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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等  

(1)千葉市の推進体制 

○千葉市中心市街地活性化基本計画推進委員会の設置 

新たな千葉市中心市街地活性化基本計画を作成するにあたり、方針、目標等を定

めるとともに、中心市街地の活性化に向け目標・認識等を共有し、基本計画に定め

る各種事業を円滑かつ確実に実施していくため、庁内推進委員会を設置した。 

 

◇千葉市中心市街地活性化基本計画推進委員会の経過 
会議 議題等 

第 1回基本計画推進委員会 
平成 18年 12 月 8 日 

・策定の背景と取組み 
・策定作業の進め方 
・基本計画骨子（案） 

第 2回基本計画推進委員会 
平成 19年 1 月 17 日 

・活性化の数値目標 
・活性化の事業 
・基本計画（案）（事前協議用） 

 

◇千葉市中心市街地活性化基本計画推進委員会の構成 
区 分 所属・役職 
委 員 長 助役（経済農政局事務担任） 
副委員長 助役 

委員 総務局長  
〃 企画調整局長 
〃 財政局長    
〃 市民局長  
〃 保健福祉局長   
〃 環境局長  
〃 経済農政局長 
〃 都市局長    
〃 建設局長   
〃 下水道局長    
〃 消防局長 
〃 教育委員会次長 
〃 中央区長 

事務局 経済農政局経済部経済振興課  
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また、委員会に幹事会を置き、委員会の所掌事項の円滑な推進を図ることとして

いる。 
 

◇庁内基本計画推進委員会の幹事会の経過 
会議 議題等 

第 1回幹事会 
平成 18年 11 月 27 日 

・策定の背景と取組み 
・策定作業の進め方 
・基本計画骨子（案） 

第 2回幹事会 
平成 18年 12 月 25 日 

・活性化の数値目標 
・活性化の事業 
・推進体制（中心市街地活性化協議会準備会の開催） 

 
 

   ◇千葉市中心市街地活性化基本計画推進委員会の幹事会の構成  

区 分 所属・役職 

幹 事 長 経済部長 

副幹事長 企画調整局次長、都市部長 

委員 総務課長 

〃 企画課長、政策調整課長 

〃 財政課長 

〃 市民総務課長、地域振興課長、文化振興課長 

〃 
保健福祉総務課長、保健福祉センター整備室長、子ども家庭福祉課長、 
子育て支援課長 

〃 環境総務課長 

〃 経済振興課長、観光コンベンション課長 

〃 都市総務課長、都市計画課長、まちづくり推進課長、都市交通課長、 
市街地整備課長、西口再開発事務所長、緑政課長 

〃 
建設総務課長、維持管理課長、中央・美浜土木事務所長、道路計画課長、
街路建設課長 

〃 下水道総務課長、下水道再整備課長 

〃 消防局総務課長 

〃 教育委員会総務課長、文化課長、郷土博物館長 

〃 中央区総務課長 
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◇庁内基本計画推進委員会及び幹事会の検討概要 

 
【第１回幹事会】（平成 18 年 11 月 27 日） 

〇官民連携の計画とすること 
・ 基本計画は市が策定主体であり、市が主導で策定するが、この種の計画を推

進するためには市だけではなく、協議会など官民一体で取り組む必要があ

る。具体的な事業についても、今回挙げているような市の事業だけでなく、

民間事業も拾い上げて支援していく必要があると思う。 

〇目標数値の設定に慎重を期すこと 
・ 評価指標で取り上げた歩行者通行量は妥当な指標であり、道路の整備に携わ

る者としても歩きやすい歩道にしていかなければならないと考えている。歩

行者通行量については、増加しているところもあり、設定の仕方で違ってく

るので、慎重に設定する必要がある。 
 
 

【第１回委員会】（平成 18 年 12 月 8日） 
〇人口増に対応した施設整備の検討 
・ 中心市街地においては有料老人ホーム、マンションも建設されているが、サ

ービス水準を確保するために、人口増に対応した整備が必要となる。目標と

して、「医療も含めた生活支援機能の充実」という記述があるが、中心市街

地では具体的な施策はないと思われる。中心市街地周辺には市立青葉病院も

あることから、周辺と連携して機能を補完することも考えられると思う。 
・ 目標人口の設定は慎重に検討する必要がある。今ある小学校で人口増に対応

した児童の受け入れが可能であるかなど、施設定員の限度によるチェックが

必要である。 

〇居住環境向上の取組 
・ 都心に住む人が増えることは良いことである。しかし、新宿小学校周辺のマ

ンションなどは居住環境の良さを売りとして住宅販売を進めているが、実際

に住んでみると良くないということも言われている。そうした実態も踏まえ

て計画を立てる必要がある。 
〇前回計画の反省 
・ 前回基本計画の事業に未実施のものが多いことの反省点は何か。 
・ 前回基本計画の策定に携わったものから答えると、まちづくり協議会との検

討において、夢の部分を入れてほしいと要請があったため、実施に移されな

かった事業が多く含まれてしまった。今回の計画では４年間で取組めること

を盛り込まなければならない。 

〇新規事業の検討 
・ 栄町で取り組まれている社会実験の結果で取り組む事業なども計画に加え

ていくべきである。 
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・ 千葉市中心市街地には死んだ横丁が多い。横浜などでは横丁にベンチャーシ

ョップが立地し、面的な賑わいを形成している。お金のあまりかからない取

組みで、賑わいを面的に拡げる取組が必要である。 
・ 自転車駐輪対策を駅前で取り組んでいるが、千葉銀座などにおいてパーキン

グチケットと駐輪を組み合わせた駐輪対策なども検討してみたらよいと思

う。警察協議の必要なことも多いと思うので、中心市街地活性化協議会準備

会のメンバーに警察も入れたほうがよい。 
・ 千葉駅前大通り沿道は１階がオフィスとなっており賑わいが形成されない。

銀行などのオフィスは２階以上に上がってもらい、１階は店舗となるように

していきたい。 
・ 鉄道高架下は人が集まっているように思う。ここの人の流れをナンパ通りと

結ぶような取組が大切である。千葉にはアーケードがない。雨を気にせず道

路の両側の店を行き来できるような場所も必要と思う。 
 
 
【第２回幹事会】（平成 18 年 12 月 25 日） 

〇目標数値の精度を高めること 
・ 目標数値として、年間小売販売額は可能なラインと思われる。歩行者通行量

と居住人口の目標数値は、過去の数値との比較、マンション建設の動向など

を把握し、可能な限り実現の精度の高い目標数値としていきたい。 

〇新規事業の検討 
・ 郷土博物館のリニューアルが平成 21 年度に完成する予定であるので、それ

以降、美術館等の連携を図る事業を具体化していきたいと思う。 

 
【第２回委員会】（平成 19 年 1月 17 日） 

〇目標数値の精度を高めること 
・ 数値目標の達成に寄与する各事業のスケジュールなどは、再度確認する必要

がある。 
・ 中心市街地外でもマンション建設によって居住人口が大きく増えている地

域もあるので、それらによる人口増も効果に見込んで良いと思う。 

〇民間の努力に関する検討 
・ 人口が増加する分、商業もがんばれば良いというだけの目標では、活性化に

向けて努力する意欲がかきたてられない。地元の役割を明確に示す必要があ

る。 
・ 個人商店主には商売に対するやる気がない。店舗貸しをして冒険をしなくな

っている。代替わりをして、一花咲かせようと思っているような人はいるの

だろうか。再開発が完成するのを待って考えようと様子見をしている人が多

いのではないか。 
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〇新規事業の検討 
・ 栄町と千葉銀座を中央公園が断絶しており、間をつなぐ努力を進めることが

必要ではないか。事業としては記載できないとしても、今回の計画の中で方

向性を出すことで、熱意のある人の参画を促すことが必要ではないか。 
・ セントラルプラザ跡地の開発頼みという気がしてならない。独創的なアイデ

ィアが入っておらず、計画としてのインパクトに欠ける。文化のトライアン

グル構想を取り入れるなどの工夫が必要ではないか。 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項  

（1）千葉市中心市街地活性化協議会準備会の設置 

活性化協議会の設立に向け鋭意、協議等を進めている。 

中心市街地活性化協議会は経済活力の向上を担う商工会議所が都市機能の増進

を図る団体及び大学、金融機関、市町村、自治会等とともに組織するが、本市の場

合は、都市機能の増進を図る団体の条件が整っていないため、「千葉市中心市街地

活性化協議会準備会」として発足する。準備会は「基本計画」に意見を述べる。 

この準備会は、平成 19 年度早期に「千葉市中心市街地活性化協議会」に移行す

る予定である。 

 

◇協議会準備会の経過 
会議 議題等 

第１回準備会 
平成 18年 12 月 26 日 

・準備会の設置 
・中心市街地活性化協議会について 
・基本計画骨子（案） 

第 2回準備会 
平成 19年 1 月 26 日 

・活性化の数値目標 
・活性化の事業 
・推進体制  

 

◇千葉市中心市街地活性化協議会（準備会）の構成 

・千葉市商工会議所 専務理事 

・千葉市中心市街地まちづくり協議会 会長・副会長  

・(社)千葉市観光協会 会長 

・千葉市第三地区町内自治会連絡協議会 会長 

・千葉市第八地区町内自治会連絡協議会 会長 

・東日本旅客鉄道㈱千葉支社 企画担当課長 

・京成電鉄㈱ 経営計画担当課長 

・千葉都市モノレール㈱ 取締役社長 

・東京電力㈱千葉支店 総務部総務グループマネージャー課長 

・(社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 千葉支部長 

・㈱千葉銀行 広報部長 

・㈱京葉銀行 取締役営業開発部長 

・㈱千葉興業銀行 千葉支店長 

・千葉信用銀行 執行役員本店長 

・日本放送協会千葉放送局 局長 

・㈱千葉日報社 代表取締役社長 

・千葉市 都市部長・経済部長 
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◇千葉市中心市街地活性化協議会の検討概要 
【第１回準備会】（平成 18 年 12 月 26 日） 
〇まちづくり三法に基づく特色ある計画づくり 
・国の基本方針に示されているコンパクトなまちづくりに取り組む目玉事業のよ
うなものは、千葉市の計画にはないのか。ハード事業は難しいとしても、ソフ
ト事業でコンパクトなまちづくりを進める取組みは考えられないか。 

〇数値目標の設定について 
・設定された数値目標が、だまっていても達成される数値であるのかどうかとい
うことがわからない。だまっていたらこんなになってしまうが、新しい基本計
画をつくって取り組んだらこうなるという資料が必要である。 

〇個別事業の検討について 
・栄町などでまちなか居住を進めていくと、小学生が通学路としてまちなかを歩
くことになる。旧歓楽街が分散して残っている状況を改善していかないことに
は、健全なまちはつくれない。 

・世界規模で環境汚染、温暖化などが問題とされており、温暖化によって千葉も
水没するところが出てくる。長期的に安定した住環境をつくることが必要であ
る。 

・千葉市は大きなまちであるのに魅力的なスポットがなく、そのため、人が集ま
らないまちになっている。小手先の取組みでは活性化はできないと思う。本丸
である千葉都心が錆付いてしまっている。腹をくくって取り組まなければなら
ない。 

 
【第２回準備会】（平成 19 年 1月 26 日） 
〇現行計画の評価について 
・現行の計画に記載された事業の執行率が低いことが課題である。今日資料に示
された中心市街地の活力が低下しているというデータは計画していた事業が実
行されなかったことによる結果なのか。千葉市中心市街地についての土地感が
ない人が見ても活力低下の原因がわかるような説明が必要である。 

〇個別事業の検討について 
・千葉銀座商店街から老朽化した街路灯などを再整備する商店街の環境整備事業
を基本計画に追加して欲しいという提案が出された。 

〇中心市街地活性化協議会について 
・正式な協議会をいつ設立するかについても案の検討を進めて欲しい。 
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（2）千葉市中心市街地活性化協議会準備会からの意見書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成１９年２月１３日 

 
千葉市長 鶴岡 啓一 様 
 

                 千葉市中心市街地活性化協議会準備会 
                     会 長   長谷川 忠彦 
 

千葉市中心市街地活性化基本計画（案）に関する意見書 
 
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
さて、貴市の千葉市中心市街地活性化基本計画（案）は、コンパクトで活力 

ある中心市街地づくりを基本的な考え方とするとともに、活性化の基本方針と 
して、「県都の中心拠点にふさわしい賑わいと活力ある経済活動の育成」、「計画的

な土地活用の促進」、「交流と出会いの場となる多様な都市的サービスの充 
実や憩いの空間の確保」、「まちなか居住の環境向上への取組み推進」、「公共交 
通機関の充実による人や環境にやさしいまちづくり」の５つの方針を掲げてい 
ます。この基本的な考え方と活性化の基本方針は、千葉市中心市街地活性化に 
とりまして、必要不可欠なあるべき方向性と将来図を示していると考えます。 
ところで、貴市は平成１２年３月に、旧中心市街地活性化法に基づく旧基本 

計画を策定し、同基本計画を踏まえたＴＭＯ構想（中小小売商業高度化事業構 
想）を策定した千葉商工会議所とともに、各種事業の実施、推進に取り組んで 
きたところであり、これらの事業は千葉市の中心市街地活性化に大きく寄与し 
てきたと考えております。 
今回の基本計画は、「千葉中央第六地区市街地再開発事業」、「千葉駅西口地区 

市街地再開発事業」、「栄町都市再生まちづくり推進事業（社会実験）」が重点事 
業とされ、これらに「千葉銀座商店街環境整備事業」が加わることで、公共事 
業と民間事業とが連携する形での事業展開が期待されます。「第六地区」と「千 
葉駅西口」の両事業は千葉市第２次５か年計画に位置づけられた公共事業であ 
り、長年の懸案事業でもあります。これらの事業を完遂させ、さらに「栄町」 
と「千葉銀座」の両民間事業に取り組むことは、政令指定都市であり、県都で 
もある千葉市中心市街地の活性化と発展を、さらに確実とするものと考えます。 
このようなことから、本協議会準備会は千葉市中心市街地活性化基本計画 

（案）は、概ね妥当なものと考えます。 
なお、当準備会の協議過程で、下記事項についての意見（要旨）がありまし 

たことを申し添えます。 

                                 敬具 
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記 

 

１．活性化目標に関する意見 

数値目標については、設定の根拠を明確にし、これまでの動向・傾向を 

踏まえ慎重に設定すること。 

 

２．基本的な方針に関する意見 

（１）千葉都心の分散化を防止し、点と線と面を意識した中心市街地づくりに 

  留意すること。 

 

（２）世界規模で環境汚染、温暖化などが問題とされているなか、中心市街地 

においても、長期的に安定した住環境づくりに留意すること。 

 

３．事業に関する意見 

（１）千葉銀座商店街振興組合より、当該組合事業として提案された環境整備 

事業（歩車道・街路灯の再整備、都心居住住民に対する駐輪場・託児施設 

の設置、シンボルアーチのリニューアル、中心市街地共通の駐車場システ 

ムの構築）を、基本計画に組み入れるよう提案された。 
    （以下、提案の内容。） 

 

千葉市中心市街地活性化基本計画には、「千葉駅西口地区再開発事業」「栄町商 

    店街環境整備事業」「千葉中央第六地区市街地再開発事業」「CHIBA CENTRAL TOWER 

    整備事業」等の中心市街地活性化計画が記載されています。これら周辺の再開発・ 

整備事業は中心市街地にとって非常に重要な計画であり、是が非でも成功させな 

くてはならない事業ですが、更に実りあるものとするには、これらを単発の計画 

ではなく、線で結ぶことにより、中心市街地全体の面としてとらえることが重要 

です。 

 千葉銀座商店街は、まさに、その線の部分に位置しており、千葉銀座商店街の 

更なる活性化が、全体の計画の成功につながるものと思われます。 

千葉銀座商店街は平成元年に近代化事業を行い、アーケードの撤去、歩車道の 

    整備、街路灯の新設、シンボルアーチの建設等により、歩きやすく、買い物のし 

    やすい、親しみやすい商店街に生まれ変わりました。しかし、現在、２０年近く 

    が経過し、歩車道、街路灯、アーチなどが老朽化し、メンテナンス等の問題が発 

    生してきており、再度の整備が必要となっています。いまこそ、中心拠点として 

    の役割ある商店街として、また県都千葉市の顔としてふさわしい、コンパクトな 

街づくりによる差別化した整備事業が必要です。千葉銀座商店街の更なる整備を 

行い、明るく・安全で・ショッピングが楽しめるオープンモールとすることが、 

全体の活性化計画を成功させる上で重要な要素ではないでしょうか。 
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（２）中心市街地の活性化には人を集めることが必須であり、区域外からの集 

  客にはアクセス改善等（公共交通機関の利便性増進、中心市街地での大規 

模駐車場整備）が効果的である。また、区域内の居住者を増加させるため 

には住宅開発に加え、文化・福祉等の充実も重要である。 

 

（３）千葉都市モノレールの延伸は、採算性の確保及びバスなど他の交通機関 

全体の調整・調和が前提となるが、着実な事業の推進を図ることが重要で 

ある。 

  

（４）活性化のアイデアとして、中心市街地内の集客と回遊性を高めるため、 

千葉駅東口から中央公園に至る地下流動歩道と中央公園に二階建てバスタ 

ーミナルの設置、及びシンボルタワーの建設、遊水池の造成等で観光スポ 

ットの構築などを検討すること。 

 

                                 以上 
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（3）千葉商工会議所からの意見書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

千 商 議 発 ２ ５ １ 号 
平成１９年２月２２日 

 
千葉市長 鶴岡 啓一 様 

 
千葉商工会議所 
会頭 千葉 滋胤 

 
千葉市中心市街地活性化基本計画（案）の商業活性化 
のための事業及び措置に関する事項についての意見書 

 
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
平素は当所の事業運営につきまして、格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげ

ます。 
さて、貴市の千葉市中心市街地活性化基本計画（案）は、中心市街地活性化の

３目標として、「経済活力に満ちたまち」、「多彩な交流と出会いを育む賑わいの

あるまち」、「快適な都心ライフを享受できるまち」を掲げています。そして、商

業活性化のための事業として、「千葉中央第六地区市街地再開発事業」、「アトリ

ウム整備・運営事業」「千葉駅西口地区市街地再開発事業」、「栄町都市再生まち

づくり推進事業（社会実験）」、「栄町商店街環境整備事業」、「千葉銀座商店街環

境整備事業」が重点事業として計画されています。 
 これらの目標と事業は、千葉市中心市街地活性化に向けて、行政と民間とが一

体となって実現しなければならない必須の内容であると考えます。商業施設・公

共施設の整備によるにぎわい拠点の創出、まちなか居住等を促進すると期待しま

す。 
さらに、従来から実施されてきた「オープンカフェ事業」、「イベントコーディ

ネート事業」、「情報ガイドマップ等作成事業」等の各種ＴＭＯ事業、「都市景観

市民フェスタ」、「ちば YOSAKOI」、「千葉都心イルミネーション」等の地域イベ

ントのソフト事業も記載され、多彩な事業計画となっています。 
これらのソフト事業が加わることで、第六地区市街地再開発ビルからＪＲ千葉

駅、京成千葉中央駅、千葉銀座、富士見、栄町等の各商店街地区への回遊性を高

め、中心市街地全体への集客力を強化することができると考えます。 
このようなことから、千葉市中心市街地活性化基本計画（案）の商業活性化の

ための事業及び措置に関する事項は、概ね適切な内容であると考えます。 
                                敬具 
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［３］基本計画に基づく事業・措置の一体的推進  

（1）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業・措置の集中実施 

これまで取組んできた事業の評価と地域ニーズ分析をふまえ、本計画に位置づ

け実施する事業の整理を行った。 

これまでの取組み事業の評価、地域ニーズの分析については以下のとおりであ

る。 

 

1）旧中心市街地活性化法に基づく計画の実施等、過去の取組みと評価 

千葉市では、平成 12 年 3 月に旧中心市街地活性化法に基づく基本計画を策定し、

「“ようこそ”と迎える街」、「そぞろ歩きの楽しめる街」、「歴史と未来を味わう街」、

「住み心地のよい街」、「一人ひとりが主役になる街」の５つの活性化方針に基づき、

77 事業を記載し、事業の実施、推進に取組んできている。 

また、基本計画の進展と歩調を合わせ、千葉商工会議所は、ＴＭＯ構想（中小小

売商業高度化事業構想）を策定し平成 12 年 6 月に、本市よりＴＭＯ構想の認定を

受け、千葉商工会議所が街づくりを担うＴＭＯ機関として、ＴＭＯ構想をもとに中

心市街地の活性化に向けたソフト事業を中心に推進してきた。 

イベント広場等の設置、住区基幹公園等の整備や、再開発事業の事業着手などの

ハード事業や中心市街地のクリーンアップやオープンカフェ設置などのソフト事

業の進捗が見られるものの、事業手法等が検討されず実施にいたらなかった事業が

多いことなどから実施率は約 44％にとどまっている。 

 
◇旧基本計画で位置づけた事業の進捗状況 

 事業数 完了・着手 未着手 実施率 

市街地の整備改善事業 21 15 6 71.4％ 

商業等の活性化事業 41 17 24 41.5％ 

今後検討する事業 15 2 13 13.3％ 

合  計 77 34 43 44.2％ 
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旧基本計画の個別事業の進捗状況と評価 
【市街地の整備改善のための事業】 

 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

案内表示類の一新 

訪れる人々にわかりやすいようにＪ
Ｒ千葉駅東口駅前広場を中心に案内
表示を改善する。また民間のサイン
類も景観に配慮した工夫を施す。 

来街者の利便性向上に寄与してい
る。 

京成千葉中央駅東口
ホテル建替 

ホテル、映画館、商業施設が一体と
なった「複合型総合ホテル」として、
京成ホテルの建替を行う。 

多様な都市的サービスが充実する
とともに、新しいランドマークが誕
生し、中心市街地の集客・活性化に
大きく寄与した。 

市
街
地
の
整
備
改
善
の
た
め
の
事
業 

椿森陸橋交差点改良 

国道16（126）号と新町若松町線との
平面交差点(椿森陸橋交差点)をラン
プ形式の立体交差点に改良する（右
折レーンの新設及び地下横断歩道の
新設による歩車分離を行う）。 

中心市街地へのアクセス性が向上
するとともに、慢性的な交通渋滞の
緩和と事故の軽減が図られ生活環
境が改善された。 

 弁天地区区画整理 
(施行中）  

北口駅前広場、道路整備を主とする
区画整備事業 

都市基盤が整備され、利便性の高い
都市環境が形成された。 

 

完
了
・
着
手 

総合情報案内コーナ
ーの設置 

市内で行われる文化、芸術などのイ
ベントを始めとした、様々な新しい
情報が提供できる総合情報案内コ
ーナーを設置する。 

中心市街地の魅力発信、利便性の向
上に寄与している。 

  
亥鼻公園の再整備 

千葉城周辺の魅力を高めるため、亥
鼻公園を楽しめる場所として整備
する。 

千葉城周辺の魅力向上に寄与した。 

事業完了 

  

駐輪場の拡大整備 

自転車の利用者側に立ち、駅周辺な
どの路上等に駐輪場所を設け、利用
者マナーのもとで違法駐輪を解消
する。 

放置自転車対策、快適な歩行空間の
確保に一定の成果はあったが、依然
として放置自転車は多く、駐輪場の
整備は地域に求められている事業で
あるため更なる整備が求められる。 

  

中央第六地区再開発 
公共公益施設とメディア関連施設
等を取り込んだ再開発事業を行う。 

中心市街地の都市機能の更新、賑わ
い創出及び災害に強い市街地形成
のため、完成の必要性が益々高まっ
てきている。 

  

千葉駅西口地区再開
発(施行中） 

西口駅前広場の整備と併せて業務、
商業棟を建設する再開発事業 

土地の合理的かつ健全な高度利用
が図られるため、完成の必要性が
益々高まってきている。 

  
イベント広場等の設
置  

中央公園、通町公園等に可動式ステー
ジ等を設置し、気軽に利用できるイベ
ント広場として活用し多くの来街者
を招き入れ街の活気を生み出す。 

仮設ステージの設置によるイベン
トの展開で、中心市街地の賑わいの
創出に寄与している。 

  
バリアフリー、ユニバ
ーサルデザインの推
進 

歩車道の段差解消、点字ブロックの
設置等の推進により歩行環境を改
善し、併せて店舗等の施設において
も安心して利用できる環境づくり
に取り組む。 

安全で快適な通行空間の形成に寄
与している。 

  

歩行空間の整備 
カラー舗装、電線類の地中化等を推
進し、ゆとりのある歩行空間を確保
する。 

安全で快適な通行空間の形成、魅力
的な景観の形成に寄与している。 

継続実施 

  
緑化の推進 

中心市街地の緑化重点地区を中心
に人々が憩える植樹、植裁事業を推
進する。 

広域的に取り組む事業であり、中心
市街地のみで評価できない。 

  

そぞろ歩きコースの
整備 

川の護岸に花やツタを施し、ライト
アップすることで、いつでも楽しめ
る水辺の散歩道を整備する。 

落水施設の整備及びそのライトア
ップを実施したことにより、魅力的
な水辺空間の創出に寄与した。散歩
道の整備については、地元等の機運
の高まりがなく、具体的な事業検討
がされておらず、事業手法等が明確
になっていない。 

  
川の水をきれいにする
仕掛けづくり 

葭川、都川を泳ぐ魚が見え、せせら
ぎが楽しめるように、水質浄化の仕
掛け作りに取り組む。 

関係機関が連携に取り組んできた
が、さらに水環境の保全に向け多様
な主体が協力して広域的に取り組ん
でいくことが必要。 

本計画には位
置づけない 
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 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

駐車場案内システムの
充実  

駐車場整備の進展に伴い、駐車場案
内システムをさらに充実させる。 

いつでも駐車可能な状態であり、駐
車場案内システムは、会員駐車場へ
誘導する「中心市街地案内板」とし
ての情報を提供しており、来街者の
利便性向上に寄与している。 

モノレール支柱の修景 
モノレール支柱を周辺の景観にマッ
チするよう工夫を施す。 

現状の支柱は白色で統一され、景観
的にも物々しさを感じさせないもの
となっており、事業実施の必要性等
が明確になっていない。 

観光バス用大型駐車場
の整備 

団体客に対応するため、大型車用の
駐車場を整備する。 

事業を実施する民間事業者がおら
ず、事業手法等が明確になっていな
い。 

駅前ビルの共同建替 
富士見２丁目地区での共同建替によ
り、千葉市の玄関口にふさわしい都
市景観を創出する。  

千葉市の玄関口であり、共同建替え
により魅力的な都市景観が創出さ
れ、活性化の起爆剤になることが想
定されるが、事業手法等の検討を含
め事業化には時間を要する。 

地区内公園のアメニテ
ィ化 

地区内公園に心の安らげる空間を設
け、ベンチ等を設置し回遊者の休憩
スポットとして活用する。 

回遊者の休憩スポットとしては、中
央公園内のオープンカフェの開設し
ており、事業の緊急性の観点から先
送りされた。休憩場の設置は、地域
に求められる事業であるが、オープ
ンカフェの設置や商店街の環境整備
事業において実施が検討されてい
る。 

市
街
地
の
整
備
改
善
の
た
め
の
事
業 

未
着
手 

定期借地権型マンショ
ンの建設 

購入可能な都心住宅を建設し、居住
人口の増加を図る。 

事業が社会経済状況になじまなかっ
たが、民間によるマンション建設は
旺盛である。 

本計画には位
置づけない 
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【商業等の活性化のための事業】 
  事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

親しまれるチーバスの
運行  

利用者のニーズに沿った巡回ﾊﾞｽを
引き続き運行し、来街者の利便性を
確保する。 

無料巡回バスの運行は、法令上不可
能であり、有料バスは民間バスとの
競合により困難なため、既存のバス
路線を活用するとともに、歩車道の
バリアフリー等の線整備により、区
域内の回遊性を向上させることす
る。 

新しい商業形態の展開  
消費者ニーズに対応するため飲食と
物販の融合など新しい業態への展開
にチャレンジする。  

個店・商店街の努力・取組みは中心
市街地の経済活力の向上には欠かせ
ない要素である。中心市街地活性化
協議会が核となり、個店・商店街の
取組みを促していく必要がある。ま
た、本市も個店・商店街の取組みを
支援していく。 

「市民トイレ制度」の
創設 

来街者が気軽に利用できるよう店舗
等のトイレの一般利用化及び有料ト
イレの整備を推進する。 

中心市街地の利便性向上に寄与して
いる。 

まちづくり体制の立ち
上げ 

タウンマネージャーなどの専門家と
ともに勉強会を行い、新しい発想に
基づいた事業展開に取り組む若手経
営者を主体とした、元気のある街づ
くり推進体制を構築する。 

法改正に伴う基本計画の見直しへの
勉強会等を行うなど、まちづくりを
多面的に検討する組織として評価で
きる。今後は、中活協議会に発展し
ていく予定である。 

商
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業 

完
了
・
着
手 

地区情報の発信 タウンマップ、インターネット等を
活用して中心市街地の各種情報を提
供する。 

富士見ハイネスビル壁面に電光掲示
板を設置し情報発信したものの、大
きな効果は生まれていない。 
地域内の拠点に地域資源をネットワ
ーク化するインフォメーション・コ
ミュニケーションボードの配置を検
討中だが、実施手法等が明確になっ
ていない。 

事業完了 

  

花のあふれるまち並づ
くり 

市民、事業者等が一体となり、玄関
口の駅前大通りや街角を四季折々の
花（ハンギングバスケット、フラワ
ーポット等）であふれさせ、訪れた
人々を中心街へ楽しく誘うなど、中
心市街地のイメージアップを図る。 

訪れた人を中心市街地に楽しく誘導
するなど、中心市街地のイメージア
ップに寄与している。 
中心市街地での魅力的な都市景観の
創出に寄与している。 
また、事業実施を通じ地元商店街等
の活性化に取り組む機運が高まる契
機となった。 

  

中心市街地のクリーン
アップ 

訪れた人々が、心地よく過ごせるよ
うに、きれいな街並みを保つため、
遊び心も取り入れ、楽しみながらク
リーンアップ事業を展開する。また、
ごみの減量・再資源化や適正排出に
取り組み、きれいなまちづくりを推
進する。 

街路清掃や美化活動は地域に求めら
れている事業であり、訪れた人が心
地よく過ごせるように、きれいな街
並みの保持に寄与している。 
また、事業実施を通じ地元商店街等
の活性化に取り組む機運が高まる契
機となった。 

  

ガイドマップ等の作成 

中心市街地の目的別ガイドマップを
作成するとともに、ぱるるプラザに
設置される「情報スポットちば」を
活用し、街の情報発信と魅力をＰＲ
する。 

中心市街地の魅力発信に寄与してい
る。 

  

安全なまちなかづくり 

中心市街地を安心して散策できるよ
う、地域ぐるみで｢安全なまちなかづ
くり｣に取り組み、明るく安全なまち
を実現する。 

防犯活動は地域に求められているも
のであり、安心・安全な中心市街地
づくりに寄与している。 
また、事業実施を通じ地元商店街等
の活性化に取り組む機運が高まる契
機となった。 

  

インキュベータ施設設
置事業 
場所：中央区富士見２
丁目７番５ 

商業インキュベータ施設及びビジネ
スインキュベータ施設を設置し、魅
力ある個店を担い得る新規開業者及
び新産業等における新規創業者を育
成支援することにより、街としての
魅力を高め、地域経済の活性化を図
る。 

魅力ある個店を担い得る新規開業者
及び新産業等における新規創業者を
育成支援することにより、街として
の魅力の向上、地域経済の活性化に
寄与した。インキュベータ施設の運
営は継続させるとともに、第六再開
発内の「ビジネス支援センター」と
して一層の新規創業の育成を図る。 

継続実施 

 



 108 

 
 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

中央公園プロムナード
の活用 

中央公園プロムナードに設けられた
電気設備等を活用し、イルミネーシ
ョン等のイベントを展開する。 

来街者に潤いと憩いの場を提供する
とともに、中心市街地のイメージ向
上に寄与している。 

オープンカフェ等の設
置 

駅前の業務施設の低層階部分や中央
公園プロムナードの歩道を利用した
オープンカフェ等を開設すること
で、来街者の憩いの場所を創設し、
通りの雰囲気を和らげる。 

休憩所の設置は地域に求められてい
るものであり、来街者の憩いの場の
創出に寄与している。 

四季の催しの展開 現在実施中の「春まつり」「秋まつ
り」を継続し、郷愁を感じられる昔
ながらのほおずき市、朝顔市等の催
しを通して、中心市街地への愛着を
抱かせる。 

大道芸人によるパフォーマンスを楽
しめるイベントを実施し、来街者に
潤いと憩いの場を提供するととも
に、中心市街地のにぎわい創出に寄
与している。 

各種イベントのコーデ
ィネート 

地区内で行われるイベントを調整し
て効果を高める。 

各種イベントをサポートすること
で、一年間を通じてイベントを実施
させ、中心市街地のにぎわい創出に
寄与している。 

千葉のおいしいものづ
くり 

千葉の特産物と食文化を組み合わ
せ、全国に誇れる千葉ならではの名
物メニューを開発し提供する。 

食を通じて中心市街地の情報発信、
魅力創出に寄与している。 

商
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業 

完
了
・
着
手 

文化イベントの展開 文化ホール、ライブハウス、ホテル、
公園など、中心市街地の身近な空間、
場所で、商店街等の地域と一体とな
った｢街ぐるみ｣でジャズ演奏などの
イベントを展開する。 

文化を感じさせるイベントとして、
中心市街地のにぎわい創出に寄与し
ている。 

  共通駐車券の発行 大型店の駐車場も含んだ地区内共通
駐車券を発行し、既存駐車場の有効
利用を図り、駐車場不足を解消する。 

取組みがごく一部の地域・駐車場限
定されていたため、効果が不十分で
あった。今後は千葉銀座商店街が主
導となり活用を広めていく。 

継続実施 

 店舗の個性化の推進    店舗のショーウインド、照明等を工
夫して、個性を打ち出すことで、個
店への注目度を高める。 

 

未
着
手 

シースルーシャッター
の採用 

営業時以外でも道行く人々に店舗の
ＰＲが可能となり、明るい歩道づく
りにも役立つシースルーシャッター
を採用して、街の明るさを生み出す。 

  情報機器による経営の
効率化 

情報化時代に対応するため、ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ、OA、POS等を駆使した経営基盤の
効率化に取り組む。 

  商店街の営業時間の延
長(夜間・ 休日)    

消費者ニーズに対応するため、店舗
などの営業時間の延長など、時代の
要請に応じた営業展開を行う。 

  共通カード・サービス
券の発行                 

商店街が大型店と共通の買物カード
等を発行し、消費者の目を個店にも
向ける。 

  商品の開発・工夫・専
門化 

「地域一番店」となるように、商品
の品揃、陳列方法等を工夫し、店舗
の特徴をＰＲする。 

個店・商店街の努力・取組みは中心
市街地の経済活力の向上には欠かせ
ない要素であるが、コンセンサス不
足のため実施に至らなかった。中心
市街地活性化協議会が核となり、個
店・商店街の取組みを促していく必
要がある。また、本市も個店・商店
街の取組みを支援していく。 

  大型店とのタイアップ
イベント 

商店街が大型店と共同でｲﾍﾞﾝﾄ・ｾｰﾙ
等を開催し、地区のイメージアップ
に努める。 

個店・商店街の努力・取組みは中心
市街地の経済活力の向上には欠かせ
ない要素であるが、コンセンサス不
足のため、また、大型店との協力体
制が未整備のため実施に至らなかっ
た。中心市街地活性化協議会が核と
なり、個店・商店街の取組みを促し
ていく必要がある。また、本市も個
店・商店街の取組みを支援していく。 

本計画には位
置づけない 
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 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

未
着
手 

千葉城、美術館等の観
光スポット化 

千葉城、美術館等の現在の財産を観
光スポットとして活用できるよう運
営方法等を検討する。また、千葉城
～美術館～千葉神社の間を繋がりの
ある区域としてとらえＰＲ等を行
う。 

文化資源のつながりを持たせる事業
としては効果が不十分であった。今
後、美術館、科学館、郷土博物館な
どの文化施設につながりをもたせ、
回遊性を向上させる事業の検討が必
要だが、実施手法等が明確になって
いない。 

 伝承文化の再発見 都会の喧騒の中でも、昔から伝わる
「節分」「祭り」等の歳時記を、広
く市民に伝えることで、千葉の文化
を再発見する。 

観光資源の周知と郷土文化に対する
再認識に一定の効果はあったもの
の、中心市街地の活性化への効果は
不十分であった。 

 「蓮池」の復活  市のシンボルである「大賀ハス」に
因み、中心市街地にハスを植え、か
つての「蓮池」の様子を復活させる。 

イベントの実施が単発的なものであ
ったため効果が不十分であった。か
つての蓮池地区の街並みを復活させ
る動きもあるが、事業主体・手法等
が不明確である。 

商
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業 

 業務系駐車場の有効活
用 

休日等に使用していない民間業務系
駐車場を一般利用者に提供し、駐車
場不足を解消する。 

  自転車利用のシステム
づくり 

中心市街地での移動手段として、自
転車を誰もが手軽に利用できるシス
テムを検討する。 

地元等の機運の高まりがなく、具体
的な事業検討がされておらず、事業
手法等が明確になっていない。 

  新規テナントの誘致      特化型大型店、生鮮食料品市場、フ
ァミリー向けレストラン等の新規テ
ナントを誘致して集客力の向上を図
る。 

地元等の機運の高まりがなく、実施
主体・手法等の検討がされず事業実
施に至らなかった。事業の必要性等
については、今後、中心市街地活性
化協議会で検討がされると考えられ
るが、実施手法等が明確になってい
ない。 

  サテライトスタジオの
設置 

地元ＦＭ局等のｻﾃﾗｲﾄｽﾀｼﾞｵを設置
し、中心市街地情報を発信すること
で集客性を高める。 

地元等の機運の高まりがなく、具体
的な事業検討がされておらず、事業
手法等が明確になっていない。 

  アミューズメント施設
の誘致 

中心市街地で楽しく遊べる多彩なア
ミューズメント機能を誘致、整備す
る。 

地元等の機運の高まりがなく、実施
主体・手法等の検討がされず事業実
施に至らなかった。事業の必要性等
については、今後、中心市街地活性
化協議会で検討がされると考えられ
るが、実施手法等が明確でない。 
 

  地区の特色づくり 中心市街地内の通り等に愛称（ラー
メン横町）をつけるなど、その特色
づくりに取り組む。 

「パーソナルストリート事業」とし
てＴＭＯを中心に検討が進められて
いるが、事業手法等が不明確なため
実施に至らなかった。今後、中心市
街地活性化協議会で検討がされると
考えられるが、実施手法等が明確に
なっていない。 

  懐かしい名所の再現 嘗て栄えた中心市街地の名所の復興
と共に、これをテーマとしたイベン
ト等を展開し、昔の良さを未来へ伝
える。 

  在宅高齢者等向け宅配
サービス   

一人暮らしのお年寄り、障害のある
方々等が安心して暮らせるよう食料
品、日常生活品等を配達する宅配事
業を実施する。 

  高齢者等の地域コミュ
ニティ拠点づくり    

既存の公共施設等を活用し、お年寄
り、障害のある方々等の地域交流が
図れる機会を提供し、地域ｺﾐｭﾆﾃｨを
形成する。 

  ローカルキッチンの設
置 

地域の高齢者や幼児連れの母親等が
気軽に立ち寄って、食事を作り・取
るなど、ゆったりとした時間を過ご
せるような場所を商店街等の空き店
舗を活用して設置する。 

地元等の機運の高まりがなく、具体
的な事業検討がされておらず、事業
手法等が明確になっていない。 

本計画には位
置づけない 
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 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

千葉型都心居住の提案 公開コンペ等でアイデアを募り、21
世紀における千葉都心の魅力あるラ
イフスタイルを提案する。 

地元等の機運の高まりがなく、具体
的な事業検討がされておらず、事業
手法等が明確になっていない。 
 

未
着
手 

空き店舗情報の提供 空き店舗情報を集約し、やる気のあ
る借り主と結びつけ、チャレンジス
トアー等を誘致し、活気のある商店
街を形成する。 

地元等の機運の高まりがなく、実施
主体・手法等の検討がされず事業実
施に至らなかった。事業の必要性等
については、今後、中心市街地活性
化協議会で検討がされると考えられ
るが、実施手法等が明確になってい
ない。 
 

商
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
事
業 

 優良個店の表彰制度 頑張っている個店を表彰し、中心市
街地をＰＲする。 

地元等の機運の高まりがなく、具体
的な事業検討がされておらず、事業
手法等が明確になっていない。 

  融資制度等の創設 新規店舗の進出時の資金融資、家賃
減免等、活性化へのチャレンジャー
を支援できる融資制度等を充実す
る。 

地元等の機運の高まりがなく、実施
主体・手法等の検討がされず事業実
施に至らなかった。事業の必要性等
については、今後、中心市街地活性
化協議会で検討がされると考えられ
るが、実施手法等が明確になってい
ない。 

本計画には位
置づけない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

【今後検討する事業】 
 事 業 名 概   要 評   価 今後の取組み 

完
了
・
着
手 

中央第三地区再開発 ホテル、商業を中心とした再開発事
業 

地区内の大部分において、民間によ
るマンション建設が進行中であり、
中心市街地の居住人口の増加に寄与
するなど、一応の機能更新がなされ
た。 

本計画には位
置づけない 

今
後
検
討
す
る
事
業 

 保健福祉拠点の整備  安心して暮らせるよう、保健福祉ｻｰ
ﾋﾞｽの提供拠点を整備する。 

中心市街地の居住の魅力や来街機会
を高めることから、活性化に寄与す
る。 

継続実施 

 未
着
手 

セットバック等による
街並み形成 

公開空地の創出・活用により、ゆと
りのある快適な空間を創り出す。 

魅力的な都市景観の創出に寄与する
ことが考えれられるが、事業手法等
が明確になっていない。 

  中央第四地区再開発          商業を中心として計画される再開発
事業 

  中央第五地区再開発 住宅、商業を中心とした再開発事業 
  新千葉１・２丁目地区

再開発   
千葉駅西口地区再開発事業と並行し
ての組合再開発事業 

  新千葉２・３地区再開
発       

千葉駅西口地区再開発事業と並行し
ての組合再開発事業 

土地の合理的かつ健全な高度利用が
図らることが考えられるが、事業の
具体性に欠ける。 

  栄町周辺再開発構想 都心居住を進めるため、住宅を中心
とした再開発事業 

栄町地区は中心市街地の活性化に欠
かせない地区である。 
今後は、再開発事業に限定せず、栄
町都市再生まちづくり事業として、
「まちづくり社会実験」を踏まえた
再生計画を策定する。 

  地域内物流システムの
確立 

共同配送、共同荷捌所等を設置する
ことで、物流の効率化と配送車両の
減少を図ることで、経営の効率化と
歩行環境の向上を目指す。 

  文化施設の周辺整備 文化に親しんだ後での語らい場所と
して、文化施設周辺に飲食街を配置
する。 

  可動式ｱｰｹｰﾄﾞの整備 開放感のあるｱｰｹｰﾄﾞを整備する。 

  プロ野球記念館の建設 千葉県出身のプロ野球選手を集めた
記念館を設置し、中心部の魅力を高
める。 

  俳優記念館の建設 千葉県出身の俳優を集めた記念館を
設置し、中心部の魅力を高める。 

  高層階住宅等の建設
（栄町等）   

都心居住者の増加を目指すため、低
層階店舗・高層階住宅のもとで土地
利用の高度化を図る。 

事業手法等が明確になっていない。 

  医療機関の適正配置        安心して住めるよう、医療機関を設
置する。 

適正な医療機関の配置がされてお
り、事業の必要性等が明確になって
いない。 

本計画には位
置づけない 

 
2）地域ニーズの把握 

中心市街地への来街者が利用する店は、「衣料品店」、「大型店」、「飲食店」等の利

用が中心で、「便利さ」、「品揃え」、「1 か所で用が済む」こと等が魅力として評価さ

れているものの、来街者は伸び悩んでいる。 

商店街に望むものとしては、「休憩所」、「駐車場・自転車置き場」、「街路清掃・美

化」などとなっており、ぶらぶら歩きが楽しめる設備や環境、行きたいときに行け

るアクセスのしやすさ、清掃の行き届いた美しさなどが求められている。 

地域へのサービス提供としては、「治安・防犯」、「清掃」、「文化活動」などとなっ

ており、安全・安心に気持ちよく買物ができる環境や買物以外に美術、音楽など文

化的なサービスが求められている。 
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3）統計的データの客観的な把握・分析 
①人口動向等 

千葉市全域としては、人口は増加基調が続いており、平成 12 年で人口集中地区
の人口が全域の約 9 割を占めている。一旦、低下していた人口集中地区の人口密
度が回復してきている。また、核家族等の親族世帯が減少し、単独世帯が増加し
てきている。 
中心市街地では、バブル経済崩壊後の地価の下落、商業地での空地や駐車場の

増加などを背景とし、マンション開発が中心市街地で進行してきており、人口・
世帯数とも徐々に増加してきている。また、高齢化率は平成 8 年には、中心市街
地が千葉市全体に比べ 10 ポイント近く高かったが、市全体での高齢化が進行する
一方、中心市街地でのマンション開発等による高齢化率の若干の低下により、平
成 18 年には、1.6 ポイントの差まで縮小している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口総数
平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18

中心市街地 8,593 8,670 8,657 8,673 8,862 9,020 9,369 9,905 9,968 9,899 10,456
中央区 165,916 164,995 165,155 166,886 168,810 170,972 174,178 176,663 179,126 180,655 183,913
千葉市 854,009 857,546 863,742 871,233 880,657 887,883 895,836 905,206 912,720 917,521 924,063
中心市街地 100 101 101 101 103 105 109 115 116 115 122
中央区 100 99 100 101 102 103 105 106 108 109 111
千葉市 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107 108

世帯数
平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18

中心市街地 4,192 4,320 4,402 4,486 4,712 4,846 5,142 5,429 5,574 5,569 5,841
中央区 70,384 70,822 71,732 73,077 74,766 76,349 78,706 80,507 82,282 83,391 85,212
千葉市 323,340 329,084 335,866 343,036 350,783 357,045 364,450 372,069 378,414 383,243 389,722
中心市街地 100 103 105 107 112 116 123 130 133 133 139
中央区 100 101 102 104 106 108 112 114 117 118 121
千葉市 100 102 104 106 108 110 113 115 117 119 121

資料：「千葉市　町丁別人口及び世帯数」（住民基本台帳及び外国人登録人口による）

実数

指数
(平8＝100)

実数

指数
(平8＝100)

対全市割合 対全市割合 対全市比
平8 8,593 1.01% 1,654 2.0% 19.2% 1.99 165,916 21,925 13.2% 854,009 82,757 9.7%
平9 8,670 1.01% 1,660 1.9% 19.1% 1.87 164,995 22,862 13.9% 857,546 87,713 10.2%
平10 8,648 1.00% 1,723 1.8% 19.9% 1.84 165,155 23,912 14.5% 863,742 93,686 10.8%
平11 8,673 1.00% 1,701 1.7% 19.6% 1.72 166,886 24,972 15.0% 871,233 99,489 11.4%
平12 8,862 1.01% 1,736 1.6% 19.6% 1.63 168,810 26,100 15.5% 880,657 105,939 12.0%
平13 9,020 1.02% 1,772 1.6% 19.6% 1.53 170,972 27,462 16.1% 887,883 113,643 12.8%
平14 9,369 1.05% 1,790 1.5% 19.1% 1.41 174,178 28,707 16.5% 895,836 121,137 13.5%
平15 9,905 1.09% 1,843 1.4% 18.6% 1.30 176,663 29,999 17.0% 905,206 129,208 14.3%
平16 9,968 1.09% 1,886 1.4% 18.9% 1.27 179,126 31,073 17.3% 912,720 136,056 14.9%
平17 9,899 1.08% 1,902 1.3% 19.2% 1.23 180,655 32,088 17.8% 917,521 143,617 15.7%
平18 10,456 1.13% 1,892 1.2% 18.1% 1.10 183,913 33,298 18.1% 924,063 152,269 16.5%

資料；年齢別人口（住民基本台帳+外国人登録人口）　千葉市統計課

65歳以上 高齢化率

中央区 千葉市

総数 65歳以上高齢化率 総数総数 65歳以上 高齢化率

中心市街地

高齢人口 

千葉市全域の人口、人口集中地区の動向

人口密度 面積 人口密度

人口 増加率 増加率 (km2) 人口 面積

(%) (%) (%) (%)
昭60 788,930 42,500 5.7 2,919 672,545 37,813 6 97.9 6,869.70 85.2 36.2
平 2 829,455 40,525 5.1 3,045 728,308 55,763 8.3 111.0 6,561.30 87.8 40.8
7 856,878 27,423 3.3 3,149 754,525 26,217 3.6 112.6 6,700.90 88.1 41.4
12 887,164 30,286 3.5 3,261 790,574 36,049 4.8 116.8 6,769.80 89.1 42.9

資料：国勢調査

人口集中地区総人口

対前回調査人口

増加数 (1km2当た
り)

(1km2当た
り)

人口

対前回調査人口 全市域に占める割合

増加数

千葉市全域の世帯類型別の動向

昭60 平2 平7 平12 昭60 平2 平7 平12
総数 252,220 278,884 315,982 345,488 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
核家族世帯 176,934 190,061 204,765 220,971 70.2% 68.2% 64.8% 64.0%
その他の親族世帯 26,129 25,783 25,923 23,987 10.4% 9.2% 8.2% 6.9%
非親族世帯 546 670 1,098 1,697 0.2% 0.2% 0.3% 0.5%
単独世帯 48,611 62,370 84,196 98,833 19.3% 22.4% 26.6% 28.6%
資料：国勢調査

実数 構成比
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千葉市への通勤者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼間人口、昼夜間人口比率の推移
＜千葉市全域＞ ＜中央区＞

昭60 平2 平7 平12 平7 平12
夜間人口 788,669 824,034 856,593 883,008 夜間人口 167,526 170,481
昼間人口 740,483 772,914 830,339 858,702 昼間人口 257,928 245,371
昼夜間人口比率 0.939 0.938 0.969 0.972 昼夜間人口比率 1.540 1.439
資料：国勢調査 資料：国勢調査

通勤・通学利用交通手段（千葉市）
利用交通手段別市内に常住する15歳以上通勤・通学者（平成２年、12年）

平成２年 平成12年 平成２年 平成12年 増減数 増減率(%)

453,157 464,561 100.0 100.0 11,404 2.5
309,354 339,895 68.3 73.2 30,541 9.9

徒歩だけ 35,799 27,194 7.9 5.9 -8,605 -24
鉄道･電車 65,851 101,345 14.5 21.8 35,494 53.9
乗合バス 19,482 13,439 4.3 2.9 -6,043 -31
勤め先･学校のバス 4,310 2,001 1.0 0.4 -2,309 -53.6
自家用車 121,686 131,213 26.9 28.2 9,527 7.8
ハイヤー･タクシー 977 579 0.2 0.1 -398 -40.7
オートバイ 11,427 9,721 2.5 2.1 -1,706 -14.9
自転車 45,569 49,284 10.1 10.6 3,715 8.2
その他 4,253 5,119 0.9 1.1 866 20.4

107,830 101,735 23.8 21.9 -6,095 -5.7
鉄道･電車及び乗合バス 71,927 51,744 15.9 11.1 -20,183 -28.1
鉄道･電車及び勤め先･学
校のバス

2,563 2,713 0.6 0.6 150 5.9

鉄道･電車及び自家用車 5,383 7,009 1.2 1.5 1,626 30.2
鉄道･電車及びｵｰﾄﾊﾞｲ又は
自転車 19,754 31,398 4.4 6.8 11,644 58.9

その他利用交通手段が2種
類 8,203 8,871 1.8 1.9 668 8.1

34,921 11,369 7.7 2.4 -23,552 -67.4

資料：国勢調査
1)　利用交通手段「不詳」を含む。

総　　数 1)
利用交通手段が1種類

利用交通手段が2種類

利用交通手段が3種類以上

利用交通手段
通勤・通学者数 割合(%) 平成２年～12年

通勤者数 通勤率(%) 通勤者数 通勤率(%) 通勤者数 通勤率
2,541,091 129,192 5.1 2,551,366 134,053 5.3 -4,861 -0.2

四街道市 40,892 11,447 28.0 40,485 11,114 27.5 333 0.5
大網白里町 21,718 3,970 18.3 19,905 3,539 17.8 431 0.5
八街市 36,469 5,593 15.3 33,327 5,088 15.3 505 0
東金市 28,621 4,256 14.9 26,617 4,043 15.2 213 -0.3
市原市 136,593 19,269 14.1 141,265 20,855 14.8 -1,586 -0.7
長柄町 4,045 500 12.4 4,267 510 12 -10 0.4
山武町 9,777 1,139 11.6 9,324 1,176 12.6 -37 -1
茂原市 46,542 5,335 11.5 47,092 5,515 11.7 -180 -0.2
習志野市 77,515 7,940 10.2 79,048 7,977 10.1 -37 0.1
睦沢町 3,923 367 9.4 4,169 368 8.8 -1 0.6
長生村 6,618 619 9.4 6,460 604 9.3 15 0.1
九十九里町 9,741 902 9.3 9,920 1,023 10.3 -121 -1
白子町 6,478 593 9.2 6,679 579 8.7 14 0.5
佐倉市 83,752 7,430 8.9 80,211 7,259 9 171 -0.1
成東町 12,245 1,082 8.8 12,094 1,120 9.3 -38 -0.5
酒々井町 10,346 903 8.7 10,161 960 9.4 -57 -0.7
長南町 5,035 438 8.7 5,467 455 8.3 -17 0.4
一宮町 5,702 469 8.2 5,779 494 8.5 -25 -0.3
袖ヶ浦市 29,132 2,372 8.1 29,135 2,250 7.7 122 0.4
八千代市 84,143 6,519 7.7 80,173 6,510 8.1 9 -0.4
岬町 6,762 484 7.2 7,138 506 7.1 -22 0.1
大原町 9,966 617 6.2 10,537 646 6.1 -29 0.1
松尾町 5,857 331 5.7 6,195 383 6.2 -52 -0.5
木更津市 61,106 3,401 5.6 63,217 3,424 5.4 -23 0.2
船橋市 280,586 14,074 5.0 284,233 15,157 5.3 -1,083 -0.3
横芝町 7,415 369 5.0 7,580 395 5.2 -26 -0.2
御宿町 3,517 165 4.7 3,693 168 4.5 -3 0.2
成田市 50,198 2,338 4.7 48,117 2,485 5.2 -147 -0.5
夷隅町 3,678 164 4.5 3,955 159 4 5 0.5
印旛村 5,104 225 4.4 4,774 222 4.7 3 -0.3
富里町 27,000 1,152 4.3 25,654 1,226 4.8 -74 -0.5
下総町 4,166 177 4.2 4,341 216 5 -39 -0.8
蓮沼村 2,391 100 4.2 2,364 108 4.6 -8 -0.4
光町 6,114 248 4.1 6,321 259 4.1 -11 0
その他の市町村 1,407,944 24,204 1.7 1,418,443 27,104 1.9 -2,900 -0.2

資料：千葉市統計書

当地に常住する
就業者数

うち千葉市への うち千葉市への 千葉市への

総数

平成12年 平成 ７年
平成７～12年の増減当地に常住する

就業者数
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②経済活力等 

＜事業所の動向＞ 

中心市街地では、平成 13 年現在、千葉市全体の約 14％の事業所、約 15％の従業

者が集中しているおり、特に金融・保険業の集中している。平成 9 年から平成 13

年の中心市街地の動向をみると事業所数は約9％、従業者数は約15％減少しており、

千葉市全体に対するシェアが低下してきている。 

 

 

 

 

 
 
 

＜小売業の動向＞ 
中心市街地は、平成 16 年現在、千葉市全体の商店数の約 14％、従業者の約 12％、

年間販売額の約 21％が集中しており、売場面積の約 17％のシェアがある。平成９
年から平成 16 年の中心市街地での動向をみると、千葉ショッパーズプラザ（千葉
ダイエー）、セントラルプラザ、メディアバレー千葉などの大型店の閉店や商店街
での空き店舗の増加などがあり、商店数は約 11％、従業者数は約 13％、年間販売
額は約 22％、売場面積は約 14％減少しており、千葉市全体に対するシェアが低下
してきている。一方で、地元購買率は買回品においても約 85％あり、東京など市外
への消費の流出は少ない。 

商業の動向 地元購買率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千葉市の商圏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所・従業者の動向 
中心市街地

（A)
千葉市
（B)

対市割合
（A/B)

事業所数 4,677事業所 31,594事業所 14.8%
従業者数 71,003人 404,722人 17.5%

事業所数 4,238事業所 30,097事業所 14.1%

従業者数 60,197人 392,307人 15.3%
事業所数 -9.4% -4.7%

従業者数 -15.2% -3.1%
資料：事業所・企業統計調査

平成9～13
年増減率

平成9年

平成13年

中心市街地
（A)

千葉市
（B)

対市割合
（A/B)

事業所数（全） 4,238事業所 30,097事業所 14.1%
従業者数（全） 60,197人 392,307人 15.3%
事業所数
(金融・保険業) 230事業所 617事業所 37.3%

従業者数
(金融・保険業)

5,933人 15,916人 37.3%

資料：平成13年事業所・企業統計調査

中心都市 商圏地域 商圏人口 吸引人口 吸引力 中心都市 商圏地域 商圏人口 吸引人口 吸引力 中心都市 商圏人口 吸引人口 吸引力
行政人口
(人)

市町村数 (人) (人) (%)
行政人口
(人)

市町村数 (人) (人) (%)
行政人口

(%)
(%) (%) (ﾎﾟｲﾝﾄ)

千葉 895,316
10市15町2
村

2,172,861 917,099 102.4 869,682
11市18町2
村

2,265,753 926,257 106.5 2.9 ▲ 4.1 ▲ 1.0 ▲ 4.1

成田 96,149 6市16町3村 765,049 233,364 242.7 94,064 5市13町2村 537,630 189,480 201.4 2.2 42.3 23.2 41.3

柏 328,883 7市1町 1,353,746 421,241 128.1 322,065 6市3町1村 1,368,881 427,380 132.7 2.1 ▲ 1.1 ▲ 1.4 ▲ 4.6
船橋 553,403 6市 1,487,729 555,039 100.3 547,158 5市1町 1,459,592 590,101 107.8 1.1 1.9 ▲ 5.9 ▲ 7.5

館山 51,150 2市7町1村 138,121 83,749 163.7 52,120 2市7町1村 141,337 84,678 162.5 ▲ 1.9 ▲ 2.3 ▲ 1.1 1.2

茂原 93,937 2市10町1村 245,951 148,456 158 93,239 2市11町1村 293,423 159,710 171.3 0.7 ▲ 16.2 ▲ 7.0 ▲ 13.3

東金 60,415 1市6町1村 203,299 81,114 134.3 57,532 1市6町1村 198,754 90,087 156.6 5 2.3 ▲ 10.0 ▲ 22.3
旭 41,138 3市7町 232,485 88,799 215.9 40,721 3市7町 236,171 90,450 222.1 1 ▲ 1.6 ▲ 1.8 ▲ 6.2
市原 279,235 2市2町 358,778 221,766 79.4 -280,251 (1市2町) -301,311 -206,978 -73.9 (▲ 0.4) -19.1 -7.1 -5.5
松戸 467,073 3市1町 1,296,304 422,200 90.4 462,145 3市2町 980,658 402,614 87.1 1.1 32.2 4.9 3.3
野田 120,257 1市1町 151,500 108,470 90.2 121,164 1市1町 152,983 110,211 91 ▲ 0.7 ▲ 1.0 ▲ 1.6 ▲ 0.8
木更津 122,697 4市1町 336,266 146,769 119.6 122,057 4市2町 344,432 153,751 126 0.5 ▲ 2.4 ▲ 4.5 ▲ 6.4
鴨川 29,861 2市2町 66,236 37,109 124.3 30,533 2市4町 81,981 39,697 130 ▲ 2.2 ▲ 19.2 ▲ 6.5 ▲ 5.7
佐原 48,019 1市8町 152,729 54,391 113.3 49,035 1市7町 138,178 56,229 114.7 ▲ 2.1 10.5 ▲ 3.3 ▲ 1.4

1.　行政人口は平成13年9月1日及び平成10年7月1日現在。
2.　商圏人口　=　商圏地域市町村の行政人口の合計
・・・・ 吸引人口　=　商圏内各市町村の　中心都市での購買率×行政人口　の合計
・・・・ 吸引力　・・ =　吸引人口÷中心都市行政人口
3.　市原の(　　　)数値は参考値。
資料：「平成13年度消費者購買動向調査」　千葉県商工労働部

準商業
中心都
市

商業中
心都市

平成13年 平成10年 増減率
　　　・ 項目

商圏

買回品 最寄品

衣料品 文化品 耐久品
家　庭
日用品 食料品

千葉市 85.3 83.9 85.2 89.6 94.1 93.5 94.6 85.4 92.9

市川市 69.3 68.8 67.5 73.2 92.8 92.4 93.1 42.5 79.4

船橋市 78.5 80.1 77.8 74.9 87.4 88.0 87.3 82.3 85.2

習志野市 66.8 65.6 68.8 67.4 86.4 86.3 86.5 38.0 63.5

松戸市 77.6 78.1 76.7 77.4 95.4 96.6 94.2 70.7 86.7

資料：千葉県の商圏

(平成13年度消費者購買動向調査結果）

贈答品 飲　食

中心市街地
（A)

千葉市
（B)

対市割合
（A/B)

店舗数 920店 6,603店 13.9%
従業者数 7,696人 49,646人 15.5%
年間販売額 2,588億円 11,195億円 23.1%

売場面積 189,235㎡ 799,622㎡ 23.7%
店舗数 823店 5,870店 14.0%
従業者数 6,687人 54,672人 12.2%
年間販売額 2,030億円 9,557億円 21.2%
売場面積 162,036㎡ 983,919㎡ 16.5%
店舗数 -10.5% -11.1%
従業者数 -13.1% 10.1%
年間販売額 -21.6% -14.6%
売場面積 -14.4% 23.0%

資料：商業統計調査

平成9年

平成16年

平成9～16
年増減率
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＜歩行者通行量の動向＞ 
中心市街地の歩行者通行量は近年減少しており、調査地点（６地点）平均で、平

成 11 年と平成 17 年の通行量で比較すると、休日で約 10％の減少となっている。 
なお、平成 11 年の歩行者通行量が特に多い要因は、平成 11 年以降の調査日では

千葉銀座通りにおいて、１開催あたり２万人弱の集客があるフリーマーケットの開
催があったためと考えられる。一方で平成 14 年以降に歩行者通行量が減少した要因
は、平成 11 年から平成 14 年の調査の間に、中心市街地内の大規模小売店舗 3 店舗
が相次いで閉店し（店舗面積計 39,797 ㎡）、中心市街地の吸引力が減少したためと
考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③都市機能関係 
＜主要な都市機能立地＞ 

中心市街地には、千葉県庁や千葉県警察本部、千葉市消防局、千葉地方検察庁・

千葉区検察庁、千葉地方裁判所・家庭裁判所、千葉市中央区役所など行政機関が集

中するとともに、千葉市美術館、文化センター、郷土博物館、市民会館、千葉県民

会館などの多くの高度都市機能施設の集積がある市街地となっている。 

 

＜土地利用・地価の動向＞ 

近年、低・未利用地が増加してきて

いるが、そのうち立地が良好な土地の

一部では、住宅への土地利用転換がみ

られる。 

また、中心市街地の地価は下落を続

けてきているが、最近下げ止まりの兆

しが見え始めている。中心市街地の公

示地価平均でみると、平成 12 年から

平成 18 年で約 35％下落している。 
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資料：国土交通省土地総合情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 
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資料：千葉市歩行者通行量動態調査報告書 

歩行者通行量（休日）の動向 歩行者通行量（休日）の動向表      (人) 
 平 5 平 9 平 11 平 14 平 17 

①ハミングロードパルサ 2,472 2,872 2,543 1,670 2,008 
②ＪＲ千葉駅前 22,161 20,910 14,178 11,282 14,910 
③飯豊ガソリンスタンド前 3,718 3,709 4,702 3,776 4,912 
④国道14号田原屋〈パシオス）前 12,501 18,939 25,078 14,972 23,188 
⑤千葉銀座通り 13,244 11,180 31,028 19,579 17,976 
⑥西銀座通りマクドナルド前 19,884 17,752 18,679 18,735 23,828 
⑦千葉中央ショッピングセンターミーオ前    21,817 26,496 
⑧京成千葉中央駅前    4,973 5,270 
⑨ぱるるプラザ前    2,534 3,016 
⑩千葉中央第六地区再開発ビル前     1,558 
①から⑥の平均 12,330 12,560 16,035 11,669 14,470 
①から⑩の平均 12,330 12,560 16,035 11,038 12,316 
 ※調査年ごとに調査ポイントが異なるため、各調査年ごと
の平均値を採用している（調査ポイントは 12頁参照）。 

中心市街地の低・未利用地
平成13年度 平成18年度

面積(ha) 16.2 19.5
指数 100 120
中心市街地に対す
る割合 10.8% 13.0%

※地目が宅地（更地）のもの及び雑種地を対象

低・未利
用地
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④地域住民のニーズ等の把握  商業振興指針アンケート調査 

中心市街地の商店街等には、「休憩所」、「駐車場・自転車置き場」、「街路清掃・美

化」とともに「治安・防犯」、「清掃」、「文化活動」に係わるサービス提供が求めら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整等 

中心市街地の活性化にあたっては、少子高齢化社会の到来を迎え、また、情報化

社会の進行、生活スタイルや価値観の多様化などの中で、誰のための何のための中

心市街地なのか、商業者だけではなく、住民、来街者、立地企業などが、ともに考

え、中心市街地の重要性等についての認識を共有し、かつ拡大しながら、まちづく

りに取組むことが重要である。また、旧基本計画においても、活性化方針の一つと

して「一人ひとりが主役になる街」を掲げていたところである。そのため、中心市

街地の活性化の様々な取組みについて、情報提供や広報を行っていくとともに、様々

な主体が活性化事業に参画できる仕組みづくりや参画の促進を図っていくこととす

る。 
このような参加促進については、核となる中心市街地活性化協議会の役割が大き

く、これまでＴＭＯ事業で経験してきた良い点、悪い点などを適切に活かし、専門

家のアドバイス等を得ながら、ＮＰＯなど多様な主体と協力連携して取り組み、事

業を推進していく。 
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資料：商業振興指針アンケート調査の来街者アン
ケート調査（実施時期；平成 16 年 8 月） 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 
 
［１］都市機能の集積の促進の考え方  

（1）中心市街地への都市機能の集積促進のための方針 

○新総合ビジョン及び都市計画マスタープランで千葉都心の位置づけ 

千葉都心を位置づけ、千葉自立都市圏の中枢管理機能、本市の中心的商業地と

しての機能強化を図るとともに土地利用の高度化を進めるなど、高次の都市機能

の集積を図ることとしている。 
都市計画マスタープランにおいては、将来に向けて持続的な成長が可能な都市

とするため、「市街地ゾーン」、「田園・緑地ゾーン」、「自然環境保全ゾーン」の３

つのゾーニングに基づいて、都市的土地利用をできるだけ活用し、コンパクトな

広がりとしながら、自然や農業等の土地利用とのバランスのとれた土地利用を図

ることとしている。 
また、都市基盤の水準に適切な土地利用を目指し、ＪＲ線や京成線、千葉都市

モノレールの各駅など公共交通基盤と連携したコンパクトな市街地して再編を図

ることとしている。 
 

○都市再開発方針での２号再開発促進地区の位置づけ 

中心市街地を既成都心地域と位置づけ、土地利用の高度化と商業・業務機能等

の集積とともに居住機能の導入を促進し、中心市街地の活性化を図ることとして

おり、既成都心地域 143ha の範囲で２号再開発促進地区を位置づけている。 

 
○再開発による都市機能集積を促進し拠点地区形成 

戦災復興土地区画整理事業が行われた中心市街地は、古くからビルトアップが

進み商業地として栄えたものの、商業機能の低迷・低下とともに建物の老朽化が

進行している。千葉中央地区再開発の例に見るように、再開発により市街地を更

新・再生し、新たな機能更新・集積を実現する。これにより機能集積を促進して

賑わいの拠点を形成して中心市街地の回遊性を支える。 

 

○中心市街地へのアクセス性を向上し都市機能集積を支え、集積を促進 

千葉都市モレールの南東方面への延伸、中心市街地縁辺部の交差点改良などに

より、周辺部からのアクセス性を高めて来街者を増やし中心市街地の都市集積を

支えかつ集積を増進する。 

 

○都心居住を促し都市機能集積を支え、生活サービス・居住環境の向上 

中心市街地の居住を促進し、都市機能集積の支持人口を増やすとともに、都心

ならではの生活サービス機能等の集積促進を図る。また、通行空間や都市景観の

向上などにより居住環境の向上を図り、都心居住を支え、促進する。 
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［２］都市計画手法の活用 

（1）都市再開発方針の２号再開発促進地区の活用 

中心市街地の大部分を都市再開発方針の２号再開発促進地区に指定しており、開発

ポテンシャルや再開発の契機があり、土地の高度利用、建物更新等を図るべき地区に

はついては、高度利用地区や地区計画等を活用し、再開発等により土地の高度利用と

都市機能の更新を図る。 
 

◇ ２号再開発促進地区の整備又は開発の計画概要 
整備又は開発の計画の概要 

地区名称 
（ha） 

地区整備の 
主たる目標 土地利用計画 

建築物の更新 
の方針 

施設整備
の方針 

再開発
推進の
条件整
備の措
置等 

概ね５年
以内に実
施予定の
事業 

概ね５年
以内に決
定変更予
定の事項 

既成都心地区 
約 143ha 

新しい時代の100万都市
として中枢機能及び文
化機能の集積、商業の近
代化・高度化、都心交通
の整流化、都心景観・歩
行者環境の創造等の総
合的かつ体系的な整備
を図り、都心の魅力を高
める。 

・本地区のポテンシャル
に対応した土地の高
度利用と商業・業務機
能等の集積とととも
に、居住機能の導入を
促進し、中心市街地の
活性化を図る。 

・民間活力を積極的に
導入し、建築物の更
新を図り、敷地及び
建築物の共同化並
びに高度化、不燃化
を促進し、良好な市
街地の形成を図る。 

 中心市街
地活性化
基本計画 

 千葉都市 
モノレール 

〈富士見周辺〉 
・地理的な条件を活かし、
商業・業務機能の一層の
集積と土地の高度利用
の促進 

・中央公園プロムナー
ドを軸とした都心
にふさわしい都市
景観の創出 

  千葉西銀座
（１・２街区）
地区優良建築
物等整備事業 

 

〈中央周辺〉 
・行政・商業・業務機能の
一層の集積と土地の高
度利用の促進 

・文化・情報機能等の拠点
の形成 

・都心居住の促進と土地の
高度利用 

・都心景観を形成する
シンボリックな建
築物の建設促進 

・民間活力を導入し、
土地及び建築物の
共同化、不燃化の促
進 

  千葉中央第六
地区第一種市
街地再 開 発 
事 業 

 

〈本千葉町周辺〉 
・富士見周辺、中央周辺と
一体化した商業・業務機
能の集積と土地の高度
利用 

・民間活力を導入し、土
地及び建築物の共同
化、不燃化の促進 

    

（１） 
中央周辺
地区 

 

本区域の中心的な繁華
街として、商業・業務、
文化、娯楽、飲食等の多
様な機能を有した総合
的な中心商業・業務地の
形成。 

 

〈栄町周辺〉 
・商業及び飲食等を中心と
した商業地としての環
境の形成 

・民間活力を導入し、土
地及び建築物の共同
化、不燃化の促進と防
災̀ 性の向上 

    

(２) 
県庁周辺
地区 

 

行政施設、文化施設等を
核とした行政・文化ゾー
ンの形成。 

・行政・業務機能及び文化
機能の一層の集積 

・官公庁街を中心とした
業務地区にふさわし
い街並みの形成 

・都市モノレール駅周辺
の立地特性に合わせ
た土地の高度利用の
促進 

・千葉都市モ
ノレール
の整備 

・都市計画道
路 3･4･80
号中央星
久喜町線
の整備 

   

(３) 
東日本旅
客鉄道千
葉駅西口
周辺地区 

 

・都心と新都心を結ぶ新た
な動線の確保 

・主要幹線道路等の整備 
・商業機能を中心とした都
市機能の充実 

・都心居住の促進 
 

・市街地再開発事業等によ
り土地利用の転換を促
進し、商業・業務機能の
集積 

・都心居住の促進と土地の
高度利用 

・臨港公園プロムナード
整備にあわせた建築
物の更新 

・民間活力を導入し、中
高層を主体とした都
心にふさわしい共同
住宅建設の促進 

・都市計画道
路3・6・88
号千葉港
黒砂台線
の整備 

・都市計画公
園 2･2･21
号新千葉
公園の整
備 

 千葉駅西口
地区第二種
市街地再 開 
発 事 業 

 

(４) 
新宿公園
周辺地区 

・都心商業・業務機能の拡
充 

・都心居住の促進 

・京成電鉄千葉中央駅周辺
での商業・業務機能の集
積 

・都心居住の促進と土地の
高度利用 

・民間活力を導入し、京
成電鉄千葉中央駅周
辺での商業・業務を中
心とした建築物の更
新 

・民間活力を導入し、中
高層を主体とした都
心にふさわしい共同
住宅建設の促進 
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※２号再開発促進地区とは、都市再開発法に基づき千葉市が定めた都市再開発方針にお

いて、市街地の再開発に関する事業の実施その他必要な措置を講ずるように務めなけ

ればならないと定めた地区 

 

 

（2）地区計画等の活用 

良好な景観形成や地上部の賑わいの連続性の確保などのため、建物の形態や壁面位

置の制限、用途の制限など地区計画の活用促進を図る。 
 
 

 
 

◇ ２号再開発促進地区（既成都心地区） 



 120 

 
（3）準工業地域の立地制限について 

大型店が立地可能な準工業地域における 1万㎡以上の未利用地は、幕張新都
心拡大地区とその周辺の２箇所にあり、面積は合わせて約 24.7ha である。 
幕張新都心拡大地区の分譲地においては、次のような土地利用制限があり、

計画的な土地利用の誘導を図ることとなっている。 
 

（幕張新都心拡大地区）分譲地の利用制限の内容例 
  制限される建築物の用途等 

建築できる建築物 店舗、商業等の複合施設など Ａ 
建築を制限される建築物 住宅、倉庫、パチンコなど 
建築できる建築物 本社機能を持った事業所等の複合施設等 Ｂ 
建築を制限される建築物 店舗のみの施設、住宅、学校など 

 
三大都市圏及び政令指定都市を除く地方都市については、準工業地域におけ

る大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区等の都市計画決定及び必要
な条例の整備が行われることが基本計画認定の条件となっているが、本市はこ
れに該当しない。 
 
準工業地域における 1万㎡以上の未利用地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[幕張新都心拡大地区] 

中心市街地 
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［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

（1）中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況 

近年既存の大規模小売店舗の撤退が相次いでおり、千葉ショッパーズプラザ（ダ

イエー千葉店）、セントラルプラザ、メディアバレー千葉などが閉店している。 

 

◇既存の主な大規模小売店舗（売場面積 1万㎡以上） 
 所在地 売場面積 主な小売業者 開店時期 備考 

千葉ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ 新千葉 1-1-1 11,465 ㎡  昭和 37 年 4 月 ﾍﾟﾘｴ 1･2 

塚本大千葉ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(ﾋﾞｰﾜﾝ) 富士見 2-3-1 23,653 ㎡ ㈱ﾖﾄﾞﾊﾞｼｶﾒﾗ 昭和 42 年 3 月  

時田ﾐｼﾝﾋﾞﾙ､塚本ﾋﾞﾙ(三越) 富士見 2-6-1 21,402 ㎡ 千葉三越 昭和 47 年 10月  

千葉ﾊﾟﾙｺ店 中央 2-2-2 20,027 ㎡  昭和 51 年 12月  

㈱そごう千葉店 新町 1000 70,050 ㎡ ㈱そごう 平成 5年 4月  

 

◇近年閉店した大規模小売店舗 
 所在地 売場面積 主な小売業者 閉店時期 備考 

ロケット千葉 中央 3-18-3 2,698 ㎡ ㈱ロケット 平成 10 年 9 月  

増田商店 新宿 2-6-7 2,100 ㎡ ㈱土屋家具 平成 12 年 7 月 （駐車場） 

千葉ショッパーズプラザ 新宿 2-7-30 17,476 ㎡ ダイエー千葉店 平成 13 年 5 月 ﾏﾝｼｮﾝ開発 

セントラルプラザ 中央 3-17-1 16,294 ㎡  平成 13 年 11月 ﾏﾝｼｮﾝ開発 

メディアバレー千葉 中央 3-2-9 6,027 ㎡ ﾀﾞｲｴｰﾒﾃﾞｨｱｿﾙｰｼｮﾝｽﾞ 平成 14 年 2 月  

京成千葉ビル 本千葉 15-1 1,183 ㎡  平成 15 年 京成ﾎﾃﾙ新築 

 

これらのうち、千葉ショッパーズプラザ、セントラルプラザの跡地については、

現在マンション開発が進行中である。 
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（2）市庁舎などの行政機関、病院・学校等の都市福利施設の立地状況及びそれらの移

転計画の状況 

 

 

◇中心市街地の都市福利施設等の立地状況 

区分 名称 区分 名称 

千葉地方裁判所 千葉県公文書館 
千葉家庭裁判所 千葉県自治会館 
千葉簡易裁判所 千葉県文化会館 
千葉地方検察庁 千葉市民会館 
千葉農政事務所 千葉市文化センター 
千葉東税務署 千葉県教育会館 

国の機関 

中央旅券事務所 千葉市国際交流プラザ 
千葉県庁 青少年補導センター 
千葉県中央旅券事務所 

公益施設 

ぱるるプラザ千葉 千葉県の機関等 
千葉県警本部 ＮＴＴ千葉支社 

千葉市の機関等 中央区役所 
公益機関 

東京電力千葉支店 
図書館 県立中央図書館 出張所 シルバー人材センター 
博物館 千葉市郷土博物館 消防署 中央消防署（セーフティちば） 
美術館 千葉市美術館 創業支援 インキュベート施設 

栄町立体駐車場 
 駐車場 

中央立体駐車場 
 
 

◇教育施設、医療施設 
区分  施設数 施設内訳 

高等学校 1 明聖高等学校 教育施設 

専門学校 2 千葉日建工科専門学校 
千葉国際動物専門学校 

医療施設 病院・医院 43 ※歯科医院は除く 

資料：教育施設；タウンページ、医療施設；千葉市医療マップ 

 

 

 

◇公共公益施設の移転廃止状況 

 区分 名称 

千葉公安調査事務所 国の機関等 
千葉労働基準局 

県の機関等 企業庁 
市の機関等 千葉市社会協議会 

社会福祉事業団 

移転 

公益施設 
社会センター 
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（3）千葉市及びその周辺の大規模集客施設の立地状況及び設置計画の状況 

 

◇千葉市内の大規模店舗リスト（店舗面積 1 万㎡以上） 
店舗(大店立地法上の
名称) 

所在地 店舗面積 開店時期 備考 

中心市街地    
 ﾍﾟﾘｴ千葉(千葉ｽﾃｰｼｮﾝ

ﾋﾞﾙ､千葉駅ﾋﾞﾙ総武高
架) 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 13,395 ㎡ 昭和37年 千葉ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ
(11,465 ㎡)･千
葉駅ﾋﾞﾙ総武高
架 (1,930 ㎡ ) 
別個で届出 

 塚本大千葉ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 千葉市中央区富士見 2-3-1 23,653 ㎡ 昭和42年  
 千葉三越(時田ﾐｼﾝﾋﾞﾙ､

塚本ﾋﾞﾙ) 
千葉市中央区富士見 2-6-1 21,402 ㎡ 昭和47年 三越他 

 ﾊﾟﾙｺ千葉店(千葉ﾊﾟﾙｺ
店) 

千葉市中央区中央 2-2-2 20,027 ㎡ 昭和51年 パルコ他 

 そごう千葉店(株式会
社そごう千葉店) 

千葉市中央区新町 1000 70,050 ㎡ 平成 5年 そごう他 

中心市街地外    
川島ﾋﾞﾙ(ﾏﾘﾝﾋﾟｱ専門
館) 

千葉市美浜区高洲 3-20-6 外 11,823 ㎡ 昭和56年  

ﾏﾘﾝﾋﾟｱ 千葉市美浜区高洲 3-20-28 31,571 ㎡ 昭和59年 ｲｵﾝ他 
稲毛ｻﾃｨ 千葉市稲毛区小仲台1-1150-1

他 
23,476 ㎡ 平成 2年 ﾏｲｶﾙ他 

ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 千葉市美浜区中瀬 2-6 22,100 ㎡ 平成 3年 大塚家具他 
検見川浜駅前ｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞ･ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

千葉市美浜区真砂 4-2-6 15,681 ㎡ 平成 3年 ｲｽﾞﾐﾔ他 

千葉市北部長沼ｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞｾﾝﾀｰ 

千葉市稲毛区長沼町 36 16,056 ㎡ 平成 4年 閉店 

ｼﾞｬｽｺ鎌取店(鎌取ｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ) 

千葉市緑区おゆみ野 3-16-1
他 

33,280 ㎡ 平成 6年 ｲｵﾝ他 

千城台ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 千葉市若葉区千城台北3-21-1 20,788 ㎡ 平成 7年 長崎屋他 
PAT稲毛(ﾊﾟｯﾄ稲毛A ﾌﾞ
ﾛｯｸ店､ﾊﾟｯﾄ稲毛 B ﾌﾞﾛｯ
ｸ店) 

千 葉 市 美 浜 区 稲 毛 海 岸
2-1-427 他 

14,059 ㎡ 平成10年 A ﾌﾞﾛｯｸ(6,473
㎡)･B ﾌﾞﾛｯｸ
(7,586 ㎡)別
個で届出 

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ幕張店(太平
洋ｾﾒﾝﾄ幕張ﾋﾞﾙ) 

千 葉 市 花 見 川 区 幕 張 町
4-417-25 

15,298 ㎡ 平成10年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ幕張 千葉市美浜区豊砂 1-1 15,715 ㎡ 平成12年  
ｶﾞｰﾃﾞﾝｳｫ～ｸ幕張 千葉市美浜区ひび野 2-5 他 18,638 ㎡ 平成12年  
あすみが丘ﾌﾞﾗﾝﾆｭｰﾓｰﾙ 千葉市緑区あすみが丘 7-1 20,288 ㎡ 平成12年 東急ｽﾄｱ他 
ｶﾙﾌｰﾙ幕張店 千葉市美浜区ひび野 1-3 外 23,314 ㎡ 平成12年  
ﾜﾝｽﾞﾓｰﾙ 千葉市稲毛区長沼町 330-50

他 
35,289 ㎡ 平成12年 ﾀﾞｲｴｰ他 

ﾐﾊﾏ･ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ･ﾘｿﾞｰﾄ 千葉市美浜区新港 32-11 他 18,901 ㎡ 平成13年  
ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ千葉北 千葉市稲毛区六方町 75-1 他 16,507 ㎡ 平成14年  
ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽおゆみ野ｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

千葉市緑区おゆみ野中央
2-3-1 

13,216 ㎡ 平成15年 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ他 

ﾌﾚｽﾎﾟ稲毛 千葉市稲毛区長沼原町731-17
他 

26,474 ㎡ 平成15年  

ROOM DECO かねたや
幕張新都心店 

千葉市美浜区ひび野 1-7 13,882 ㎡ 平成17年  

ﾊｰﾊﾞｰｼﾃｨ蘇我 千葉市中央区川崎町 6-9 他  72,376 ㎡ 平成17年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂･島忠
ﾎｰﾑｽﾞ･ﾈｸｻｽ他 

 
※ 店舗面積は、 

・大店立地法第２条第１項の定義による → 小売業に供する部分 
・大店立地法もしくは旧大店法に基づき届出されたもの → 届出不要な面積変更がある 
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◇周辺市町の大規模店舗リスト（店舗面積 1万㎡以上） 
＜千葉商圏内の大規模店舗＞…千葉商圏は平成 13 年消費者購買動向調査結果による 

店舗(大店立地法上の
名称) 

所在地 店舗面積 開店時期 備考 

市原市    
市原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ 市原市五井中央西 2-24-5 他 16,386 ㎡ 昭和51年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 
ｱﾋﾟﾀ市原店 市原市青柳北 1-1  20,431 ㎡ 平成10年  
(仮称)市原ちはら台ｼｮ
ｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

市原市ちはら台西 3-4 他 31,363 ㎡ 平成19年
予定 

 

四街道市    
斎藤ビル 四街道市大日字緑ヶ丘 429-5

他 
10,672 ㎡ 昭和52年 ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ他 

四街道ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 四街道市めいわ 2-1 他 12,680 ㎡ 平成11年 長崎屋 
四街道ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 四街道市鹿渡字熊谷台934-13

他 
21,000 ㎡ 平成17年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 

八街市    
ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ八街ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ 

八街市文違字文違野301-3765
他 

12,980 ㎡ 平成10年 ｲｵﾝ 

ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ新八街店 八街市八街字初番杭は 21-24
他 

16,640 ㎡ 平成12年 ｶｲﾝｽﾞ 

茂原市    
茂原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 茂原市高師 1738-2 他 13,717 ㎡ 平成元年 ｹｰﾖｰ 
ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ茂原店 茂原市腰当字北川端 654-2 他 14,142 ㎡ 平成 8年 ｶｲﾝｽﾞ 
茂原ｾﾝﾄﾗﾙﾓｰﾙ 茂原市茂原 1298 13,494 ㎡ 平成19年

予定 
 

東金市    
ｻﾝﾋﾟｱ 東金市東岩崎 8-10 他 14,400 ㎡ 昭和53年 ｲｵﾝ 

山武市    
ラパーク城東 山武市成東 1808-1 16,179 ㎡ 平成 9年 長崎屋 

習志野市    
津田沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱｰ 習志野市津田沼 1-2039 他 20,183 ㎡ 昭和52年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 
ｻﾝｳｴﾙｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 習志野市東習志野 7-616-1 16,389 ㎡ 平成 6年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 
ﾌﾞﾛｯｸ 習志野市谷津 7-1448-1 20,357 ㎡ 平成10年 ﾕｻﾞﾜﾔ 
ﾊｲﾊﾟｰﾓｰﾙﾒﾙｸｽ新習志野 習志野市茜浜 219-22 24,256 ㎡ 平成12年 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ他 
ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ習志野 習志野市東習志野 6-2204-1 10,500 ㎡ 平成15年 大和ﾊｳｽ 
ｲｵﾝ津田沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 習志野市津田沼 1-511-8 他 30,655 ㎡ 平成15年 ｲｵﾝ他 
東京ｲﾝﾃﾘｱ家具幕張店 習志野市芝園 1-1-34 他 20,130 ㎡ 平成17年  
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ習志野店A棟 習志野市茜浜 1-2-1 他 12,866 ㎡ 平成18年 ﾄｽﾃﾑﾋﾞﾊﾞ 
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ習志野店B棟 習志野市茜浜 1-5 他 5,607 ㎡ 平成18年 ﾏﾙｴｲ他 

佐倉市    
臼井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 佐倉市王子台 1-23 13,096 ㎡ 昭和59年 ｲｵﾝ他 
ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞﾕｰｶﾘが丘店 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1-1 16,827 ㎡ 平成 4年 ﾏｲｶﾙ他 
染井野ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 佐倉市染井野4-7-1 10,850 ㎡ 平成10年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 
ﾕｰｶﾘが丘ｻﾃｨﾔﾝｸﾞ館 佐倉市ﾕｰｶﾘが丘4-1-4 他 11,310 ㎡ 平成11年 ﾏｲｶﾙ 
ﾍﾞｲｼｱｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ佐倉店 佐倉市寺崎特定土地区画整理

事業 10 街区 1画地 
11,000 ㎡ 平成17年 ﾍﾞｲｼｱ 

匝瑳市    
ｵｰｼｬﾝﾏｰﾄ 126 匝瑳市飯倉字祖之谷 106-1 他 10,461 ㎡ 平成 3年 ｶｽﾐ 
ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ八日市場店 匝瑳市八日市場ロ字横田 118 14,145 ㎡ 平成16年 ｶｲﾝｽﾞ、ﾍﾞｲｼｱ 

酒々井町    
ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ酒々井店 酒々井町本佐倉字大堀 457-2

他 
10,000 ㎡ 平成 7年 ﾄﾗｲｱﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ 

資料：2007 全国大型小売店総覧 
千葉県大規模小売店舗名簿 

 

※ 店舗面積は、 
・大店立地法第２条第１項の定義による → 小売業に供する部分 
・大店立地法もしくは旧大店法に基づき届出されたもの → 届出不要な面積変更がある 
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＜千葉市中心市街地から 15km 圏内のその他の大規模店舗＞ 
店舗(大店立地法上の
名称) 

所在地 店舗面積 開店時期 備考 

船橋市    
船橋駅前ﾋﾞﾙ㈱ 
西武百貨店船橋西武 

船橋市本町 1-1160-1 他 38,311 ㎡ 昭和42年 西武百貨店 

西武津田沼ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 
ｾﾝﾀｰ 

船橋市前原西 2-19-1 21,285 ㎡ 昭和52年 西友他 

船橋駅北口市街地再開
発ﾋﾞﾙ船橋東武ﾋﾞﾙ 

船橋市本町 7-3 他 36,439 ㎡ 昭和52年 東武百貨店他 

高根木戸ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 船橋市習志野台 1-922-1 他 11,406 ㎡ 昭和54年 ｲｵﾝ他 
ららぽーと船橋 
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

船橋市浜町 2-1-1 116,879 ㎡ 昭和56年 Kou’ｓらら
ぽーと店 

船橋ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 船橋市本町 7-20-1 他 20,145 ㎡ 昭和56年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 
高根台西ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 船橋市高根台 1-2 10,022 ㎡ 平成 7年 田原屋 
南船橋ﾋﾞﾋﾞｯﾄｽｸｴｱ 船橋市浜町 2-4-712 他 37,199 ㎡ 平成16年 大川ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ

他 
IKEA 船橋 船橋市浜町 2-2-34 23,499 ㎡ 平成18年 ｲｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

八千代市    
八千代台十字ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾ
ﾝﾀｰ 

八千代市八千代台南 1-7-7 10,548 ㎡ 昭和46年 日本総合企画 

京成 SC 八千代台店 八千代市八千代台東 
1-205-139 他 

19,897 ㎡ 昭和52年 長崎屋 

ｱﾋﾟﾀ八千代店 八千代市吉橋 1858 他 20,640 ㎡ 平成12年 ﾕﾆｰ 
ﾌﾙﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ八千代 八千代市辺田前土地区画整理地

区内 60 番街区画地番号 1､2 他 
42,324 ㎡ 平成14年 ｲﾄｰﾖｰｶ堂他 

ｲｵﾝ八千代緑が丘ｼｮｯﾋﾟ
ﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

八千代市緑が丘 2-1-3 他 56,871 ㎡ 平成17年 ｲｵﾝ他 

資料：2007 全国大型小売店総覧 
千葉県大規模小売店舗名簿 

 
 

※ 店舗面積は、 
・大店立地法第２条第１項の定義による → 小売業に供する部分 
・大店立地法もしくは旧大店法に基づき届出されたもの → 届出不要な面積変更がある 
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［４］都市機能の集積のための事業等 

４.市街地の整備改善のための事業 
・千葉中央第六地区第一種市街地再開発事業 
・アトリウム整備・運営事業 
・千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業 
・ＪＲ千葉駅西口自由通路整備事業 
・都市計画道路千葉港黒砂台線整備事業 
・電線共同溝整備事業 
・都市計画道路中央星久喜町線整備事業 
・中央星久喜町線交差点改良事業 
・中央雨水貯留幹線整備事業 
・千葉駅路上自転車駐車場整備事業 
・京成千葉中央駅線特定経路整備事業 
・下水道管渠の更新・改良事業 

５.都市福利施設を整備する事業 
・千葉市科学館整備・運営事業 
・子ども交流館整備・運営事業 
・子育て支援館整備・運営事業 
・中央保健福祉センター整備・運営事業 
・郷土博物館整備事業 

６.街なか居住の推進のための事業 
・CHIBA CENTRAL TOWER 整備事業 

７.商業の活性化のための事業 
・千葉中央第六地区第一種市街地再開発事業（再掲） 
・アトリウム整備・運営事業（再掲） 
・千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（再掲） 
・栄町都市再生まちづくり推進事業（まちづくり社会実験） 
・栄町商店街環境整備事業 
・千葉銀座商店街環境整備事業 
・みどりと花の催し 
・中央公園フラワーフェスティバル 
・オープンカフェ事業 
・千葉の親子三代夏祭り 
・ベイサイドジャズ千葉 
・都市景観市民フェスタ 
・ちば YOSAKOI 
・千葉都心イルミネーション 
・大道芸フェスティバル in ちば 
・イベントコーディネート事業 
・情報ガイドマップ等作成事業 
・花の街推進事業 
・中心市街地クリーンアップ事業 
・セーフティガード事業 
・千葉アートネットワーク・プロジェクト（Wi-CAN） 
８. ４から７までの事業及び措置と一体的に推進する事業 
・ビジネス支援センター整備・運営事業 
・都市モノレール整備事業 
・バス活性化システムの整備事業 
・エレベーター等の整備事業 
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11．その他中心市街地の活性化に関する重要な事項 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

 

(1)個別事業等に関連した実践的・試行的活動の内容・結果等 

○千葉中央第六地区及び千葉駅西口地区の市街地再開発事業の推進 

中心市街地では、千葉中央地区、千葉中央第二地区、千葉新町地区など主要な地

区で市街地再開発事業を推進し、古くからの市街地の再生・拠点の再整備を実践し

てきているところである。 

千葉中央第六地区は、かつての本市を代表する商業地区であり、地区の更新・再

生による中心市街地の活性化を目標として、再開発実現のため平成 5 年に本市が転

出者の土地の取得し市役所の一部として活用しつつ積極的に事業推進を図ってきた

ところであり、平成 17 年に着工に至った地区である。商業施設とともに、科学館、

子ども交流館、子育て支援館、ビジネス支援センター及び保健福祉センターを一体

的に整備するものであり、基本計画の目標である「多彩な交流と出会いを育む賑わ

いのあるまち」に大いに寄与することが確実に期待できるものである。 

また、千葉駅西口地区の再開発は、千葉駅西側の玄関口・顔づくりをめざし第二

種市街地再開発事業として取組まれているものであり、平成 17 年度に事業協力者を

公募・決定、平成 19 年度には特定施設建築物制度における特定建築者の公募を予定

し、民間企業の優れた能力を積極的に活用し事業推進を行う。 

 

○栄町都市再生まちづくり事業（まちづくり社会実験） 

栄町まちづくり社会実験推進協議会を設立し、利用可能な空間等を活用したまちづ

くり社会実験の推進に向け、活動を開始している。社会実験の案を公募し、「オシャ

レな楽市ストリート」、「特色あるテナントミックスとイベント事業そして情報発信」

の２案を選定して、平成 19 から 20 年度に実施予定である。 

 

○イベントコーディネート事業、中心市街地クリーンアップ事業等の商業活性化事業

の実施 

イベントコーディネート事業、オープンカフェ事業や中心市街地クリーンアップ

事業などの活性化事業は、千葉商工会議所がＴＭＯ機関となり、ＴＭＯ事業実施機

関として中心市街地まちづくり協議会を設置し、継続して取組まれてきた事業であ

り、これまでの実施経験の蓄積等を踏まえ、今後も中心市街地の活性化を支える事

業として実施していく予定である。 

 

(2)事業の確実な実施の確保 

掲げている事業は、千葉市第２次５か年計画に位置づけられているもので、事業

主体、実施時期、事業資金等が明確であり、基本計画推進委員会や中心市街地活性

化協議会準備会で審議され、了解がえられた事業を位置づけている。 
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［２］都市計画との調和等 

○新総合ビジョン及び都市計画マスタープランで千葉都心の位置づけ（再掲） 

本市は、東京都心部や成田国際空港との近接性を有し、東京都心部からの諸機能

の分散の受け皿として、首都圏レベルでの役割が高まっている。そのため、首都圏

を見据えた広域的なネットワークの拠点や大都市にふさわしいバランスのとれた

「多心型」の都市構造の実現を図る必要がある。 

また、首都圏における広域的な拠点となる業務核都市としての役割を発揮しなが

ら、行政、商業・業務、就業、文化など県都としての中核的な役割を果たすため、

千葉都心と幕張新都心の整備、蘇我副都心の育成・整備を図ることとしている。 

なかでも中心市街地の位置する千葉都心は、千葉自立都市圏の中枢管理機能、本

市の中心的商業地としての機能強化を図るとともに土地利用の高度化を進めるな

ど、高次の都市機能の集積を図るものとしている。 

 

◇都心の整備方向（再掲） 
都心・新都心・副都心 整備方向 

千葉都心 千葉都心は、これまでに形成されてきた都市基盤や交通結節点とし
ての立地特性を活かし、千葉自立都市圏の拠点地区としての中枢管理
機能、本市の中心的商業地としての機能強化を図るとともに土地利用
の高度化を図ります。また、業務、文化・レクリエーション等の諸機
能の集積、都心居住の促進、快適で利便性が高い交通環境の構築など、
中心市街地の活性化方策との連携を図りながら、高次の都市機能の集
積を図ります。 
さらに、都心としての魅力や快適性を高めていくため、緑や花があ

ふれ四季の変化が感じられる都市空間の形成を図ります。 
幕張新都心 幕張新都心は、ＪＲ京葉線の海浜幕張駅と東関東自動車道ＩＣに近

接する立地特性を活かしながら、国際交流機能や国際的業務機能をは
じめ、先端成長産業の中枢的業務、研究開発などの諸機能の集積のほ
か、商業や海岸への近接性を活かしたスポーツ・レクリエーション機
能などの集積、新たな余暇空間の形成を図ります。 

蘇我副都心 蘇我副都心は、ＪＲ蘇我駅から臨海部にかけて広がる地域であり、
鉄道の結節点や広域幹線道路沿線としての立地特性を活かして、第３
の都心として育成・整備を図ります。 
ＪＲ蘇我駅周辺では都市基盤施設等の改善や土地利用の転換の促

進を図ります。また、臨海部では大規模な工場跡地を活用して、商業
業務、スポーツ・レクリエーションなどの都市機能の導入を図り、本
市の産業振興や循環型社会の構築に寄与する土地利用を図ります。 

 

このように、首都圏の業務機能の一翼を担う業務核都市として、千葉都心、幕張

新都心、蘇我副都心は明確な役割分担のもと、それぞれ都市機能が集積されること

となっており、互いの集積による相乗効果により、市域の均衡ある発展と市民生活

の利便性の向上が図られる。 
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○幕張新都心及び蘇我副都心の大型店進出による影響調査結果について 

幕張新都心、蘇我副都心への大型店進出による影響調査がそれぞれ実施されて

おり、その結果によると、中心市街地への影響は少ないことが報告されている。 
それぞれの都心の大型店を中心とした商業者同士の公正な競争があり、結果と

して共存関係が保たれているものと考えられる。 
中心市街地に係わる上記の影響調査結果の概要は次のとおりである。 
 

◇「幕張新都心への大型商業施設進出による影響調査」（平成 13 年 12 月） 

〔調査対象となる大型店舗〕 
店舗名 開店日 全店舗面積 核店舗面積 駐車台数 

カルフール幕張店 平 12.12.8 29,941 ㎡ 17,014 ㎡ 1,386 台 

コストコホールセール幕張店 平 12.12.13 15,715 ㎡ 15,715 ㎡ 745 台 

ガーデンウォーク幕張 平 12.10.26 18,533 ㎡ 18,533 ㎡ 約 1,000 台 

ハイパーモールメルクス新習志野 平 12.12.1 24,256 ㎡ 12,000 ㎡ 1,100 台 

総計  88,445 ㎡ 63,326 ㎡ 約 4,231 台 

 
〔調査期間〕 平成 13 年 9 月～12 月 

〔調査方法〕 
・アンケート調査（買物動向、商業経営動向） 
・実態調査（訪問調査；対象４店、周辺大型店、幕張新都心地区及び周辺地区、

千葉市中心市街地地区） 
・ヒヤリング調査（対象４店、周辺大型店・商店街、幕張地区ホテル・既存施

設、交通関係） 
〔中心市街地に係わる結果の概要〕 
・3km 圏及び 5km 圏で影響 

距離別の影響をみると、「良い影響を受けている」のは、5km 圏までにある

商店となっており、「悪い影響を受けている」のは、15km 圏内（主に 5km 圏）

までとなっている。なかでも、影響の大きいのは 3km 圏及び 5km 圏であり、「悪

い影響を受けている」という回答は、3km 圏で 38.8％、5km 圏で 23.2％となっ

ている。 

・千葉都心には影響が少ない 

影響のある 5km 圏においてはエリアによって差があり、千葉都心に比較的

に近いＪＲ稲毛駅、京成稲毛駅周辺の 5km 圏 C のエリアは、他の 5km 圏に比べ

影響が小さく、「悪い影響を受けている」という回答は、11.5％に留まってい

る。千葉都心は、影響の小さい 5km 圏 C との間にさらに他のエリアを挟み 10 km

圏 D に位置しており、影響は少ないと考えられる。 
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◇距離別にみた影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「3 km圏 、5 km圏エリア」における影響 

 
 
 
 
 
 
 
◇距離別エリア区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 良い影響 悪い影響
A 18.8% 18.8%
B 0.0% 64.0%
C 0.0% 33.3%
D 0.0% 45.5%
A 0.0% 20.0%
B 2.5% 15.0%
C 0.0% 11.5%
D 0.0% 50.0%

5km圏

3km圏

5.8%

12.0%

13.7%

23.2%

20.1%

94.1%

89.7%

74.0%

80.4%

71.6%

53.4%

72.6%

10.3%

14.0%

0.0%

1.7%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
2.9%

38.8%

2.9%

5.9%

4.2%

1.9%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20km圏超

20km圏

15km圏

10km圏

5km圏

3km圏

全体

良い影響 悪い影響 影響なし 無回答

中心市街地 

資料：「幕張新都心への大型商業施設進出による影響調査」（平成 13 年 12 月） 

幕張新都心 
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◇「蘇我特定地区への大型商業施設進出による影響度調査」（平成 18 年 2 月） 
〔調査対象となる大型店舗〕…ハーバーシティ蘇我 

店舗名 建物設置者 敷地面積 延べ面積 駐車台数 

アリオ蘇我 ㈱イトーヨーカ堂 66,230 ㎡ 57,548 ㎡ 1,650 台 

ホームズ蘇我店 ㈱島忠 38,364 ㎡ 68,950 ㎡ 1,295 台 

フェスティバルウォーク蘇我 ㈱ネクサス 33,058 ㎡ 25,802 ㎡ 410 台 

総計  137,652 ㎡ 152,300 ㎡ 3,355 台 
(4,490 台： 
共用駐車場含む） 

 
〔調査期間〕 平成 17 年 10 月～平成 18 年 2 月 

 
〔調査方法〕 

・アンケート調査（利用者、消費者、商店街、商店街個店） 
・ヒヤリング調査（３商業施設、周辺商店街、周辺大型店・映画館、警察） 

 
〔中心市街地への影響〕 

中心市街地では、ハーバーシティの開業によって大きなマイナスの影響を受

けるのではないかという懸念があったが、他の地域と同様に、商店街や個店へ

のアンケートでは影響がないという意見が約８割を占めており、影響はそれほ

ど大きなものではないと思われる。 
ハーバーシティの開業に前後し、相次いで行われた、千葉駅周辺の大型店の

リニューアルにより、中心市街地にプラスの影響がもたらされたという意見も

聞かれた。商業者同士の公正な競争によって良い緊張感が生まれ、互いに切磋

琢磨するようになれば、消費者や地域経済にとって大きなプラスになると考え

られる。 
 
 

 

 

［３］その他の事項 

今後本格化する少子高齢化社会や地球環境問題への対応策として、公共交通網の整

備や利便性の向上が必要不可欠である。 

そのため、移動制約者や高齢者など幅広く質の高い移動サービスを提供するため、

ノンステップバスの導入や駅舎へのエレベーター等の設置とともに、交通機関相互の

円滑な乗り継ぎを支援し公共交通機関の利用を促進するＩＣカードシステムの導入

を図る。 

また、都市モノレールの整備事業を推進し、道路交通渋滞の緩和や交通事故及び環

境負荷の軽減を図る。 
  
 
 

資料：「蘇我特定地区への大型商業施設進出による影響度調査」 
（平成 18年 2 月） 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基準 項  目 説  明 

意義及び目標に関する事項 基本方針による中心市街地の活性化の意義

及び目標を踏まえた計画となっている。

（「１の(4)中心市街地活性化の基本方針」

を参照） 

認定の手続 所定の認定手続きを経て基本計画を策定し

ている。 

中心市街地の位置及び区域

に関する基本的な事項 

中心市街地の位置及び区域の設定は基本方

針に即している。 

４から８までの事業及び措

置の総合的かつ一体的推進

に関する基本的な事項 

４から８までの事業及び措置の総合的かつ

一体的推進については、基本方針に即して

いる。（「9 の４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関する基本的な

事項」を参照。） 

中心市街地における都市機

能の集積の促進を図るため

の措置に関する基本的な事

項 

コンパクトな中心市街地の形成を基本に都

市機能の更新・集積の促進に取組むことと

している。（「10．中心市街地における都市

機能の集積の促進を図るための措置に関す

る基本的な事項」を参照） 

第１号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

その他中心市街地の活性化

に関する重要な事項 

個別の事業については、実践的に取組んで

おり、法令に基づく各種計画と整合を図っ

た計画となっている。（「その他中心市街地

の活性化に関する重要な事項」を参照） 

目標を達成するために必要

な４から８までの事業等が

記載されていること 

４から８までの事業等を記載している。 第２号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

基本計画の実施が設定目標

の達成に相当程度寄与する

ものであることが合理的に

説明されていること 

記載している事業の実施が、数値目標の達

成に寄与することを合理的に説明してい

る。（「3.中心市街地の活性化の目標」を参

照。） 

事業主体が特定されている

か、又は、特定される見込

みが高いこと 

４から８までの事業等に実施主体を記載し

ている。 

第３号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の実施スケジュールが

明確であること 

４から８までの事業等に実施時期を記載し

ている 

 


