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施策体系 
 

 

５－１ 都市の魅力を高める 

5-1-1 ３都心などの魅力向上 

     5-1-2 都市の国際性の向上 

    5-1-3 観光の振興と魅力の創出・発信 

     

５－２ 地域経済を活性化する 

    5-2-1 産業の振興 

    5-2-2 新事業の創出 

    5-2-3 商業・サービス産業の振興 

    5-2-4 物流・港湾機能の強化 

    5-2-5 勤労者の支援と雇用の創出 

     

５－３ 都市農林業を振興する 

    5-3-1 新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給 

    5-3-2 安定した農業経営体の育成 

    5-3-3 農村と森林の持つ多面的機能の活用 

 

 

５  ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ 

 

 

  

方向性５ 

ひとが集い働く、 

魅力と活力にあふれるまちへ 
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５-１   都市の魅力を高める 

５-１-１  ３都心などの魅力向上 
 

 施策の展開   

 千葉都心では、ＪＲ千葉駅の駅舎・駅ビルの建替え、千葉駅西口地区及び東口地区で進めている再開発

事業など、駅周辺でのリニューアルの動きが活発化しています。 

 このことを好機として捉え、西銀座周辺の再開発に向けた検討の促進や、中央公園周辺の活性化など、

まち全体のリニューアルへとつなげ、千葉都心の魅力を高めます。 

 幕張新都心では、幕張メッセをはじめ、業務研究ビルや教育・研究施設、ホテル・商業施設及び住宅整

備の促進などにより、「職・住・学・遊」の複合機能の集積が進み、就業者・居住者・就学者及び新都

心への来訪者を合わせると現在日々約 23万人の人々が活動しています。 

 幕張新都心のさらなる魅力向上に向け、国家戦略特区制度を活用したドローンや自動運転モビリティな

どの近未来技術実証の推進やエリアマネジメントの民間開放を促進するとともに、幕張新都心拡大地区

における新駅整備や海浜幕張駅北口駅前広場周辺の再編整備の検討を行うほか、若葉住宅地区における

住宅や周辺環境の整備を促進します。 

 蘇我副都心については、交通結節点としての機能を高めるため、蘇我駅東口駅前広場を含めた周辺の一

体的な再編を進めるとともに、ジェフユナイテッド市原・千葉のホームタウンであることを活かし、地

域と連携したまちづくりを推進します。 
               

 計画事業   

1. 千葉都心の育成・整備 
 

● 中央公園・通町公園の連結強化 都心整備課 

歴史的資産を活かした「千葉らしさ」を感じるまちづくりのため、中央公園や通町公園、千葉神社を一体

的に捉え、賑わいと回遊性を高める空間の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 ― 実施 実施 

公園整備 整備内容の検討 段階整備 段階整備 

 

● 西銀座周辺の再開発 都心整備課 

千葉駅から中心市街地に賑わいを誘引するため、西銀座周辺区域における実態調査や課題検討などによ

り、再開発事業に向けた検討を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

課題検討等調査 導入機能等検討調査 実施 実施 

関係者の合意形成 ― 勉強会実施 勉強会実施 

 

  

５－１ 
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■ 配電用地上用機器への広告物等の掲出 都心整備課 

千葉駅周辺の回遊性向上や活性化を図るため、道路上に設置されている配電用地上用機器に歩行者案内地

図等を掲出します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ラッピングの実施 ― 18 基 18 基 

 

● 千葉駅西口地区第二種市街地再開発(Ｂ工区)【再掲】 都心整備課 

臨海地区への玄関口としての賑わいを創出するため、千葉駅西口に商業のほか、居住・医療・健康づくり・

保育など多機能な用途の再開発ビルを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再開発ビルＢ棟の整備 
管理処分計画の変更 

特定建築者の選定 
工事 供用開始 

公共施設整備 
公共施設管理者との 

協議 

ペデストリアンデッキ

下水道、公園整備工事 
供用開始 

 

■ 千葉駅西口エリアの魅力・価値向上 都心整備課 

千葉駅西口エリアの魅力・価値向上のため、再開発ビルのテナント誘致強化や駅前広場等の有効活用を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

テナント候補者調査 ― 実施 実施 

魅力あるテナントの誘致 ― 実施 実施 

駅前広場やＢ工区公園での

イベント開催 
40 日/年 50 日/年 50 日/年 

 
 

● 千葉駅東口地区第一種市街地再開発【再掲】 市街地整備課 

千葉都心の土地の高度利用と建築物の機能更新のため、千葉駅東口地区の第一種市街地再開発を促進します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再開発ビル整備助成 
自転車駐車場移転 

再開発ビル建築 
再開発ビル建築 再開発ビル建築 

 

● 中央区役所の移転（きぼーるの改修）【再掲】 区政推進課 

市民の利便性向上のため、中央区役所を「きぼーる」に移転します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

きぼーるの改修 実施設計 工事 完了 

中央区役所の区役所機能移転 方針決定 レイアウト設計・改修 供用開始 

 

● 千葉市美術館の拡張【再掲】 文化振興課 

文化面から千葉都心への集客を図るため、中央区役所移転後の跡スペースを活用し、新たな展示スペース

や体験・交流ゾーンを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

展示スペースの再整備 基本設計 工事 供用開始 
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2. 幕張新都心の整備 
 

■ 幕張新都心拡大地区の新駅整備 交通政策課 

幕張新都心における都市機能の強化や交通機能の分散化を図るため、新駅整備の実現を目指します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新駅整備 協議会設立 概略、詳細設計 概略、詳細設計 

駅前広場の整備 ― 概略設計 概略設計 

 

■ 海浜幕張駅北口駅前広場周辺の再編整備【新規】 市街地整備課 

ＪＲ海浜幕張駅の交通結節機能の強化と利便性の向上を図るため、北口駅前広場周辺の再編整備に向けた

検討を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

北口駅前広場・自転車駐車場

等の再編 
検討 基本計画、設計 実施 

 

■ 若葉住宅地区における住宅整備促進 幕張新都心課 

新たな社会的ニーズや多様化するライフスタイルに対応した居住環境の実現のため、若葉住宅地区におけ

る住宅や周辺環境の整備を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

住宅整備の促進 ― 638 戸 638 戸 

周辺環境の整備 ― 実施 実施 

 

● ＺＯＺＯマリンスタジアムの充実 公園管理課 

ＺＯＺＯマリンスタジアムの来場者の安全性や快適性向上のため、座席等を改修します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

4 階スタンド、外野スタンド

の座席改修 
― 工事 工事 

ラバーフェンス交換工事 ― 工事 完了 

 

● 海辺の活性化   【再掲】 海辺活性化推進課 

海辺の活性化を推進するため、関係機関・団体と連携して県立幕張海浜公園における集客施設等の導入を

進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

県立幕張海浜公園における

集客施設等の導入検討 
官民連携事業化調査実施 関係団体等との協議・調整 関係団体等との協議・調整 
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● 東京 2020大会開催に向けた機運の醸成  【再掲】 オリンピック・パラリンピック推進課 

東京 2020 大会の大会機運醸成や大会・競技への理解促進を図るため、競技体験イベントなど効果的なプ

ロモーションを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

機運醸成イベントの実施 1 回/年 継続 1 回/年 

競技の普及促進イベント等

の実施 
イベント実施 2 回/年 

イベント実施 2 回/年 

パブリックビューイング

等の実施 

イベント実施 2 回/年 

パブリックビューイング

等の実施 

 

● 東京 2020大会に向けたバリアフリー化の推進【再掲】 土木保全課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、多くの来訪者の受入にふさわしい環境を整備するため、駅前広場

やアクセスルート等のバリアフリー化を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

JR 海浜幕張駅駅前広場の 

バリアフリー整備 
設計 工事 完了 

アクセスルート等の 

バリアフリー整備 

歩道の段差解消 2 か所  8 か所 10 か所 

視覚障害者誘導用 

ブロック 0.8km 
1.8km 2.6km 

 

● ドローン宅配等の実用化の推進   【再掲】 国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、民間事業者によるドローン宅配の実用化を支

援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ドローン宅配等の実用化に

向けた検討 
実施 継続 モデル実施 

ドローンのデモ飛行の実施 2 回 3 回 5 回 

ドローンフィールドの提供 3 か所 継続 3 か所 

 

● 
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   【再掲】 
国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、自動運転モビリティ等の実用化を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パーソナルモビリティ等を 

活用した新たなビジネス 

モデルの創出 

実証実験実施 実証実験・モデル実施 モデル実施 
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3. 蘇我副都心の整備 
 

● ＪＲ蘇我駅東口駅前地区のまちづくり 市街地整備課 

蘇我副都心の交通結節点としての機能を高めるため、市街地再開発による蘇我駅東口駅前広場を含めた周

辺の一体的な再編を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市計画手続き ― 実施 都市計画決定 

基本計画策定 予備調査 策定 策定 

関係者の合意形成 
関係者ヒアリングの

実施 
勉強会実施 関係者の合意形成 

 

● フクダ電子アリーナの充実 公園管理課 

フクダ電子アリーナの来場者の快適性向上のため、大型映像装置等を改修します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

大型映像装置改修 ― 
施設名称ＬＥＤ看板改修

大型映像装置改修 
完了 

 

● ジェフを感じるまちづくり    市街地整備課 

ジェフユナイテッド市原・千葉のホームタウンとして、市民がジェフをより身近に感じることができるよ

う、地域や企業とジェフが連携したまちづくりを推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ジェフいろ化推進 実施 
バスシェルターラッピング  
地元との連携による取組み 

バスシェルターラッピング  
地 元 と の 連 携 に よ る 取 組 み 

 

● 蘇我スポーツ公園の整備【再掲】 公園建設課 

スポーツ・レクリエーション及び広域的な防災の拠点とするため、蘇我スポーツ公園の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

第 2・第 3 多目的グラウンド
等の施設整備 

34.0ha 供用 
5.8ha 供用 

日除け施設 6 基 
39.8ha 供用 

用地取得 27.3ha 4.5ha 31.8ha 

 

 

4. その他の拠点の整備 
 

■ ＪＲ稲毛駅東口周辺のまちづくり【新規・再掲】 市街地整備課 

土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、駅前広場等を含めた一体的な市街地再開発の検討を進めます。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

関係者の合意形成 勉強会の実施 勉強会の実施 関係者の合意形成 
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５-１-２  都市の国際性の向上 

 

 施策の*展開   

 本市は、成田・羽田の両国際空港に近い立地特性や、幕張メッセという国内有数のコンベンション機能

を有しています。加えて、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための「国

家戦略特区」の指定を受けたことなどを踏まえ、ビジネスや生活の場として海外からも選ばれる都市を

目指した取組みを進めています。 

 また、東京 2020 大会競技会場都市として、国外からも多

くの大会関係者・観光客が訪れ、本市の魅力を広く発信す

る重要な機会となります。 

 こうした地域特性や機会を最大限に活用し、グローバルＭ

ＩＣＥ都市としての魅力の向上や国際的な誘致競争力を強

化するため、主催者のニーズに合わせたアフターコンベン

ションなどの充実に向けた支援を行うとともに、新たなＭ

ＩＣＥ誘致制度の創設を行います。 
       

 計画事業   

 

● ＭＩＣＥの推進 観光ＭＩＣＥ企画課 

ＭＩＣＥ誘致を推進するため、国際会議やコンベンション開催に助成するとともに、東京２０２０大会後

に向けた、新たなＭＩＣＥ誘致制度を創設します。また、地域経済の活性化や幕張新都心の賑わい創出の

ため、主催者のニーズに合わせたアフターコンベンションなどの充実に向けた支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

国際会議への助成 7 件 4 件増 11 件 

大規模コンベンションへの助成  ― 3 件増 3 件 

レセプション・アフターコン
ベンションツアー開催支援 

実施 4 件/年 4 件/年 

新制度によるＭＩＣＥの誘致  ヒアリング実施 5 件 5 件 

 

■ 統合型リゾート（ＩＲ）導入可能性の検討 幕張新都心課 

幕張新都心におけるＭＩＣＥ強化の選択肢の一つとして、総合型リゾート（ＩＲ）導入の可能性について、

国の動向を注視しながら検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ＩＲ導入可能性の検討 
ギャンブル等依存症
に対する基礎調査 

検討 検討 

 

● 
東京 2020大会開催に向けたボランティア体制の 

構築   【再掲】 
オリンピック・パラリンピック推進課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、大会を円滑に進めるため、ボランティアの体制構築を行うととも

に、都市ボランティアの育成等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人おもてなし 
語学ボランティア育成 

500 人 500 人増 1,000 人 

チーム千葉ボランティア 
ネットワークの運営 

設置 運営 運営 

 

市内で開催された国際会議の様子 

（第 99 回国際キワニス年次総会） 
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■ 国際交流ボランティアリーダーの育成   【再掲】 国際交流課 

本市の国際化を推進するため、国際交流ボランティアリーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

通訳ボランティア 
スキルアップ講座の開催 

15 回/年 20 回/年 20 回/年 

通訳ボランティア 
フォローアップ講座の開催 

2 回/年 継続 2 回/年 

国際交流ボランティア 
リーダー会議の開催 

実施 5 回/年 5 回/年 

 

● 姉妹・友好都市との交流推進   【再掲】 国際交流課 

姉妹・友好都市と経済・文化・スポーツなどの各分野において、より発展的な関係を築くため、交流事業

を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

姉妹・友好都市交流 2 市 
派遣 1 市、受入 1 市 

国際会議出席 2 回 

派遣 1 市、受入 1 市 

国際会議出席 2 回 

青少年交流 3 市 継続 3 市 
 

● 規制改革メニューの活用促進   【再掲】 国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、国家戦略特区の制度を活用した規制改革によ

る取組みを支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

規制改革メニューの活用 4 件 6 件増 10 件 

新規規制改革提案による 

事業実施 
― 6 件 6 件 

民間事業者への活用促進 
ＰＲ活動 

特区通信発行 1 回/年 

ＰＲ活動 

1 回増 

ＰＲ活動 

2 回/年 

 

 

● ドローン宅配等の実用化の推進   【再掲】 国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、民間事業者によるドローン宅配の実用化を支

援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ドローン宅配等の実用化に

向けた検討 
実施 継続 モデル実施 

ドローンのデモ飛行の実施 2 回 3 回 5 回 

ドローンフィールドの提供 3 か所 継続 3 か所 
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● 
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   【再掲】 
国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、自動運転モビリティ等の実用化を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パーソナルモビリティ等を 
活用した新たなビジネス 
モデルの創出 

実証実験実施 実証実験・モデル実施 モデル実施 

 

● インバウンドの推進【再掲】 観光プロモーション課 

訪日外国人客を誘致するため、海外に向けたプロモーションや外国人客を受け入れるための環境整備を進

めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

海外プロモーションの推進 ― 

ファムトリップ招聘 

プロモーションツール作成

展示会等参加 

ファムトリップ招聘 

プロモーションツール作成

展示会等参加 

外国人観光客受け入れ環境

の整備 

ムスリム受入環境整備 

多言語情報サイト運営 

外国人向け観光ボランティアガイド

養成 

継続 

ムスリム受入環境整備 

多言語情報サイト運営 

外国人向け観光ボランティアガイド

養成 

インバウンド観光戦略の策定  ― 動向調査、策定 策定 
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５-１-３  観光の振興と魅力の創出・発信 

 

 施策の展開   

 市民が千葉市に愛着と誇りを持ち、これからも「住み続けたい」と思ってもらえるような、また市外の

人々から「訪れてみたい」「住んでみたい」と思われるような魅力ある都市であり続けるため、「加曽

利貝塚」「オオガハス」「千葉氏」「海辺」を起点・基準点として多彩な地域資源を活用し、千葉市ら

しい都市アイデンティティの確立に向けた取組みを進めています。 

 今後は千葉開府 900 年にあたる平成 38 年（2026 年）に向

け、千葉常胤生誕 900 年を記念したイベントや、「オオガ

ハス」に留まらない「ハス全体」の活用も視野に入れたプ

ロモーション活動を行います。 

 集客・観光の推進については、観光体験プランの創出など、

市民や民間の活力をまきこむ取組みを行ってきたほか、再

整備に着手した稲毛海浜公園や特別史跡に指定された加曽

利貝塚など、観光資源も充実しつつあります。今後は、市

原市をはじめとする周辺自治体との広域連携の視点も組み

入れながら、東京にない独自の資源を活用し、国内外に向

け、積極的にプロモーション活動を行います。 
 

 

 計画事業   

1. 都市アイデンティティの確立と魅力づくり 
 

● 都市アイデンティティの確立 政策調整課 

市民が自らのまちの歴史や環境を知り、誇りを持てるような都市となることを目指し、「オオガハス」や

「千葉氏」など本市固有の地域資源の魅力向上を図るとともに、これらを活用したプロモーションを行い

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

戦略プラン中間評価 ― 実施 実施 

プロモーション活動 映像作成 
千葉常胤生誕 900 年記

念行事の開催、ＰＲ活動 

千葉常胤生誕 900 年記

念行事の開催、ＰＲ活動 

都市間連携 
親子三代夏祭り 

千葉氏ブース出展 
千葉氏サミット開催 千葉氏サミット開催 

千葉開府 900 年に向けた 

取組み 
― 

行動計画策定 

取組団体の運営支援 

行動計画策定 

取組団体の運営支援 

 

  

千葉市固有の 4 つの地域資源 
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■ 中央区魅力再発見・発信    中央区地域振興課 

中心市街地をはじめとした区の地域活性化を図るため、まち歩きツアーを実施し、中央区の魅力・資源の

再発見や発信を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

まち歩きツアー 1 回/年 1 回増 2 回/年 
 

■ 花見川区魅力発見ウオーキング    花見川区地域振興課 

区民に対し、花見川区の魅力を再確認・再発見する機会を提供するため、花見川区魅力発見ウオーキング

を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

花見川区魅力発見ウオーキング  2 回/年 継続 2 回/年 

 

● 縄文文化調査研究の推進【再掲】 文化財課 

縄文文化と貝塚を究明するため、発掘調査・研究を進めていくとともに、その成果を広く発信していきま

す。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

特別史跡加曽利貝塚の究明

に向けた発掘調査 

発掘調査計画策定 

発掘調査の実施 

発掘調査の実施 

調査概報の刊行 

発掘調査の実施 

調査概報の刊行 

大学等と連携した調査研究 連携事業の実施 
調査研究計画策定 

連携事業の実施 

調査研究計画策定 

連携事業の実施 

 

● 特別史跡加曽利貝塚の魅力向上【再掲】 文化財課 

特別史跡加曽利貝塚の魅力と集客力の向上を図るため、史跡内の整備とプロモーション活動を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

集客力の向上 
縄文体験プログラムの提供 
集客イベントの実施 

継続 
縄文体験プログラムの提供 
集客イベントの実施 

史跡等の整備 
短期的整備基本計画
グランドデザイン検討 

推進 推進 

 

■ オオガハスを身近に感じるまちづくり   【新規】 花見川区地域振興課 

「オオガハス」に愛着を感じられるよう、小学校と協力した壁画の作成など、区民がオオガハスに接する

機会を増やします。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

区役所ロビーガラスの装飾 ― 1 か所 1 か所 

小学校と協力した壁画作成 ― 1 か所 1 か所 

子ども向け紙芝居作成 ― 2 種類 2 種類 
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● オオガハスの魅力発信【再掲】 緑政課 

「オオガハス」の魅力を市民に幅広く伝えるため、イベントや情報発信の充実を図るとともに、ハスを鑑

賞できる環境を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

イベントの充実 大賀ハスまつりの開催 
記念講演会の実施 

大賀ハスまつりの拡充 

記念講演会の実施 

大賀ハスまつりの拡充 

情報発信の強化 ― 

アクションプラン策定 

学校分根 

常設展示 

アクションプラン策定 

学校分根 

常設展示 

鑑賞環境の整備 ― 

系統保存ﾌﾟﾗﾝﾀｰの展示

ハスの株分け(千葉公園)  

ハスの植替え(みなと公園)  

系統保存ﾌﾟﾗﾝﾀｰの展示

ハスの株分け(千葉公園)  

ハスの植替え(みなと公園)  

 

● 海辺の活性化   【再掲】 海辺活性化推進課 

海辺の活性化を推進するため、関係機関・団体と連携して県立幕張海浜公園における集客施設等の導入を

進めます。また、稲毛海浜公園検見川地区における賑わい創出・景観形成を進めるとともに、地域主体の

取組みを支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

県立幕張海浜公園における

集客施設等の導入検討 
官民連携事業化調査実施 関係団体等との協議・調整 関係団体等との協議・調整 

稲毛海浜公園検見川地区

における賑わい創出・景観形成  
関係団体との協議・調整 

基本方針策定 

景観施設等整備 

基本方針策定 

景観施設等整備完了 

地域主体による海辺の活性

化の取組み促進 
地域主体による取組み検討 

地域主体の取組み支援

プロモーション実施 

地域主体の取組み支援 

プロモーション実施 
 

● 稲毛海浜公園のリニューアル 【再掲】 公園管理課 

海辺の賑わいを創出するため、民間活力を導入して稲毛海浜公園のリニューアルを進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

民間事業者による施設 

リニューアル 
事業者の選定 施設整備、既存施設の改修 事業者による管理・運営 

長寿命化計画の策定 ― 策定 策定 

 

● 千葉中央港地区まちづくりの推進【再掲】 海辺活性化推進課 

賑わいや憩いのある港づくりのため、緑地を整備するとともに、イベントの開催や旅客船運航情報の充実

を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

公園緑地の整備・管理 一部供用開始 0.19ha 整備完了 

海上交通の促進 
千葉港を拠点とする

旅客船の運航開始 
旅客船の誘致 旅客船の誘致 

イベント開催及び情報発信

による賑わいづくり 
イベント開催 

イベント開催 

旅客船運航情報の提供 

イベント開催 

旅客船運航情報の提供 
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2. 観光プロモーションの推進 
 

● グリーンツーリズムの推進 観光プロモーション課 

市原市と連携し、エリアの魅力向上を図るため、両市に共通する地域資源である「緑」「里」「農」を活

かした観光プロモーション活動を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

プロモーション活動 

「千葉あそび」への 

プラン掲出 

広報冊子の作成・配布 

Ｗeb・冊子による情報発信

データ収集・分析等 

Ｗeb・冊子による情報発信

データ収集・分析等 

民泊施設設備等助成 ― 5 件 5 件 

サイクルツーリズムの推進 
市原市・四街道市との 

ロングライドコース検討 

レンタサイクル事業開始

案内看板設置 

コースマップの作製・更新 

レンタサイクル利活用調査 

レンタサイクル事業開始

案内看板設置 

コースマップの作製・更新 

 

● 国内向け観光プロモーションの推進 観光プロモーション課 

市内や周辺エリアの集客観光を推進するため、企業・団体・周辺自治体と連携し、多様なニーズに対応し

た国内向け観光プロモーション活動を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

工場夜景観光の推進 

全国工場夜景サミット加盟

プロモーション活動 

官民連携組織構築 

全国工場夜景サミット開催 全国工場夜景サミット開催 

現地発着体験観光プランの

品質向上 

「千葉あそび」に関す

るアンケート実施 
継続 

「千葉あそび」に関する

アンケート実施 

バリアフリーおもてなし 

受入環境整備 
― 

受入調査 

Ｗｅｂ・冊子の製作 

受入調査 

Ｗｅｂ・冊子の製作 

 

● インバウンドの推進 観光プロモーション課 

訪日外国人客を誘致するため、海外に向けたプロモーションや外国人客を受け入れるための環境整備を進

めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

海外プロモーションの推進 ― 

ファムトリップ招聘 

プロモーションツール作成

展示会等参加 

ファムトリップ招聘 

プロモーションツール作成

展示会等参加 

外国人観光客受け入れ環境

の整備 

ムスリム受入環境整備 

多言語情報サイト運営 

外国人向け観光ボランティアガイド

養成 

継続 

ムスリム受入環境整備 

多言語情報サイト運営 

外国人向け観光ボランティアガイド

養成 

インバウンド観光戦略の策定  ― 動向調査、策定 策定 
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● 夜間の経済・文化活動の振興【新規】 観光ＭＩＣＥ企画課 

夜間の経済活動・文化活動の振興を図るため、集客イベントなどのコンテンツづくりを支援するとともに、

安定的な運用ができる体制づくりを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

集客・観光のためのコンテンツ

づくり 
― 

実証実験・調査 

支援制度施行 
支援制度施行 

プロモーション活動 ― 実施 実施 

安定的な運用のための体制 

整備 
― 体制整備 整備完了 

 

● ＭＩＣＥの推進【再掲】 観光ＭＩＣＥ企画課 

ＭＩＣＥ誘致を推進するため、国際会議やコンベンション開催に助成するとともに、東京２０２０大会後

に向けた、新たなＭＩＣＥ誘致制度を創設します。また、地域経済の活性化や幕張新都心の賑わい創出の

ため、主催者のニーズに合わせたアフターコンベンションなどの充実に向けた支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

国際会議への助成 7 件 4 件増 11 件 

大規模コンベンションへの助成  ― 3 件増 3 件 

レセプション・アフターコン

ベンションツアー開催支援 
実施 4 件/年 4 件/年 

新制度によるＭＩＣＥの誘致  ヒアリング実施 5 件 5 件 

 

3. 東京 2020 大会開催に向けた取組み 
 

● 
東京 2020大会開催に向けたボランティア体制の 

構築   【再掲】 
オリンピック・パラリンピック推進課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、大会を円滑に進めるため、ボランティアの体制構築を行うととも

に、都市ボランティアの育成等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人おもてなし 

語学ボランティア育成 
500 人 500 人増 1,000 人 

チーム千葉ボランティア 

ネットワークの運営 
設置 運営 運営 

 

■ 国際交流ボランティアリーダーの育成   【再掲】 国際交流課 

本市の国際化を推進するため、国際交流ボランティアリーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

通訳ボランティア 

スキルアップ講座の開催 
15 回/年 20 回/年 20 回/年 

通訳ボランティア 

フォローアップ講座の開催 
2 回/年 継続 2 回/年 

国際交流ボランティア 

リーダー会議の開催 
実施 5 回/年 5 回/年 
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５-２  地域経済を活性化する 

５-２-１  産業の振興 
 

 施策の展開   

 本市では、これまでの企業誘致により、一定の雇用創出・税収効果をあげてきました。幅広い業種への

支援という現制度における考え方は維持しつつ、今後は、成長産業及び業務機能の集積を実現するため、

市長によるトップセールスを積極的に行うなど、引き続き企業立地を促進します。 

 また、市民生活に直結する商業・サービス業をはじめとした中小企業・小規模事業者の安定経営のため、

事業継続計画の策定、事業承継の促進や販路拡大に向けた支援を拡充するほか、経営革新・新事業創出

や技術開発等の支援などにより、成長期にある企業の育成を図ります。 

 国では、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、国家戦略

特別区域を定め、対象区域において規制改革等の

施策を総合的かつ集中的に推進しています。 

 本市においても、平成 28年（2016年）1月に国家

戦略特区に指定されたことを受け、国家戦略特区

制度を最大限活かし、ドローンや自動運転モビリ

ティなどの近未来技術について民間主導による実

用化に向けた実証実験の実施を支援するとともに、

規制改革メニューの積極的な活用により、市民の

利便性の向上や都市の競争力向上に向けた取組み

を進めます。 
 

        

 計画事業   

1．企業立地の促進 
 

● 企業立地の促進 企業立地課 

地域経済の活性化や市民の雇用創出を図るため、企業の新規立地などに対して助成を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

企業立地促進事業支援 

（補助制度、融資制度） 
163 件 57 件増 220 件 

ネクストコア千葉誉田等に

おける企業誘致の促進 
造成開始 バスツアー 4 回 バスツアー 4 回 

幕張新都心地区等における

産業・企業集積の促進 

地元金融機関とコラボ

した企業立地セミナー 

 

オフィス合同内覧会  1 回 

 

 

オフィス合同内覧会  1 回 

 

コア産業業界団体等立地 

促進支援 
    ― 実施 実施 

 

 

  

５－２ 

ドローン宅配実証実験の様子 
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● 企業立地の促進（市道東寺山町山王町線〔若松町地区〕の整備） 道路建設課 

企業立地の促進や企業の追加設備投資を促進するため、道路整備を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
658 ㎡ 

（取得率 15％） 
2,720 ㎡ 

3,378 ㎡ 

（取得率 75%） 

道路整備 ― 300m 300m 

 

● 産業用地の整備 企業立地課 

地域経済の活性化や市民の雇用創出を図るため、ネクストコア千葉誉田における産業用地の周辺道路の交

通調査を進めるとともに、新たな産業用地の確保に向けた検討を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ネクストコア千葉誉田に 

おける産業用地整備 
造成開始 緑地の維持管理 緑地の維持管理 

ネクストコア千葉誉田周辺

道路の交通調査 
― 交通調査・シミュレーション  交通調査・シミュレーション  

新たな産業用地の確保 ― 
基礎調査 

候補用地の選定 
候補用地の選定 

 

2．企業支援の充実 
 

● 成長期にある企業の育成支援 産業支援課 

企業の経営革新や新事業の創出を図るため、デザイン分野のコーディネーターを市産業振興財団に配置す

るとともに、ＩＣＴ・ＩｏＴ・先端技術分野など産学連携による技術開発や商品開発を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

経営相談コーディネーター

の拡充 
6 人 1 人増（デザイン分野） 7 人 

ベンチャーカップでの賞新設  3 賞 2 賞増 5 賞 

産学共同研究助成 5 件/年 2 件増 7 件/年 

 

● 中小企業・小規模事業者の課題解決支援 産業支援課 

中小企業の安定した経営を確保するため、事業継続（承継）支援の拡充や、トライアル発注認定による販

路拡大の支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

事業承継支援 
助成 5 件/年 

セミナー 2 件/年 

助成 2 件増 

講習会 1 回/年 

保証つき融資への助成 6 件  

助成 7 件/年 

講習会 1 回/年 

保証つき融資への助成 6 件  

トライアル発注認定企業の

販路拡大支援 
5 件/年 5 件増 10 件/年 
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● 市内産品の競争力強化 産業支援課 

市内産品の付加価値を高め、競争力強化を図るため、農産物や加工品等の販路拡大やプロモーションを実

施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

販路拡大促進 
関連事業者への 

ヒアリング 

商社等への直接商談 

催事出店補助 10 件 

商社等への直接商談 

催事出店補助 10 件 

ギフトセレクションの実施 
ギフトセレクション実施

パンフレット作成 
実施（32 年度） 実施 

 

● スタートアップ支援の強化【再掲】 産業支援課 

スタートアップ期にある事業者を支援するため、レンタルオフィスと連携した創業支援や、クラウドを活

用した資金調達等への支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

レンタルオフィス賃料助成 2 件/年 5 件増 7 件/年 

クラウドを活用した資金調

達等への支援 
― 6 件 6 件 

3．国家戦略特区の推進 
 

● 規制改革メニューの活用促進    国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、国家戦略特区の制度を活用した規制改革によ

る取組みを支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

規制改革メニューの活用 4 件 6 件増 10 件 

新規規制改革提案による 

事業実施 
― 6 件 6 件 

民間事業者への活用促進 
ＰＲ活動 

特区通信発行 1 回/年 

ＰＲ活動 

1 回増 

ＰＲ活動 

2 回/年 

 

● ドローン宅配等の実用化の推進    国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、民間事業者によるドローン宅配の実用化を支

援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ドローン宅配等の実用化に

向けた検討 
実施 継続 モデル実施 

ドローンのデモ飛行の実施 2 回 3 回 5 回 

ドローンフィールドの提供 3 か所 継続 3 か所 
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● 
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    
国家戦略特区推進課 

市民の利便性向上や、先端技術産業の集積を促進するため、自動運転モビリティ等の実用化を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パーソナルモビリティ等を 

活用した新たなビジネス 

モデルの創出 

実証実験実施 実証実験・モデル実施 モデル実施 
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５-２-２  新事業の創出 

 

 施策の展開   

 都市間競争の激化など社会経済環境の変化に的確に対応し、

本市以東・以南を含む広域経済圏域の中心都市として、ビ

ジネスの場としての魅力を高めるためには、市内産業の成

長を促進するとともに、チャレンジ精神に富む人材や企業

の輩出、シェアリングエコノミーなどの新しいビジネスや

次世代をリードする新事業・新産業の創出を促進する必要

があります。 

 創業等を促進するため、引き続き、創業者に対する研修や、

コーディネーターによる相談などの支援を行うとともに、

スタートアップ期にある事業者の成長を促すため、民間企

業と連携したレンタルオフィス賃料補助や、クラウドを活

用した資金調達等に対する支援を行います。 

              
 

 計画事業   

 

● スタートアップ支援の強化 産業支援課 

スタートアップ期にある事業者を支援するため、レンタルオフィスと連携した創業支援や、クラウドを活

用した資金調達等への支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

レンタルオフィス賃料助成 2 件/年 5 件増 7 件/年 

クラウドを活用した資金調

達等への支援 
― 6 件 6 件 

 

● 成長期にある企業の育成支援【再掲】 産業支援課 

企業の経営革新や新事業の創出を図るため、デザイン分野のコーディネーターを市産業振興財団に配置す

るとともに、ＩＣＴ・ＩｏＴ・先端技術分野など産学連携による技術開発や商品開発を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

経営相談コーディネーター

の拡充 
6 人 1 人増（デザイン分野） 7 人 

ベンチャーカップでの賞新設  3 賞 2 賞増 5 賞 

産学共同研究助成 5 件/年 2 件増 7 件/年 

 

  

 

産業振興財団のコーディネーターによる支援の様子 
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５-２-３  商業・サービス産業の振興 

 

 施策の展開   

 本市は、ＪＲ千葉駅周辺をはじめとする商業集積や、交通の結節点である立地の優位性を背景に、県内

で最大の商圏人口を有していますが、市内店舗数は減少傾向にあり、商業環境は厳しさを増しています。 

 このような中、地域経済の活性化にあたっては、個々の事業者や商店街が直面するさまざまな課題を解

決につなげていくことが重要であることから、販路開拓や商品開発、創業時や事業承継の段階に応じた

補助制度や相談体制を整備するなど、中小企業や商業者等への支援を行います。 
 

 計画事業   

 

● 地域商業者の魅力向上支援 産業支援課 

地域経済の活性化を図るため、魅力ある商店街エリアの環境整備や、大学等と連携した商品開発の費用を

助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

共同施設の整備助成 4 件/年 11 件 11 件増 

歴史・文化等地域資源を活用

した施設整備助成 
― 3 件 3 件 

商学連携による商品開発助成  ― 3 商品 3 商品 

 

● 中小企業・小規模事業者の課題解決支援【再掲】 産業支援課 

中小企業の安定した経営を確保するため、事業継続（承継）支援の拡充や、トライアル発注認定による販

路拡大の支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

事業承継支援 
助成 5 件/年 

セミナー2 回/年 

助成 2 件増 

講習会 1 回/年 

保証つき融資への助成６件 

助成 7 件/年 

講習会 1 回/年 

保証つき融資への助成６件 

トライアル発注認定企業の

販路拡大支援 
5 件/年 5 件増 10 件/年 
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５-２-４  物流・港湾機能の強化 

 

 施策の展開   

 近年、流通経路の多元化に伴う市場経由率の低下などにより、卸売市場における取扱高が減少傾向にあ

ります。市場間競争が激しさを増す中で、場内事業者の経営革新の取組みを支援するとともに、老朽化

した市場機能の維持保全を進めるため、施設の改修を行うなど、市場機能の強化を図ります。 

 千葉港は、京葉臨海工業地帯の基盤的な港湾として、全国有数の貨物取扱量を誇り、鉄鋼業や石油業を

はじめ、地元に立地する企業にとって必要不可欠な港湾となっています。また、首都圏経済の発展等を

支える重要な役割を担っているため、老朽化した岸壁など港湾施設の適切な維持・強化を促進します。 

               
 

 計画事業   

 

● 市場機能の強化 地方卸売市場 

市場における健全で安定したサービス提供のため、経営戦略を策定するとともに、場内事業者の経営基盤

強化に向け、支援を行います。また、老朽化している施設の改修を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

場内事業者の経営基盤強化 ― 

経営支援講座 1 件 

コンサルタント支援  1 件 

経営戦略策定 

経営支援講座 1 件 

コンサルタント支援  1 件 

経営戦略策定 

設備改修 

水産物部冷蔵庫棟 

冷凍施設改修 

青果棟 

定温庫冷蔵設備改修

ガス設備改修 

消火設備改修 

エネルギー棟空調設備改修 
完了 

 

● 魅力ある千葉港づくりの推進 海辺活性化推進課 

魅力ある港湾空間の形成や港湾物流機能の充実を図るため、旅客船さん橋や緑地の整備、岸壁の改良等を

行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

千葉みなと駅前港湾整備 

（県事業負担金） 

波除堤 1 基整備 

小型さん橋 1 基整備 

港湾緑地整備 1.1ha 

小型さん橋 1 基 

港湾緑地整備 0.5ha 
完了 

千葉港整備（県事業負担金） 岸壁・物揚場改修等 
岸壁改良 

小規模な緑地施設整備 

岸壁改良 

小規模な緑地施設整備 
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５-２-５  勤労者の支援と雇用の創出 

 

 施策の展開   

 本市は、千葉県内における通勤先として高い拠点性を有していますが、市内中小企業における人手不足

は深刻で、事業に支障が生じることへの懸念が高まっています。その背景として、事務的な職業を志向

する求職者が多い一方で技術系や福祉系など求人倍率が高い業種には人が集まらない雇用のミスマッチ

が発生しているほか、事業者側に人材を確保するためのノウハウが不足している傾向があります。 

 このような雇用のミスマッチを解消し、市内企業の人材採用力の向上と人材の定着を支援するため、雇

用に関するニーズ調査を行うとともに、市内企業を対象とした人材育成や働き方改革に関するコンサル

ティングの実証事業を行います。 

 技術系業種への理解促進を図るため、ものづくり企業の魅力に触れる機会の創出や、職業訓練校等と連

携した技能訓練等の職業能力開発の機会を拡充するとともに、キャリア教育を推進するため、関係機関

と連携・協働します。 

 
               

 計画事業   

 

 

● 企業の人材採用力の向上支援【新規】 経済企画課 

雇用のミスマッチを解消するため、雇用に関する企業・市民向けニーズ調査を行うとともに、キャリアア

ップアドバイザーを配置し、市内企業を対象とした人材育成や働き方改革に関するコンサルティング実証

事業を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

企業・市民向けのニーズ調査 ― 実施 実施 

キャリアアップアドバイザー

によるコンサルティング 

実証事業 

― 
アドバイザー配置  1 人 

セミナー実施 

アドバイザー配置  1 人 

セミナー実施 

 

 

● 産業人材の育成 経済企画課 

技術系業種への人材供給を図るため、学生とその保護者等がものづくり企業の魅力に触れる機会の創出

や、技能訓練等の職業能力開発の機会拡充などを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

技術系職種への理解促進 ― 
ＰＲ冊子の作成 

企業見学バスツアー 

ＰＲ冊子の作成 

企業見学バスツアー 

技能訓練等の機会拡充 実施 継続 実施 

共催事業の実施 実施 継続 実施 
 

 

● キャリア教育の推進【再掲】 教育指導課 

児童生徒が自分自身の将来を見据えて進路選択できる力を育成するため、キャリア教育に関する講演会を

実施するとともに副読本を作成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

キャリア教育主任研修会 実施 継続 実施 

企業関係者等による講演会 中学校 3 校実施 中学校 全校実施 中学校 全校実施 

副読本の作成 ― 実施 実施 
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● 介護人材の確保・定着の支援【再掲】 介護保険管理課 

介護人材の確保・定着を促進するため、合同就職説明会を実施するとともに、外国人人材の雇用に対し、

支援を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

合同就職説明会の充実 1 回/年 1 回増 2 回/年 

ＥＰＡ等に基づく外国人 

人材受入に対する支援 
― 実施 実施 
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５-３  都市農林業を振興する 

５-３-１  新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給 
 

 施策の展開   

 本市は、温暖な気候のもと、野菜や畜産など多様な農業経営を展開し、首都圏等に新鮮で安全・安心な

農畜産物を提供しています。しかし、従事者の高齢化・担い手不足、耕作放棄地の増大などにより、農

業をめぐる環境は厳しい状況となっており、農業の担い手を確保するためには、他産業と遜色ない所得

を農家が得られるような環境整備が必要です。 

 本市の特色を活かした農林業を総合的に推進するため、新たな農業基本計画を策定します。 

 農業者の生産性向上を図るため、品種改良や普及指導、ＩＣＴを活用したスマート農業の実現に向けた

検討を行います。 

 市内産農産物を市民に供給し、生産者が消費者からより身近に、信頼される存在となるため、農産物の

域内流通の拡大を図るとともに、情報発信により市内産農産物の認知度を高め、地産地消を推進します。 

 

 

地産地消を推進する取組のイメージ（千葉市つくたべプロジェクト） 

 

  

５－３ 
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 計画事業   

 

● 農業基本計画の策定 農政課 

本市の特色を活かした農林業を総合的かつ計画的に推進するため、次期農業基本計画を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農業基本計画の策定 ― 策定 策定 

 

● 農業者の生産性の向上 農業生産振興課 

農業者の生産性向上を図るため、近隣市・大学との連携や技術専門人材を活用し、栽培試験や新規優良種

苗の供給を行うとともに、農業者への普及指導等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スマート農業の実現に 

向けた検討 
― 実施 実施 

専門技術者の配置・栽培試験

の実施 
― 

1 人増 

栽培試験実施 

1 人 

栽培試験実施 
 

● 地産地消の推進 農政課 

市内産農産物の認知度向上や利用拡大を図るため、買える場所・食べられる場所の情報の見える化を図る

とともに、農家レストランの開設支援などを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市内農産物の見える化 

（販促物作成支援） 
― 実施 実施 

千葉市つくたべプロジェクト

の推進 
協議会の設立準備 協議会設立・運営支援 協議会設立・運営支援 

農家レストラン開設助成 ― 実施 実施 

 

● 市内産品の競争力強化【再掲】 産業支援課 

市内産品の付加価値を高め、競争力強化を図るため、農産物や加工品等の販路拡大やプロモーションを実

施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

販路拡大促進 
関連事業者への 

ヒアリング 

商社等への直接商談 

催事出店助成 10 件 

商社等への直接商談 

催事出店助成 10 件 

ギフトセレクションの実施 
ギフトセレクション実施 

パンフレット作成 
実施（平成 32 年度） 実施 
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５-３-２  安定した農業経営体の育成 

 

 施策の展開   

 近年、従業者の高齢化・担い手不足や、原油や穀物

価格の高騰による燃料や飼料・肥料などの生産資材

価格の上昇が、農業経営に深刻な影響を与えていま

す。このような状況で、今後の農業振興を図るには、

土地利用型の大規模経営農家や生産性の高い集約

型・複合型農家を育成し、農業経営の安定化を図る

ことが必要です。 

 優良な農地を確保・活用するため、農業振興地域整

備計画の見直しや生産基盤の整備を行うとともに、

農地集積・集約による農業経営の効率化を図るため、

農地の流動化を推進します。 

 また、意欲ある担い手を確保・育成するため、新規

就農者向け支援を実施するほか、経営能力向上・販

路拡大に向けた支援などにより生産者の「経営者」としての意識づくりを推進します。 

 
 

1. 優良農地の確保と有効利用 
 

● 農業振興地域整備計画の見直し 農政課 

農業振興の基盤となる優良農地の確保を図るため、農業振興地域整備計画を変更し、農業上の利用を図る

べき農用地区域を定めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農業振興地域整備計画の策定  基礎調査 策定 策定 

 

● 農地の流動化の推進 農政課 

農地の有効活用と農業経営の安定化を図るため、農地中間管理事業により、農地の貸借を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農地中間管理事業における 

貸し手及び地域への支援 
10ha 30ha 40ha 

 

● 緑農住区開発土地基盤整備の推進 農政課 

都市近郊農業の生産基盤と良好な住宅用地等の一体的な創出を図るため、区画道路の整備を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路整備 590m 180m 770ｍ 

 

● 北総中央用水の利活用推進 農業生産振興課 

北総中央用水の利活用による安定的な農業生産基盤を確保するため、農業用水設備を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農業用水設備の整備 ― 設計 設計 

  

 計画事業   

農業研修の様子 

先輩農家の指導を受ける新規就農者 
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● 農業基本計画の策定【再掲】 農政課 

本市の特色を活かした農林業を総合的かつ計画的に推進するため、次期農業基本計画を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農業基本計画の策定 ― 策定 策定 

 

2. 意欲ある担い手の確保・育成 
 

● 多様な農業の担い手の確保・育成 農業経営支援課 

多様な農業の担い手の確保・育成のため、新規就農者向けの支援や、経営能力向上・販路拡大のための講

座を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新規就農者向け就農地 

再生支援 
― 5 人 5 人 

経営能力・販路拡大講座 1 回/年 1 回増 2 回/年 

就農相談ブース出展 ― 1 回増 1 回/年 

 

● 農業経営体の育成 農業生産振興課 

農業経営体の生産性を高めるため、経営規模拡大に向けて必要な農業用機械施設の導入・整備に助成しま

す。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

農業用機械施設の整備助成 実施 実施 実施 

 

● 農業者の生産性の向上【再掲】 農業生産振興課 

農業者の生産性向上を図るため、近隣市・大学との連携や技術専門人材を活用し、栽培試験や新規優良種

苗の供給を行うとともに、農業者への普及指導等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スマート農業の実現に 

向けた検討 
― 実施 実施 

専門技術者の配置・栽培試験

の実施 
― 

1 人増 

栽培試験実施 

1 人 

栽培試験実施 
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５-３-３  農村と森林の持つ多面的機能の活用 

 

 施策の展開   

 農業や農村は、市民に対し安定的に食料を供給する役割のみな

らず、生産活動を通じ、「やすらぎ」や「うるおい」をもたら

すなど、多面的な機能を有しています。 

 いずみ地区に整備した富田、中田、下田の３つの拠点施設では、

それぞれの施設の特色を活かしながら、収穫体験や地元野菜を

使ったレストランなど、収穫の喜びや土に触れる楽しみ、新鮮

で安全・安心な野菜を食べられる機会を提供しています。今後

も施設の環境整備を進めるとともに、大学生との連携などによ

り、里山と農を活かした地域の活性化を図ります。 

学生が地域を訪れ、見て、体験して、作成した 3 拠点のロゴマーク 
 

 農業に親しむ機会を提供するため、農家の適切な指導のもとで農業を体験できる市民農園などの整備を

促進するとともに、その体験をより多くの市民に広めるためのサポーター制度を創設します。 

 里山については、これまで里山ボランティアや森林組合、所有者等と連携しながら保全管理を進めてき

ました。観光資源としての潜在的な魅力を活かし、集客観光の視点からも活性化を図るため、今後は、

里山エリアの魅力を発信する戦略的なプロモーションに取り組むとともに、観光客が長期滞在により自

然や歴史などの地域の魅力を実感できるよう、若葉区と緑区の一部で国家戦略特区制度を活用した民泊

の導入準備を進めるなど、里山エリアのさらなる価値の向上を図ります。 
         

 計画事業   

1. 都市と農村の交流 
 

● いずみグリーンビレッジ 3拠点の充実    農業経営支援課 

農とふれあう機会の拡大や、いずみ地区の活性化を図るため、3 拠点の利用環境を整備するとともに、大

学生との連携によりイベント等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

3 拠点の環境整備 ― 

いずみまるごとマップ改訂  

案内標識設置、ベンチ設置 

キッチンカー配置場所 

舗装工事 

いずみまるごとマップ改訂  

案内標識設置、ベンチ設置 

キッチンカー配置場所 

舗装工事 

大学との連携 ― 
PR 活動 

イベント実施 1 回/年 

PR 活動 

イベント実施 1 回/年 

 

  

下田農業ふれあい館でのお米づくり体験 
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● 農とふれあう機会の拡大 農政課 

市民が農とふれあう機会の拡大を図るため、市民農園や収穫体験農園の開設を支援するとともに、新たに

農業体験サポーター制度を創設します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市民農園等の整備 35 か所 3 か所 38 か所 

収穫体験農園整備 2 か所 2 か所 4 か所 

農業体験サポーター制度の

創設 
― 創設（会員数 20 人） 創設（会員数 20 人） 

 

● グリーンツーリズムの推進【再掲】 観光プロモーション課 

市原市と連携し、エリアの魅力向上を図るため、両市に共通する地域資源である「緑」「里」「農」を活

かした観光プロモーション活動を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

プロモーション活動 

「千葉あそび」への 

プラン掲出、広報冊子

の作成・配布 

Web・冊子による情報発信 

テータ収集・分析等 

Web・冊子による情報発信 

テータ収集・分析等 

民泊施設設備等助成 ― 5 件 5 件 

サイクルツーリズムの推進 

市原市・四街道市との

ロングライドコース

検討 

レンタサイクル事業開始

案内看板設置 

コースマップの作製・更新 

レンタサイクル利活用調査 

レンタサイクル事業開始

案内看板設置 

コースマップの作製・更新 

 

2. 農村環境の整備と保全 
 

● 農業集落排水施設の再編 下水道経営課 

農業集落排水施設の老朽化への対応や維持管理費の縮減を効果的に行っていくため、再編計画を策定します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再編基本構想の策定 ― 策定 策定 

 

● 農業集落排水施設の改修 下水道経営課 

農村の生活環境を保全するため、農業集落排水施設の老朽化した設備を改修します。また、施設の長寿命

化や再編にあたり、一部地区の機能診断を行い、最適整備構想を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

施設改修 1 地区 工事完了 

最適整備構想策定 6 地区 

事業計画作成 1 地区 

実施設計 3 地区 

工事 2 地区 

2 地区 工事完了 

膜分離装置修繕 2 地区 3 地区 3 地区 完了 

 

● 有害鳥獣対策の推進    農業生産振興課 

効果的な有害鳥獣対策を実施するため、地域に対して専門家によるアドバイスを行うとともに、地域協議

会の設置支援や資材購入の費用を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域協議会の設置支援 ― 3 か所 3 か所 

箱わな購入補助 ― 6 台 6 台 
  


