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1. 策定の過程 
 

月 日 項 目 

平成 29 年（2017 年）  

     2 月 2 日 ・第 3 次実施計画策定方針（案）決定 

     2 月 15 日 ・市民意見募集（第 3 次実施計画策定方針（案）について） 

     3 月 ・第 3 次実施計画策定方針決定 

     4 月 ・計画事業調査 

     8 月 ・計画事業（案）選定 

     10 月 20 日 ・計画事業（案）決定 

     11 月 15 日 ・市民意見募集（第 3 次実施計画事業（案）について） 

平成 30 年（2018 年）  

     2 月 6 日 ・計画（案）決定 

     2 月 17 日 ・パブリックコメント手続（第 3 次実施計画（案）について） 

     3 月 30 日 ・第 3 次実施計画策定 

 

2. 市民意見 
 

（１）第 3次実施計画事業（案）に対する意見 

①実施概要 

●期  間：平成 29 年 11 月 15 日（土）から 11 月 29 日（水）まで 

●提出方法：電子メール、郵便、ファクシミリ、持参 

●意見提出者数及び提出意見数：意見提出者 11 名、提出意見数 56 件 

 ②主な意見 

 ・総花的で、どの事業が目玉事業なのかわかりにくい。また、どの事業が新規事業かわかりにくい。 

 ・生物多様性※地域戦略を策定してほしい。 

 ・千葉港桟橋を母港とする事業者への助成制度の創設を検討してほしい。 

 ・千葉氏※にちなんだ桜を植樹するなど、亥鼻公園をサクラの名所にしてほしい。 

 ・地域医療人材支援団体の設置促進について、概要がわかるようにしてほしい。 

 ・保育所の建替えを契機に保育所の運営を民間に委託することはやめてほしい。 

・千葉公園の再整備にあたって、オオガハス※の展示スペースを確保してほしい。 

・市民シンクタンクについて、大いに賛成・賛同する。 

・区の地域活性化支援事業は、3 年を限度としているが、市も必要性を認める公益的な市民活動について

4 年目以降の支援を検討してほしい。また、市域を活動エリアとする団体への支援も検討してほしい。 

・第２次実施計画に計上されていた「市道幕張 215 号線（花立踏切）の整備」について、事業継続を住民

に発信する観点からも、第 3 次実施計画にも位置付けて欲しい。 

・統合型リゾート（ＩＲ）※導入可能性の検討について、税金でギャンブル依存症の人を生む施策であり、

導入可能性の検討そのものをやめ、誘致しない決断を求める。 

・西銀座周辺の再開発について、一部を歩行者専用道路とするなど、安全とにぎわいの創出を検討して欲

しい。 

・スタートアップ支援の強化について、家事の合間にアウトソーシングで収入を得ることもできるため、

そのような支援があっても良いのではないか。  
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（２）第 3次実施計画（案）に対するパブリックコメント手続 

①実施概要 

●期  間：平成 30 年 2 月 17 日（土）から 3 月 16 日（金）まで 

●提出方法：電子メール、郵便、ファクシミリ、持参 

●意見提出者数及び提出意見数：意見提出者 3 名、提出意見数 14 件 

 ②意見 

 ・財政健全化プランに基づく健全化がはかられ、平成 29 年（2017 年）9 月に「脱・財政危機」宣言が解

除されたことを評価したい。第 3 次実施計画は、第 2 次実施計画に比べ事業計画費が増額されているた

め、子どもたちの教育に少しでも多く配分されることを望む。 

 ・「千葉市再生可能エネルギー等導入計画」の中などでも、再生可能エネルギー等の導入を推進している

ことから、「1ー3ー1 環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る」の施策の展開の文中にある「再生

可能エネルギー」を「再生可能エネルギー等」とし、「住宅用太陽光発電設備等」を「再生可能エネル

ギー等設備」に変更してほしい。 

 ・「千葉市再生可能エネルギー等導入計画」の中などでも、再生可能エネルギー等の導入を推進している

ことから、計画事業である「省エネルギー住宅及び電気自動車の導入推進」の説明文中の「太陽光発電

設備」を「再生可能エネルギー等設備」に変更してほしい。 

・全学校が学校図書館図書標準を達成するよう、学校図書館の蔵書数を増やしてほしい。 

・学校図書館の資料のデータベース化、市図書館とのネットワーク化を進めてほしい。 

・学校図書館において、古く傷んでいる本、統計が古い資料等を更新してほしい。 

・図書館の活性化のため、学校図書館司書（現学校図書館指導員）の 1 人 1 校選任の全校配置を進めるこ

とを実施計画に加えてほしい。 

・公立図書館のあり方や方向性を検討する際は、経済的格差や日本語が母語でない人たちへの支援につい

ても視野に入れてほしい。また、地域の実情に応じた特長のある図書館づくりを推進する際には、アン

ケートの実施等により、市民意見を聞いてほしい。 

・新たな図書館計画の策定には、市民や、窓口で利用者と接している現場の職員も参加できるようにして

欲しい。また、意識調査の実施については、広く市民にわかるような形で実施してほしい。 

・地域情報のデジタル化の推進について、電子上で閲覧できるようにすることは良いことだが、誰もがい

つでも利用できるようにしてもらいたい。 

・三省堂書店そごう千葉店に設置されている図書返却ポストは良く利用されている。図書館利用者の利便

性向上のためにサービスポイントを増設するのは良いことだと思うが、サービスポイントの利用だけに

留まることなく、図書館の利用に結びつくようにしてほしい。 

・「子ども図書活動推進計画（第 4 次）」の策定に際しては、市民意見を尊重してほしい。 

・平成 30 年（2018 年）3 月の策定に向けて検討中である「千葉市国土強靱化計画」の以下の施策につい

ても、第 3 次実施計画に反映してもらいたい。 

 「1.重要施設への自立・分散型エネルギーの導入」「2．災害時の石油燃料の確保」「3.電力供給停止の

情報通信機能の確保」「4.災害情報の共有化」「5.輸送手段（燃料）の多様化」「6.自立・分散エネル

ギーの導入」「7.インフラ設備の耐震化とライフライン事業者との連携」「8.火災予防策の推進」 

・市道幕張 215 号線（花立踏切）の整備について、第 2 次実施計画にあった「踏切を除却するための」と

いう文言を、第 3 次実施計画でも残してほしい。 
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3. 個別部門計画 
 

・「個別部門計画」とは、法令などによって策定が義務付け、または策定努力が求められている計画や、

分野別の行政課題に対するために各部局が策定する計画です。 

・「策定年度」は、計画期間中の見直しがあっても計画期間を変更していない場合は当初策定年度、また

見直しにより計画期間を変更した場合は、見直し年度を記載しています。 

・策定年度が平成 30 年度以降の計画は、本計画書策定時点での予定（見込み）で記載しています。 

・「計画期間」欄の計画終期の記載のない計画は、終期設定がない計画です。 

（平成 30 年〔2018 年〕4 月時点） 

局 計 画 名 担当課名 策 定 年 度 計画期間 

総
務
局 

千葉市国民保護計画 危機管理課 
Ｈ18 

(2006) 
Ｈ18～ 

(2006～) 

千葉市国土強靱化地域計画 危機管理課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市災害時要配慮者支援計画 危機管理課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ26～ 

(2014～) 

千葉市災害時受援計画 危機管理課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～ 

(2015～) 

千葉市危機事案対応計画 危機管理課 
Ｈ17 

(2005) 
Ｈ17～ 

(2005～) 

千葉市業務継続計画＜新型インフルエンザ編＞ 危機管理課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ22～ 

(2010～) 

千葉市業務継続計画＜地震対策編＞ 危機管理課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ26～ 

(2014～) 

千葉市地域防災計画 防災対策課 
Ｓ38 

（1963) 
Ｓ38～ 

(1963～) 

千葉市水防計画 防災対策課 
Ｓ63 

(1988) 
Ｓ63～ 

(1988～) 

定員適正化計画 人事課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ26～Ｈ30 

(2014～2018) 

千葉市職員の子育て支援計画 給与課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～Ｈ31 

(2015～2019) 

庁内情報システム最適化計画 業務改革推進課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

総  
合 
政
策
局 

千葉市都市アイデンティティ戦略プラン 
都市アイデンティ
ティ推進課 

Ｈ28 
(2016) 

H28～H38 
(2016～2026) 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた 
千葉市行動計画 

オリンピック・ 
パラリンピック 
調整課 

Ｈ26 
(2014) 

Ｈ26～Ｈ32 
(2014～2020) 

財
政
局 

第 3 期千葉市財政健全化プラン 資金課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ33 

(2018～2021) 

千葉市公債費負担適正化計画 資金課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

千葉市公共施設等総合管理計画 資産経営課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～Ｈ36 

(2015～2024) 
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局 計 画 名 担当課名 策 定 年 度 計画期間 

市
民
局 

第 10 次千葉市交通安全計画 地域安全課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

第 4 次千葉市地域防犯計画 地域安全課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市文化振興マスタープラン 文化振興課 
Ｈ10 

(1998) 
Ｈ11～ 

(1999～) 

第 2 次千葉市文化芸術振興計画 文化振興課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ34 

(2016～2022) 

千葉市スポーツ推進計画 スポーツ振興課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ37 

(2016～2025) 

ちば男女共同参画基本計画・第 4 次ハーモニープラン 男女共同参画課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ33 

(2016～2021) 

第 3 次千葉市消費生活基本計画 消費生活センター 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ29～Ｈ33 

(2017～2021) 

保
健
福
祉
局 

支え合いのまち千葉 推進計画 
（第 4 期千葉市地域福祉計画） 

地域福祉課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市自殺対策計画 地域福祉課 
Ｈ20 

(2008) 
Ｈ21～H30 

(2009～2018) 

千葉市ホームレスの自立の支援等に関する 
第 2 次実施計画 

保護課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

健やか未来都市ちばプラン 健康企画課 
Ｈ25 

(2013) 
Ｈ25～Ｈ34 

(2013～2022) 

第 2 次千葉市食育推進計画 健康支援課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ26～Ｈ30 

(2014～2018) 

第 3 期千葉市国民健康保険事業財政健全化に向けた 
アクションプラン 

健康保険課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ33 

(2018～2021) 

第 2 期千葉市国民健康保険データヘルス計画 健康保険課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ35 

(2018～2023) 

千葉市中長期的な高齢者施策の指針 高齢福祉課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ37 

(2016～2025) 

千葉市高齢者保健福祉推進計画・第 7期介護保険事業計画 高齢福祉課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針 障害者自立支援課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ29～Ｈ38 

(2017～2026) 

第 4 次千葉市障害者計画・第 5 期千葉市障害福祉計画・ 
第 1 期千葉市障害児福祉計画 

障害者自立支援課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 
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局 計 画 名 担当課名 策 定 年 度 計画期間 

こ
ど
も 
未
来
局 

千葉市こどもプラン こども企画課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ27～Ｈ31 

(2015～2019) 

第 2 次千葉市ＤＶ防止・被害者支援基本計画 こども家庭支援課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ33 

(2016～2021) 

千葉市こども未来応援プラン 
―子どもの貧困対策推進計画― 

こども家庭支援課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ29～Ｈ33 

(2017～2021) 

環
境
局 

千葉市環境基本計画 環境総務課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ23～Ｈ33 

(2011～2021) 

千葉市地球温暖化対策実行計画 改定版 環境保全課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ28～Ｈ42 

(2016～2030) 

千葉市水環境保全計画 改定版 環境保全課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ29～Ｈ33 

(2017～2021) 

千葉市再生可能エネルギー等導入計画 環境保全課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ25～Ｈ32 

(2013～2020) 

千葉市自動車公害防止計画 環境保全課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ23～Ｈ33 

(2011～2021) 

千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 廃棄物対策課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ29～Ｈ43 

(2017～2031) 

千葉市生活排水処理基本計画 収集業務課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ37 

(2016～2025) 

千葉市分別収集計画（容器包装廃棄物） 収集業務課 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ29～Ｈ33 

(2017～2021) 

千葉市一般廃棄物処理施設基本計画 廃棄物施設整備課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～Ｈ43 

(2015～2031) 

千葉市産業廃棄物処理指導方針 廃棄物指導課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ23～ 

(2011～) 

経
済
農
政
局 

千葉市地域経済活性化戦略 経済企画課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

千葉市経済成長アクションプラン 経済企画課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

地域未来投資促進法に基づく千葉県千葉市基本計画 経済企画課 
H29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ34 

(2018～2022) 

千葉市雇用促進マスタープラン 雇用推進課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

千葉市農業基本計画 農政課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ23～Ｈ32 

(2011～2020) 

第 3 次千葉市農業推進行動計画 農政課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する 
基本的な構想 

農政課 
Ｈ26 

(2014) 
Ｈ26～ 

(2014～) 

千葉市農業振興地域整備計画 農政課 
Ｈ14 

(2002) 
Ｈ14～ 

(2002～) 

千葉市森林整備計画 農業経営支援課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ39 

(2018～2027) 
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局 計 画 名 担当課名 策 定 年 度 計画期間 

都
市
局 

千葉市都市計画マスタープラン 都市総務課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ37 

(2016～2025) 

海辺のグランドデザイン 海辺活性化推進課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～ 

(2015～) 

千葉市景観計画 都市計画課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ22～ 

(2010～) 

千葉市総合交通政策 交通政策課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

千葉市総合交通政策 第 3 次施策の推進計画 交通政策課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

千葉市バリアフリー基本構想（変更） 交通政策課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ24～Ｈ32 

(2012～2020) 

千葉駅周辺の活性化グランドデザイン 都心整備課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～ 

(2015～) 

千葉都市計画都市再開発の方針 市街地整備課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ27～ 

(2015～) 

千葉市住生活基本計画 住宅政策課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ29～Ｈ37 

(2017～2025) 

千葉市高齢者居住安定確保計画 住宅政策課 
Ｈ30 

(2018) 
Ｈ30～Ｈ37 

(2018～2025) 

千葉市営住宅長寿命化・再整備計画 住宅整備課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

第 2 次千葉市耐震改修促進計画 建築指導課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

千葉市緑と水辺のまちづくりプラン 緑政課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ24～Ｈ33 

(2012～2021) 

千葉市公園施設長寿命化計画 
(遊具、バックネット、テニスコート、防球フェンス) 

公園管理課 
Ｈ 21～ H24  
(2009～

2012) 

Ｈ22～H34 
(2010～2022) 

千葉市公園施設長寿命化計画（泉自然公園） 若葉公園緑地事務所 
H27 

(2015) 
Ｈ28～H37 

(2016～2025) 

千葉市公園施設長寿命化計画（昭和の森） 緑公園緑地事務所 
H27 

(2015)  
Ｈ28～H37 

(2016～2025) 

建
設
局 

千葉市橋梁長寿命化修繕計画 土木保全課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ23～ 

(2011～) 

千葉市橋梁長寿命化修繕計画（歩道橋編） 土木保全課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ25～ 

(2013～) 

千葉市橋梁長寿命化修繕計画 
（千葉都市モノレールインフラ施設編） 

土木保全課 
Ｈ24 

(2012) 
Ｈ25～ 

(2013～) 

千葉市道路舗装維持管理計画 土木保全課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～ 

(2016～) 

千葉市バリアフリー基本構想に基づく 
道路特定事業計画 

土木保全課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ23～Ｈ32 

(2012～2020) 

千葉市道路のり面・擁壁維持管理計画 土木保全課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～ 

(2018～) 
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局 計 画 名 担当課名 策 定 年 度 計画期間 

建
設
局 

千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画 自転車政策課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

第 2 次千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画 自転車政策課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ33 

(2016～2021) 

ちばチャリ・すいすいプラン※ 自転車政策課 
Ｈ25 

(2013) 
Ｈ26～ 

(2014～) 

千葉市広域道路整備基本計画 道路計画課 
Ｈ10 

(1998) 
Ｈ10～ 

(1998～) 

千葉市下水道事業中長期経営計画 下水道経営課 
Ｈ21 

(2009) 
Ｈ22～Ｈ32 

(2010～2020) 

千葉市全市域汚水適正処理基本構想 下水道計画課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ46 

(2016～2034) 

千葉市下水道ストックマネジメント※計画 下水道計画課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ34 

(2018～2022) 

下水道における地球温暖化防止推進計画 下水道計画課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

千葉市雨水対策重点地区整備方針 雨水対策課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ49 

(2018～2037) 

千葉市水辺再生基本プラン 雨水対策課 
Ｈ15 

(2003) 
Ｈ15～ 

(2003～) 

消
防
局 

千葉市消防局中長期計画 総務課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ24～Ｈ43 

(2012～2031) 

水
道
局 

千葉市水道事業中期経営計画 水道事業事務所 
Ｈ28 

(2016) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

病
院
局 

千葉市立病院改革プラン（第 4 期） 経営企画課 
Ｈ29 

(2017) 
Ｈ30～Ｈ32 

(2018～2020) 

教
育
委
員
会
事
務
局 

第 2 次千葉市学校教育推進計画 企画課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ33 

(2016～2021) 

第 5 次千葉市生涯学習推進計画 生涯学習振興課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ33 

(2016～2021) 

千葉市科学都市戦略事業方針 生涯学習振興課 
Ｈ23 

(2011) 
Ｈ23～ 

(2011～) 

千葉市図書館サービスプラン 2010 中央図書館管理課 
Ｈ22 

(2010) 
Ｈ22～ 

(2010～) 

千葉市子ども読書活動推進計画（第 3 次） 中央図書館管理課 
Ｈ27 

(2015) 
Ｈ28～Ｈ32 

(2016～2020) 

千葉市読書環境整備計画 中央図書館管理課 
Ｈ25 

(2013) 
Ｈ26～Ｈ30 

(2014～2018) 
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4. 市民参加・連携に関する事業 

市民や団体、企業などの参加・協働や連携により実施する事業及び、市民参加・協働のために取り組む

事業です。詳しくは、「各論」の各ページをご覧ください。 
 

ＮＯ. 事 業 名 ページ 

1 谷津田※の保全と活用の推進 14 

2 市民緑地の推進 15 

3 生物多様性※の理解促進 15 

4 海辺の活性化 16 

5 泉自然公園の魅力向上 19 

6 身近な公園の整備 20 

7 市民協働による公園管理 21 

8 花のあふれるまちづくり 23 

9 ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの推進 24 

10 生ごみの発生抑制の推進 26 

11 3Ｒ※教育・学習の推進 27 

12 環境学習・環境教育の推進 30 

13 運動イベントによる健康づくりの促進 32 

14 花見川糖尿病ゼロプロジェクト 33 

15 稲毛区健康づくりウオーキング 33 

16 若葉区ラジオ体操で健康づくりとまちづくり 33 

17 緑区健康フェアの開催 33 

18 地域医療人材支援団体の設置促進 34 

19 家庭養育等の推進 40 

20 高齢者福祉施設の地域福祉拠点としての利用促進 41 

21 シニアリーダー※活動の推進 42 

22 ボランティアリーダーの育成 42 

23 認知症の人や家族への支援 44 

24 高齢者の移動支援 45 

25 介護ロボットの普及促進 46 

26 障害者への理解の促進 50 

27 学校と地域の連携・協働体制の整備 59 

28 放課後子ども教室の推進 59 

29 こどもの参画の推進 60 

30 美浜区高校生連携会議の推進 60 

31 東京 2020 大会開催に向けた機運の醸成 63 

32 パラスポーツ※の推進 63 
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ＮＯ. 事 業 名 ページ 

33 パラスポーツ交流を通した地域活性化 64 

34 トップスポーツとの連携の推進 64 

35 スポーツとしての自転車競技の普及を通した賑わいの創出 64 

36 芸術文化交流による緑区の魅力発見 67 

37 ランチタイムコンサートの実施 67 

38 姉妹・友好都市との交流推進 70 

39 国際交流ボランティアリーダーの育成 70 

40 市民シンクタンクの充実 73 

41 緑区オリパラ応援団 73 

42 美浜区の魅力創出・発信 74 

43 次世代ちばレポ※「ＭｙＣｉｔｙＲｅｐｏｒｔ」の導入・運用 74 

44 地域ポイント制度の導入 74 

45 東京 2020 大会開催に向けたボランティア体制の構築 74 

46 地域運営委員会の設置促進 75 

47 まちづくり活動団体への支援 75 

48 中央区地域リーダー研修 75 

49 ダイバーシティ推進 77 

50 男女共同参画の推進 77 

51 避難所運営委員会の活動支援 85 

52 避難行動要支援者の支援体制の強化 85 

53 自主防災組織の結成促進及び活動支援 85 

54 防災リーダーの養成 85 

55 地域の防災力の向上（中央区） 85 

56 地域の防災力の向上（若葉区） 85 

57 地域の防災力の向上（緑区） 85 

58 消防団活動体制の充実 87 

59 応急手当の普及啓発 88 

60 防犯パトロール隊の支援推進 92 

61 中央区ご近所防犯 92 

62 消費者教育の推進 93 

63 「やってみようよまちづくり」支援 97 

64 良好な都市景観の形成 98 

65 地域参画型コミュニティバス※導入の推進 108 

66 自転車を活用したまちづくりの推進 115 

67 シェアサイクル※の促進 116 



 

158 

ＮＯ. 事 業 名 ページ 

68 オープンデータ※の推進・ビッグデータ※の活用 117 

69 ジェフを感じるまちづくり 124 

70 オオガハス※を身近に感じるまちづくり 129 

71 中央区魅力再発見・発信 130 

72 花見川区魅力発見ウオーキング 130 

73 規制改革メニューの活用促進 135 

74 ドローン宅配等の実用化の推進 135 

75 自動運転モビリティ※等を活用した新たなビジネスモデルの創出 135 

76 いずみグリーンビレッジ 3 拠点※の充実 146 

77 有害鳥獣対策の推進 147 
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5. 計画期間中に計画的保全を行う公共施設 
 

（１）公共施設の吊天井の補強 

ＮＯ. 施設の種類 施 設 名 設計 改修工事 

1 学校教育施設 青葉看護専門学校アリーナ  ● 

2 

公園・スポーツ・ 

レクリエーション施設 

ポートアリーナ ●  

3 アクアリンク ● ● 

4 こてはし温水プール ●  

5 宮野木スポーツセンター ●  

6 みつわ台体育館  ● 

7 古市場体育館相撲場  ● 

8 三陽メディアフラワーミュージアム ● ● 

9 動物科学館（動物公園内） ● ● 

10 
文化施設 

若葉文化ホール  ● 

11 美浜文化ホール ● ● 

12 高齢・障害・社会福祉施設 こころの健康センター ● ● 
 

 

 

（２）公共施設の計画的保全 

ＮＯ. 施設の種類 施 設 名 劣化度調査 実施設計 改修工事 

1 公園・スポーツ・ 

レクリエーション施設 

ＺＯＺＯマリンスタジアム  ● ● 

2 フクダ電子アリーナ  ● ● 

3 

行政施設 

花見川区役所 ●   

4 稲毛区役所 ●   

5 若葉区役所 ● ●  

6 緑区役所 ●   

7 美浜区役所 ● ●  

8 総合保健医療センター ● ● ● 

9 
文化施設 

穴川コミュニティセンター ● ●  

10 土気あすみが丘プラザ   ● 

11 

社会教育施設 

生浜公民館   ● 

12 幕張公民館  ● ● 

13 花園公民館  ● ● 

14 検見川公民館   ● 

15 幕張本郷公民館  ● ● 

16 小中台公民館  ● ● 

17 若松公民館   ● 

18 桜木公民館  ● ● 

19 誉田公民館  ● ● 

20 土気公民館  ● ● 

21 稲浜公民館  ● ● 

22 高浜公民館   ● 

23 生涯学習センター  ● ● 

24 児童福祉・子育て支援施設 児童相談所  ● ● 

 

 

  



 

160 

6. 用語解説 

 

あ行 

ＩｏＴ（134、137 ページ） 

Internet of Things の略で、「モノのインターネット」のこと。自動車、家電、ロボット、施設などあ

らゆるものがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化に基づく自動

化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。 

 

アクセシビリティ（114 ページ） 

年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でもが必要とする情報、サービス、場所に簡単にたどり着け、利

用できること。 

 

アフターコンベンション（125、132 ページ） 

国際会議等の日程終了後、または会議時間終了後に引き続いて計画されている各種の行事。周辺地域の

ショッピング、娯楽などの活動も含める。 

 

アプローチカリキュラム（37 ページ） 

幼児期の育ちや学びを小学校での生活や学習に円滑に接続するためのカリキュラム。 

 

いずみグリーンビレッジ 3拠点（72、146、158 ページ） 

都市部と農村部との交流を図り、農業の振興と地域の活性化を目指すため、若葉区東部の鹿島川流域を

中心とする「いずみ地区」を対象とした「いずみグリーンビレッジ構想」に基づき、富田町・下田町・

中田町の各地区に整備された拠点施設。富田さとにわ耕園、下田農業ふれあい館、中田やつ耕園のこと。 

 

ＥＰＡ（経済連携協定）（46、141 ページ） 

特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃する「貿易の自由化」に加え、

投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、

幅広い経済関係の強化を目的とする協定。 

 

インバウンド（70、127、131 ページ） 

訪日外国人客のこと。 

 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）（86 ページ） 

コンピューターを利用した医療機器であり、心室細動などによる心停止者に電気ショックを与え、正常

な心臓の動きを取り戻させる機器。 

 

ＡＥＤトレーナー（55 ページ） 

実際のＡＥＤと同様の操作ができるシミュレーター。 
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エリアマネジメント（120 ページ） 

地域の良好な環境や、地域の価値を維持・向上させるための、住民・企業・地権者等による主体的な取

組み。 

 

ＬＧＢＴ（77 ページ） 

Lesbian（レズビアン：女性同性愛者）、Gay（ゲイ：男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル：

両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー：性同一性障害などで、心と体の性が一致しない人等）

の頭文字をとった単語であり、性的少数者の総称のひとつ。 

 

ＬＤ（学習障害）（53、58 ページ） 

Learning Disabillities の略で、基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書

く、計算する、または推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を

指すもの。 

 

オオガハス（23、68、128、129、149、158 ページ） 

昭和 26 年（1951 年）に検見川の遺跡から発掘された 2000 年以上も前のハスの実から発芽・開花した

ハス。発掘・発芽・開花を成功させた大賀一郎博士にちなみ「オオガハス」と呼ばれている。「検見川

の大賀蓮」として県の天然記念物に指定されているほか、「市の花」にも制定され、本市の象徴となっ

ている。 

 

オープンデータ（71、117、157 ページ） 

行政が保有するデータを、機械可読形式で、かつ、誰もが二次利用可能である旨の著作権意思表示を行

い、公開したデータ。 

 

か行 

加曽利貝塚（68、69、128、129 ページ） 

直径 140ｍでドーナツ形をした縄文時代中期の北貝塚と、長径 190ｍで馬のひづめの形をした後期の南

貝塚が連結し、8 字形をした日本最大級の集落・貝塚。平成 29 年（2017 年）10 月に国から特別史跡に

指定された。 

 

可搬式小型動力ポンプ（88 ページ） 

消防車が入り込めない場所などで使用される、持ち運びできる動力付きの消防用ポンプ。 

 

神谷伝兵衛（68 ページ） 

東京・浅草で「電気ブラン」などの洋酒を普及させるとともに、本格的なフランスワインの醸造技術を

導入したことで知られる、明治から大正時代の実業家。 

 

感震ブレーカー（86、88、100 ページ） 

地震時に設定以上の揺れを感知した場合に電気を自動的に止める機器。 
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ＣＡＢＩＮＥＴ
キ ャ ビ ネ ッ ト

（千葉市教育情報ネットワーク）（54 ページ） 

千葉市立小・中・特別支援学校と教育委員会を結ぶ学習システムと教職員向けの校務システムのネット

ワークの総称。 

 

キャリアアップアドバイザー（140 ページ） 

企業に対し従業員の効果的な人材育成や処遇・職場環境の改善など働き方改革の取組みに対する助言を

行うアドバイザー。 

 

キャリア教育（9、53、55、140 ページ） 

自立した社会人・職業人となるための、より良い生き方を支援する教育。 

 

グリーンツーリズム（131、147 ページ） 

緑豊かなエリアで自然的・歴史的・文化的観光資源を地域の魅力として活用する、滞在型の余暇活動。 

 

車椅子アートプロジェクト（51、66 ページ） 

東京 2020 大会に向けた新たな文化芸術の取り組みとして、障害者も健常者も一緒になって表現するフ

ァッションショーとダンスパフォーマンスのイベント。 

 

グローバルＭＩＣＥ
マ イ ス

都市（125 ページ） 

観光庁が我が国のＭＩＣＥ誘致競争力をグローバルレベルに引き上げ、さらにはその上を目指す都市と

して選定した 12 都市を、平成 29 年度より、統一的に称したもの。 

 

公共基準点（117 ページ） 

地球上の位置を定めた点で、各種測量の基礎となるもの。測点の水平位置や高さを求めるためには、近

傍に一定の測量精度を有する基準となる点が必要であり、この点のことを基準点と言う。その基準点の

うち、公共団体が設置したもの。 

 

工場夜景観光（131 ページ） 

工場やコンビナートなどの夜景を観賞する観光。本市臨海部には、千葉港に沿って工場や食品コンビナ

ートなどの集積があり、夜になると、京葉工業地帯の工場夜景を観賞することができる。 

 

交通結節点（120、124 ページ） 

鉄道駅やバスターミナル、駅前広場など、異なる移動手段（場合によっては同じ移動手段）を乗り換え・

乗り継ぎするための施設。 

 

コールドチェーン（35 ページ） 

生鮮食品や冷凍食品などを、生産から消費まで一貫して所定の低温に保ちながら流通させる仕組み。 

 

国家戦略特区（7、70、120、125、126、133、135、146 ページ） 

産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、規制改革等の施策を総

合的かつ集中的に推進するため国が指定する区域。 
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こども・若者サミット（60 ページ） 

こども・若者の社会参画に積極的に取り組む自治体の首長が集い、意見交換や子どもとの座談会を行う

イベント。 

 

こども・若者市役所（60 ページ） 

高校生や大学生が中心となって千葉市の取り組みに参画したり、千葉市のＰＲを行ったりしながら、地

域の課題解決やまちづくりを考える取組み。 

 

子どもナビゲーター（39 ページ） 

中学生以下を対象に、直接家庭に出向き、貧困などを理由に基本的な生活習慣が身についていない子ど

もを支援するナビゲーター。 

 

こどものまちＣＢＴ（60 ページ） 

子どもたちがお店や会社などを運営するといった疑似的な社会体験を通して、社会へ参加することを学

ぶプログラム。 

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）（59 ページ） 

教育委員会から任命された保護者や地域住民が、一定の権限を持って学校運営に参画する「地域ととも

にある学校」の仕組み。 

 

コミュニティバス（108、157 ページ） 

公共交通の維持が困難な地域において、地域住民の交通の利便性向上を目的として、地方公共団体等が

運営主体となって運行するバス。 

 

コンベンション（125、132 ページ） 

国際機関、団体、学会等が行う国際会議やシンポジウム。 

 

さ行 

サイクルツーリズム（131、147 ページ） 

自転車に乗って地形・自然・景色を楽しむ自転車による観光。 

 

サバティカル研修（37 ページ） 

研究のため、対象者に一定期間の休暇を与えて行う研修。 

 

シェアサイクル（116、157 ページ） 

スマートフォン等を利用し自転車を共同利用する交通サービス。日本では、所定のステーション(駐輪場)

で自転車を借り、別のステーションで自由に乗り捨てできる仕組みが主流。 

 

シェアリングエコノミー（137 ページ） 

一般的に、個人等が持っている遊休資産（スキルや時間等の無形のものを含む）などを、インターネッ

ト上のプラットフォームを介して他の個人等が利用できるようにする経済活動をいう。  
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事業継続計画（133 ページ） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、資産の損害を最小限にとどめつ

つ、中核となる事業の継続または早期復旧を可能とするために、平常時に行っておくべき活動や緊急時

に事業を継続するための方法、手段などを取り決めておく計画。 

 

事業承継（133、134、138 ページ） 

企業において、経営者が後継者に経営や資産を引き継ぐこと。 

 

実質公債費比率（4 ページ） 

地方公共団体が借金返済に充てている額が、標準的な収入に対してどの位の割合を占めているのかを示

すもの。 

 

自動運転モビリティ（120、123、127、133、136、158 ページ） 

自動運転車などの自動運転が可能な乗り物。 

 

シニアリーダー（33、42 ページ） 

市が行う「シニアリーダー講座」を修了し、「介護予防のための体操（シニアリーダー体操）」の知識

を学んだボランティアのこと。 

 

市民に時間を返す取組み（6 ページ） 

ＩＣＴなどを活用して、市民が窓口等における行政手続きに要する時間を大幅に削減する市の取組み。 

 

集約型都市構造（1、9、96 ページ） 

都市機能を集約した複数の拠点が公共交通と連携した多心型の都市構造のこと。住宅や商業・業務など、

市民生活に必要な諸機能を、駅などを中心とした徒歩圏内に集約することで、利便性の高い生活の拠点

を形成し、その拠点同士を公共交通ネットワークで結び、連携の強化を図る。 

 

主要債務総額（4 ページ） 

本市の財政運営や財政健全化に向けて大きな影響を与える、建設事業債等残高、基金借入金残高、債務

負担行為支出予定額、国民健康保険事業累積赤字額の総額。 

 

将来負担比率（4 ページ） 

公社や第三セクターなども加えた連結ベースで、地方公共団体が将来的に負担する可能性のある借金が、

１年間の標準的な収入に対してどの位の割合を占めているかを示すもの。 

 

浸透トレンチ（81、105 ページ） 

建物の屋根などに降った雨を地中へ浸透させるための管。 

 

浸透桝（81、105 ページ） 

建物の屋根などに降った雨を地中へ浸透させるための、底や側面に穴の開いた「ます」。 
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スクールソーシャルワーカー（53、58 ページ） 

児童生徒の問題行動等へ対応するため、社会福祉等の専門的な知識・技能を用いて、関係機関等とのネ

ットワークを活用するなど、児童生徒が置かれた様々な環境へ働きかけて支援を行う専門家。 

 

スケアードストレイト教育技法（91 ページ） 

スタントマンによる歩行者・自転車と自動車による事故を再現し、交通事故の恐怖を直視できるように

した体験型教育手法。 

 

ストックマネジメント（103、106、155 ページ） 

ライフサイクルコストの最小化や予算の最適化など、計画的・効率的な維持管理及び改築の推進を目的

とした計画。 

 

スマート農業（72、142、143、145 ページ） 

ロボット技術やＩＣＴを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業。 

 

ＳＰＥＣＴ
ス ペ ク ト

－ＣＴ
シーティー

（34 ページ） 

臓器の血流や機能の状態の検査と、病変部分や大きさの検査を行い、2 種類の検査画像を同時に撮影す

る医療機器。病変部分の正確な位置などがわかるため、画像診断の制度が高くなる。 

 

３Ｒ
スリーアール

（26、27、156 ページ） 

ごみを減らすための環境行動を表すキーワードで、Reduce（リデュース：廃棄物の発生抑制）、Reuse

（リユース：再使用）、Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもの。 

 

生活支援コーディネーター（9、41、43、45 ページ） 

生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティアなどの生活支援・介護予防の担

い手の養成・発掘など地域資源の開発や地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う人。 

 

生物多様性（15、149、156 ページ） 

多様な生き物がそれぞれ個性を持ち、かかわり合っている状態。 

 

ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ
ゼ ッ チ

）（24、102 ページ） 

住まいの断熱性・省エネ性能を高め、さらに太陽光発電など再生可能エネルギーを導入することにより、

年間で消費する住宅のエネルギー量がおおむねゼロ以下になる住宅。 

 

全会計市債残高（4 ページ） 

市の全ての会計における市債残高の合計。 

 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（84 ページ） 

緊急地震速報等の自然災害情報や、弾道ミサイル情報等の国民を保護するための情報など、対処に時間

的余裕のない事態に関する緊急情報を、市区町村の防災行政無線等から住民に瞬時に伝達するシステム。 
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た行 

タンデム自転車（115 ページ） 

複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後に並んで乗り同時に駆動することができる自転車。 

 

地域高規格道路（104、111 ページ） 

自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね 60km/h 以上の走行サービスを提供できる道路。 

 

地域包括ケアシステム（6、9、41、43、44 ページ） 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、「介護予防サービ

ス」を適切に確保し、できる限り要介護状態にならないようにするとともに、要介護状態になっても高

齢者のニーズや状態に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される体制づくり。 

 

千葉氏（68、128、149 ページ） 

桓武天皇の血を引く関東の名族。平安時代後期の大治元年（1126 年）に、千葉常
つ ね

重
し げ

が大椎（現在の緑区

大椎町）から現在の中央区亥鼻付近に本拠を移したことにより、本市の都市としての歴史が始まったと

言われている。また、常重の子であり、千葉氏中興の祖とされる常
つ ね

胤
た ね

は、石橋山の戦いに敗れた源頼朝

に以降一貫して味方し、鎌倉幕府の成立に大きく貢献した。 

 

“ちば”共創都市圏（7 ページ） 

千葉市と周辺都市が有する様々な資源を結び付けつつ、市の機能集積や拠点性を最大限生かすことで｢東

京｣でも｢地方｣でも得られない、魅力的なライフスタイル、新たな価値観などを周辺都市と｢共｣に｢創｣

りあげる考え方。 

 

ちばチャリ・すいすいプラン（90、155 ページ） 

安全かつ快適な自転車走行環境の創出に向けた整備手法などの検討を行い、自転車走行環境の整備を効

果的に進めるための市の計画。 

 

ちばレポ（74、118、157 ページ） 

千葉市内で起きている様々な課題をＩＣＴを使って市民がレポートし、インターネット上で市民と市役

所または市民間で共有し、合理的、効率的に解決することを目指す仕組み。 

 

チーム千葉ボランティアネットワーク（73、74、125、132 ページ） 

東京 2020大会に向けたボランティア体制構築のみならず、大会後もボランティア活動が継続するよう、

企業・大学等と連携し設置した組織。活動分野等問わず幅広くメンバーを募り、メンバーに対しては都

市ボランティアのほか、様々なボランティアに係る情報提供等を行う。 

 

統合型リゾート（ＩＲ）（125、149 ページ） 

地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域において、カジノ施設及び会議場施設、レクリエー

ション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている

施設であって、民間事業者が設置及び運営をするもの。  
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道路情報便覧（107 ページ） 

道路の幅員や橋の重量制限、トンネルの高さ制限等、特殊車両の通行に関する情報を収録したデータベ

ース。道路管理者が、特殊な車両が通行すると見込まれる道路の調査を実施し、その情報を収録するこ

とで更新する。 

 

特殊車両（107 ページ） 

幅 2.5m、長さ 12m、高さ 3.8m、重量 20t 以上等、寸法や重量が車両制限令の定めを超える大型トラッ

クやトラッククレーン等の車両。道路を通行するには道路管理者の許可が必要となる。 

 

特別史跡（68、69、128、129 ページ） 

貝塚や古墳、城跡などの遺跡で、歴史的・学術的に価値が高いとされる「史跡」のうち、特に価値が高

く、我が国文化の象徴として国から指定されたもの。仏像や建造物などの「国宝」に相当する。 

 

特別緑地（14 ページ） 

都市緑地法に基づき、都市における良好な自然環境を建築行為の制限などにより現状凍結的に保全され

た緑地。 

 

トライアル発注（134、138 ページ） 

市内中小企業の新規性や独自性の高い優れた新商品等を、市が認定してＰＲを行うとともに、その一部

を自ら試験的に購入することで、企業及び新商品等の信頼性の向上による販路拡大を後押しする取組み。 

 

ドローンフィールド（123、126、135 ページ） 

本市が開設したドローンの飛行場所。 

 

な行 

内方線付点状ブロック（114 ページ） 

鉄道駅ホームに設置された、点状の突起に加え、ホームの内側を表示する棒状の突起（内方線）がある

点字ブロック。 

 

2 5 0
にーごーまる

競輪（64 ページ） 

自転車競技の国際規格に則った周長 250ｍの競走路（バンク）を使用し、競技ルールも自転車競技と同

様のもので実施される競輪。 

 

ネクストコア千葉誉田（133、134 ページ） 

緑区にある明治大学誉田農場跡地を、民間活力を導入して整備した産業用地。 

 

農地中間管理事業（144 ページ） 

担い手への農地の集積・集約化を図るため、農地の中間的な受け皿となる「農地中間管理機構」が農地

の所有者と農業経営者の間に立ち貸借を行い、農地の集団化や農業経営規模の拡大、新規参入を進める

取組み。 
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ノーマライゼーション（114 ページ） 

高齢者、障害者等、社会的に不利を受やすい人々も社会の一員として、お互いに尊重し、支えあいなが

ら、地域の中で共に生活する社会こそが当たり前の社会である、という考え方。 

 

は行 

ＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

（35 ページ） 

食品等の事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入

荷から製品出荷までの全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程

を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理の手法。  

 

パーソナルモビリティ（123、127、136 ページ） 

セグウェイ、電動車いす、マイクロＥＶ（超小型電気自動車）などの、一人乗りのコンパクトな移動支

援機器。 

 

パートナーシップ支援制度（77 ページ） 

パートナーシップを形成していることを確認し証明する、あるいは、その宣誓に対し、受領証等を交付

する制度。 

 

走りやすさマップ（自転車走りやすさマップ）（90 ページ） 

市民ボランティアとの実走調査で、市内の自転車での走りやすさについて、路肩の広さや自転車走行上

の要注意ポイントを示したマップ。 

 

バスロケーションシステム（108 ページ） 

ＧＰＳ等を利用してバスの位置情報を取集し、バス停の表示板や携帯電話、パソコンなどに情報提供す

るシステム。 

 

パラスポーツ（50、53、55、63、64、156 ページ） 

本市において、パラリンピック競技だけでなく、広く障害者スポーツを表す言葉。 

 

ビッグデータ（71、117、157 ページ） 

行政や民間企業等が保有する多種多量なデータのことで、収集・分析をすることにより、新たな知見を

発見しようとするもの。 

 

ビデオ喉頭鏡（ビデオ硬性挿管喉頭鏡）（88 ページ） 

自力で呼吸することが困難な人の呼吸を確保するため、カメラで喉頭を確認しながら、気道確保用のチ

ューブを挿入することができる医療器具。 

 

ファムトリップ（招聘視察旅行）（127、131 ページ） 

旅行商品の開発や情報発信を通じた観光客拡大を目的に、海外の旅行業者やメディア関係者を招聘し、

観光スポットや資源を視察するツアーのこと。 
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不育症（36、38 ページ） 

妊娠はしても、流産や死産などを繰り返し、赤ちゃんを得られない状態のこと。 

 

普通会計（4、5 ページ） 

地方公共団体間の財政指標を比較するために設けられた統一的な会計区分。本市では、一般会計に都市

計画土地区画整理事業特別会計、市街地再開発事業特別会計などを加えたもの。 

 

普通会計外（5 ページ） 

普通会計に属さない企業会計（病院事業、下水道事業、水道事業）や介護保険事業特別会計など。 

 

プッシュ型（プッシュ型サービス）（117 ページ） 

一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能。自治体が行う行政サービスについて、

サービスを受けられる可能性のある住民に、効率的にサービス情報を提供することができる。 

 

ベンチャーカップ（ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ）（134、137 ページ） 

千葉市発の将来性ある新たなビジネスの創出を目指して、（公財）千葉市産業振興財団が、平成 14 年度

(2002 年度）から中小企業者・創業者支援の一環として実施しているビジネスプランコンテスト。 

 

ボッチャ（50、64 ページ） 

ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポー

ツ。ボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、「ジャックボール（目標球）」と呼

ばれるボールにいかに近づけることができたかを競う競技。パラリンピックの正式競技となっている。 

 

ポップカルチャー（51、66 ページ） 

漫画、アニメ、映画、ゲーム、ライトノベル、ポピュラー音楽、テレビなどの訴求力が高く、等身大の

現代日本を伝える文化。 

 

ま行 

ＭＩＣＥ
マ イ ス

（9、70、125、132 ページ） 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会

等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多く

の集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。 

 

マンホールトイレ（83 ページ） 

災害時に断水等で水洗トイレが使用できなくなった場合に、井戸水等を活用して排泄物を下水道本管に

直接流す仕組みの仮設トイレ。 

 

や行 

谷津田（14、99、156 ページ） 

台地が川や海によって浸食されてできた谷状の土地にある水田。本市の原風景。  
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ユニバーサルデザイン（114 ページ） 

年齢、性別、国籍、個人の能力に関わらず、はじめからできるだけ多くの人が利用できるように、利用

者本位、人間本位の考えに立って快適な環境をデザインすること。 

 

ら行 

ライフサイクルコスト（100 ページ） 

建物や機器などの計画、設計から建設・製作、維持・管理、解体や撤去、廃棄までにかかる費用。 

 

緑被率（14 ページ） 

ある地域または地区における緑地（被）面積の占める割合。 

 

レガシー（7、63、70、73 ページ） 

オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた取組みの成果による、将来に向けた千葉市の

財産。 

 

ロングライドコース（131、147 ページ） 

自転車向けの長距離コース。  
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部活動の充実 ..................................................................... 56 

フクダ電子アリーナの充実 ........................................ 65, 124 

踏切道の安全対策 .............................................................. 90 

文化センターの改修 .......................................................... 67 

へ 

平和公園の拡張・整備 ..................................................... 105 

弁護士による養育費相談 ................................................... 39 

ほ 

放課後子ども教室の推進 ................................................... 59 

防災行政無線の整備 .......................................................... 84 

防災備蓄品の整備 .............................................................. 83 

防災用無線機器の更新 ....................................................... 87 

防災リーダーの養成 .......................................................... 85 

放置自転車対策の推進 ....................................................... 90 

防犯カメラの設置管理 ....................................................... 92 

防犯パトロール隊の支援推進 ............................................ 92 

ボール遊びができる公園づくり ........................................ 21 

北総中央用水の利活用推進 .............................................. 144 

舗装の新設・改良 ............................................................ 103 

歩道の改良 ....................................................................... 115 

歩道の整備 ......................................................................... 89 

ボランティアリーダーの育成 ...................................... 42, 74 

ま 

ＭＩＣＥの推進 ....................................................... 125, 132 

幕張新都心拡大地区の新駅整備 ...................................... 122 

まちづくり活動団体への支援 ............................................ 75 

マンホールトイレの整備 ................................................... 83 

み 

身近な公園の整備 .............................................................. 20 

身近な公園のリフレッシュ推進 ........................................ 18 

密集住宅市街地の環境整備推進 ...................................... 100 

緑区オリパラ応援団 .......................................................... 73 

緑区健康フェアの開催 ....................................................... 33 

美浜区高校生連携会議の推進 ............................................ 60 

美浜区の魅力創出・発信 ................................................... 74 

都川水の里公園の整備 ................................................ 15, 20 

未来の科学者育成プログラムの推進 ................................. 62 

魅力ある千葉港づくりの推進 ......................................... 139 

む 

無電柱化の推進 ................................................................. 82 

も 

モノレール駅トイレの改良 ............................................. 114 

モノレール施設の設備更新 ............................................. 109 

モノレール車両基地の耐震補強 ...................................... 109 

モノレールの車両更新 .................................................... 109 

や 

夜間の経済・文化活動の振興 ......................................... 132 

薬剤師の業務拡大 ............................................................. 34 

谷津田の保全と活用の推進 ......................................... 14, 99 

「やってみようよまちづくり」支援 ................................. 97 

ゆ 

有害鳥獣対策の推進 ........................................................ 147 

有料公園施設の改修 .......................................................... 19 

よ 

養護・軽費老人ホームの大規模修繕への助成 .................. 46 

幼児教育の推進体制構築 ................................................... 37 

ら 

ランチタイムコンサートの実施 ........................................ 67 

り 

理数教育の充実 ................................................................. 54 

立地適正化計画の策定 ...................................................... 96 

良好な都市景観の形成 ...................................................... 98 

緑農住区開発土地基盤整備の推進 .................................. 144 

わ 

若葉区ラジオ体操で健康づくりとまちづくり .................. 33 

若葉住宅地区における住宅整備促進 ............................... 122 
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