厚生労働省）  

        ※千葉県臨海南部工業地帯工場連絡協議会と連名による要望 

１月１５日 第１０回京葉臨海コンビナート規制緩和等検討会議(書面開催) 

 

 

 

（３） 「エコメッセ２０２０ｉｎちば」への協力 

持続可能な社会の実現をめざし、市民・企業・学校・行政の連携・協働による取組みを促進するための

活動の普及・啓発及び団体相互の交流の場として毎年幕張メッセにおいて開催していたが、今年度は

11 月 1 日にオンラインで開催した。 

 


