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第1  いずみグリーンビレッジ構想  

     基本構想・基本計画の策定にあたって 
 

  

 本構想 基本構想・基本計画を策定するにあたり、千葉市の市政運営の中長期的指針で

ある上位計画「千葉市新総合ビジョン」および関連計画における位置付けを整理すると 

次のとおりとなる。 

１  千葉市新総合ビジョン 

 平成 12 年 3 月、千葉市は 21 世紀を展望した市政運営の指針となる「千葉市新総合

ビジョン」をまとめた。この新総合ビジョンは、「千葉市基本構想」と「ちばビジョ

ン２１」で構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 千葉市基本構想 

   千葉市基本構想は、「人間尊重・市民生活優先」を基本理念として、市民生活の   

  ゆとりと活力の向上や様々な地域資源を活かしたまちづくりを進め、多彩な魅力が 

  輝く都市の形成を目指して、都市づくりの基本目標を「人とまち いきいきと幸せ  

  に輝く都市」として掲げている。 

   この基本目標にもとづき、望ましい千葉市の姿を次のように描いている。 

 

 

 

 

 

   そこで、次に掲げる様々な資産を活かしながら、千葉市共有の財産として、公共 

  の福祉を優先させ、安全性、快適性、機能性の向上を基本に、自然と調和した多様 

  性のある土地利用を進めることとしている。 

 

 

 

 

千葉市新総合ビジョン 

○千葉市基本構想 
 21 世紀を展望した市政の基本理念・基本目標
を定めたもの。 

○ちばビジョン 21 
 平成 27年を目標年次とする千葉市の将来像、
基本的方向及び各行政区ごとの将来像を掲げた
市政運営の中長期的な指針を定めたもの。 

１自然を身近に感じるまち・千葉市   
２健やかに安心して暮らせるまち・千葉市 
３安全で快適なまち・千葉市 
４豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市 
５はつらつとした活力のあるまち・千葉市 
６共に築いていくまち・千葉市 

１内陸部に残された森林・農地などの緑 
２東京湾に面する長い水際線 
３文化遺産及びこれまで整備されてきた都市基盤 等 



 

 
 

 2

 

（２） ちばビジョン２１ 

   千葉市基本構想で掲げた基本目標の実現に向け、平成 27 年を目標年次とする「目  

  指すべき社会の姿や生活の姿」とこれを支える「目指すべき都市の構造」を将来像 

  として描き、千葉市が目指す都市の実現に向け、ビジョンの目標を掲げ、中長期的 

  に取り組む施策の基本方向を示している。 

   

  ①目指すべき社会の姿や生活の姿（市民社会の将来像を表現するの 6 つの視点） 

 

 

 

 

 

   ②目指すべき都市の構造 

   （ア）土地利用の方向 

     ァ 都市的土地利用 

○良好な都市景観を有する安全で魅力ある都市空間の形成  

・適正な土地利用の誘導、土地利用の高度化や地下空間の利用などによる機  

 能更新や再編による都市機能の維持・向上 

・緑と水辺の保全と創出やオープンスペースの確保 

○居住環境の向上 

・道路，公園，下水道などの都市基盤整備による諸活動の円滑化、都市部と  

 の連携強化 

・住宅供給の量的拡大から良好な居住環境の創出へ 

・宅地開発における周辺環境との調和を基調とする計画への誘導 

     ｲ 自然的土地利用 

○豊かな農村環境の維持・保全 

・土地利用型農業の振興による優良農地の積極的な保全と活用 

・自然とのふれあいや体験農業を通した農業・農村文化の理解など、都市住  

 民との幅広い交流の場の創出 

・市街地とその周辺の斜面樹林等の良好な自然緑地の維持・保全 

   また、これら土地利用の方向もと、千葉市の都市機能の地域的な構造を明らかに 

    するため、市域を 3 つのゾーンに大別し、それぞれのゾーンの基本的な方向性を次  

    のように示している。 

   （イ）機能ゾーン 

         ァ 都市機能集積ゾーン 

       良好な都市環境を創造し、国際性豊かな東京圏の中核都市の形成を先導し  

  ていく空間 

１自然と共生する快適空間の広がる都市 
２心が通い合う健やかな福祉社会が形成された都市 
３次世代に引き継げる生活環境の整備された都市 
４可能性をはぐくむ国際性豊かな文化的環境に包まれた都市
５時代を拓く多彩な産業社会の実現された都市 
６いきいきと活動できる地域社会を支える都市 
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       ｲ 都市形成ゾーン 

        都市空間の快適性を高め、健全な市街地形成を進める空間 

         ゥ 地域創生ゾーン 

       緑の空間の保全を基調としながら、優良農地の保全・活用に努めるととも   

         に、地域住民の生活利便性の確保や都市住民の農業、自然とのふれあい・交 

         流機能の整備など 21 世紀の発展に備える空間 

    

   こうしたなかで、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、市域の近郊ある発展を図るため、 

  ちばビジョン 21 ではその拠点の形成を目指し、特に、千葉市の持続的発展を支え、 

  都市機能の一層の充実を図るため、新市街地整備プロジェクト構想として 4 つのプ 

  ロジェクト構想を掲げている。その一つに、地域創生ゾーンに「いずみグリーンビ 

  レッジ構想」を位置づけその実現を目指し検討・導入を進めることとしている。 

      また、ちばビジョン 21 では、千葉市の貴重な財産である豊かな緑と水辺を活か    

    した、やすらぎと潤いのある都市空間を創出し、次世代に確実に引き継ぐとともに、  

  誰もが安心して暮らせる健康福祉のまち、国際都市、中枢都市の形成等を目指し、 

  ビジョンの目標と将来像実現のための 9 つの方向を示しており、第 8 部「躍動し賑  

  わいを生む産業を展開する」のⅡ「都市農林業の振興を図る」の施策展開には「都 

  市部と農村部の市民交流の促進」に「いずみグリーンビレッジ構想」を位置付け、 

  近年高まりつつある農村地域への期待を捉え、都市と農村の交流を通じて地域の活 

  性化を図ることとしている。 

 

□ちばビジョン 21 の目標と将来像実現のための 9 つの方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

①緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る 

②地球と共に生きる循環型都市を創る 

③安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

目
標 

や
す
ら
ぎ
を
は
ぐ
く
み 

未
来
を
支
え
る
都
市
づ
く
り 

④生活環境のゆとりと安全を確保する 

⑤都市の機能と表情を豊かにする 

⑥豊かな心を育む学びの場を広げる 

⑦様々な交流から新しい文化を創造する 

⑧躍動し賑わいを生む産業を展開する 

⑨参加と協働の社会を創る 

Ⅱ都市農林業の振興を図る 
・農業生産基盤の整備 
・優れた経営体の育成 
・農畜産物価格の安定化 
・環境にやさしい農業の推進 
・都市部と農村部の市民交流の促進

・森林の保全と活用 

・農地・森林等資源の有効活用
・いずみグリーンビレッジ構想
・市民農園等の整備 
・景観形成作物の導入等 
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   さらに、区のビジョンにおいても、「豊かな自然と歴史と文化にはぐくまれたふ 

  れあいのまち 若葉区」とする区の将来像の実現に向け、「いずみグリーンビレッ 

  ジ構想」を掲げ、都市と農村の交流を通じて地域の活性化を図ることとしている。 

２ 千葉市農業基本計画 

    本計画は、千葉市における農業の持続的な発展と農村の振興を図り、将来にわた  

  って市民への食料の安定供給と、農業・農村の有する多面的機能を十分に発揮させ 

  ていくことを目的として、農業振興の総合的指針を示すものである。 

  

計画体系図                        27 の施策 

                  7 つの方向 

                  

        3 つの柱 

 

 

 

 

 

 

  

 基本目標 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標年次：平成 22 年度 

 

都市と調和した
農業を目指して 
 
安心・安全・や
すらぎ 

良質な農畜産物の
安定供給 

農業の持続的な発
展 

農業・農村の持つ
多面的機能の発揮

生産性の向上 

消費者視点の重視

優良農地の確保と
有効利用 

多様な担い手の確
保・育成 

自然循環機能の維
持増進 

都市と農村の交流
促進 

農村生活環境の整
備 

・技術開発の推進 
・生産コストの低減 
・計画的な生産供給体制 
 の整備 
・価格安定化対策の推進 

・消費者ニーズに対応し 
 た農畜産物の供給 
・直売等の推進 
・表示の適正化 

・優良農地の確保 
・生産基盤の整備 
・農地の利用集積の促進 

・効率かつ安定的な農業
 経営の育成 
・新規就農者の確保・育成
・女性農業者の確保・育成
・高齢農業者の活動の促 
 進 
・農作業受託組織の育成 
・農業公社設立の推進 
・集落営農の推進 

・環境保全型農業の推進 
・家畜糞尿等の適切な管 

理・利用の促進 

・交流拠点の整備 
・市民農園等の整備 
・地域資源の活用 
・教育現場での農業の活 
 用 
・多面的機能の理解促進 
・情報化の推進 

・農業集落排水の整備推 
 進 
・水環境の整備 
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 このうち、「農業・農村の持つ多面的機能の発揮」における「都市と農村の交流

促進」の一環である「交流拠点の整備」において、いずみグリーンビレッジ構想の

推進を掲げている。 

 また、地区別振興施策の方向として、若葉区における施策展開の方針についても

いずみグリーンビレッジ構想の推進による地域資源を活かした都市と農村の交流を

掲げている。 

３  千葉市森林基本計画 

   本計画は、森林の保全・育成・活用を図り、公益的な機能を将来にわたり持続的 

  に発揮させていくため、長期的総合的な視点に立った森林の保全・育成・活用方向 

  を明らかにし、各種施策を展開していくため、千葉市の森林を「市民共有の緑資産」 

  として位置づけ、保全・育成・活用していくための総合的指針とするものである。 

 

□ 計画体系図 

                        14 の施策                

          基本目標への 3 つの柱 

 

 

 

 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標年次：平成 22 年度 

 

 施策展開において、3 つの柱の一つである「森林の総合的な活用」における施策

の一つとして、農林地などの地域資源を活用した都市と農村の交流を図るため、い

ずみグリーンビレッジ構想の推進を掲げている。 

ゆたかな森づくり 

森林意識の高揚 

健全な森づくりの促進

森林の総合的な活用 

・森林意識普及啓発活動 
・みどりの少年団の育成 
・森林ボランティア活動の組織化
・森林整備基金の創設 

・木材生産基盤整備の推進 
・スギ溝腐病対策の推進 
・森林害虫防除の促進 
・特用林産物生産の振興 
・森林組合の育成強化 

・里山の保全 
・教育現場での森林の活用 
・いずみグリーンビレッジ構想の
 推進 
・市民文化の森整備の促進 
・森林の公有林化 

林型区分毎の施策展開 
・高度公益型森林 
・保全育成型森林 
・活用型森林 
・環境保全型森林 
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４ いずみグリーンビレッジ構想 

 （１） 基本構想・基本計画策定の基本的な考え 

 構想地域は、若葉区東部鹿島川流域に位置する農業振興地域 15 町約 4,100ha の区

域を対象とし、畑地や林地の間に集落が分布する土地利用が図られ、鹿島川に沿っ

て入りくんだ谷津田等によって構成される、自然環境に恵まれた千葉市の主要な農

業地域である。 

 構想地域の農地は、主として露地野菜中心の農業が営まれているが、経営者の高

齢化や後継者不足などによって遊休農地が増加する傾向にある。一方都市住民には

自然との共生に対する認識が高まり、自然への志向も高まってきている。 

 このため、水田や畑作などの土地利用型農業の振興を図り、優良農地の積極的な

保全と活用に努めるとともに、自然とのふれあいや体験農業を通した農業・農村文

化の理解など、都市住民との幅広い交流の場を創出し、豊かな農村環境の維持・保

全に努める必要がある。 

 そのため、千葉市の総合計画である「ちばビジョン 21」では、構想地域を「地域

創生ゾーン」の一部に含め、緑の空間の保全を基調としながら優良農地の保全・活

用に努め、地域住民の生活利便性の確保や都市住民の農業・自然とのふれあい、交

流機能の整備など 21 世紀の発展に備える空間と位置づけた。 

 本構想の推進にあたっては、行政、地域住民・市民、企業等、官・民それぞれの

役割分担のもと、また、行政各部局間さらには国・県等との連携・調整による、よ

り総合的・計画的かつ効率的な事業推進が必要となる。 

 そのため、平成 27 年を目標年次に、構想地域の農業・農村の活性化を目指すため

に掲げられた本プロジェクト構想の基本的な方向性を「いずみグリーンビレッジ基

本構想」として、さらに、この具現化に向けた施策の方針及び事業メニュー案等を

「いずみグリーンビレッジ基本計画」としてここに策定するものである。 

 


