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１１ 策策定定のの経経過過

月 日 策定推進本部等 議会・市民意見等 事 項

平成２３年

４月１２日

１３日

７月 ７日

９月１３日

２１日

２２日

２８日

１０月 ６日

２０日

２８日

１１月 ９日

１５日

平成２４年

１月３１日

２月１５日

１６日

３月２８日

・策定推進本部会議

・幹事会

・策定推進本部会議

・幹事会

・策定推進本部会議

・策定推進本部会議

・新基本計画等策定調査

特別委員会

・元区民検討会委員との

意見交換会（美浜区）

・ 〃 （中央区）

・ 〃 （稲毛区）

・ 〃 （緑区）

・ 〃 （若葉区）

・元新基本計画審議会委

員との意見交換会

・新基本計画等策定調査

特別委員会

・市民意見募集

・新基本計画等策定調査

特別委員会

・パブリックコメント手続

・計画事業調査

・委員会審議

・計画作成や今後のまち

づくりに関する意見

交換

・計画事業（案）概定

・計画事業調整

・委員会審議

・計画事業（案）につい

て意見募集

・計画（原案）決定

・委員会審議

・計画（原案）について

意見募集

・計画策定
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２２ 市市民民意意見見

１ 市民との意見交換会

（１）趣旨

第１次実施計画の策定にあたり、どのような分野や事業等に重きを置き、計画事業を選定するべきかなど、

市民の意向を把握するため、区民検討会や千葉市新基本計画審議会の委員として参画いただいた市民を対象

に、意見交換会を開催した。

（２）開催概要

①元区民検討会委員との意見交換会

平成２３年９月１３日（火） 美浜区 ７名

２１日（水） 中央区 １０名

２２日（木） 稲毛区 ７名、緑区 １２名

２８日（水） 若葉区 １０名

※花見川区については、天候不良のため、開催中止（書面による意見提出１件）。

②元千葉市新基本計画審議会委員との意見交換会

平成２３年１０月６日（木） １０名

（３）主な意見

・今後、高齢者が多くなり、何もしないでいると健康を損なう人が増える。医療費の増加を防ぐ意味でも、

健康づくりなど疾病予防に力を入れてもらいたい。

・個人情報保護など守秘義務の壁があり、地域による支えあいをしたくても、高齢者の所在確認などがしに

くい現状がある。高齢者等の情報について、町内自治会と民生委員が共有 できる仕組みづくりが必要で

ある。

・家庭の教育力を地域社会がサポートするような、子育て支援のあり方も必要である。

・本市にはいいスポーツ施設がたくさんあるので、うまく活用し、子どもたちのスポーツ活動の推進をはじ

め、スポーツ教育の体制づくりを進めるべきである。

・千葉市は他市からの流入人口が多く、市固有の文化を知らない人が多い。埋もれた伝統行事を発掘するな

ど、地域の文化や伝統を知ることが大切であり、こどもたちにも継承していくべきである。

・災害発生時など、いざというとき、見知らぬ人にものは頼めない。身近な会合でもよいので、地域住民が

知り合い同士になれるような取組みを進めてほしい。

・東日本大震災を受け、町内自治会の加入者が増えているようなので、チャンスと捉え、自治会加入を積極

的にＰＲすべきである。

・ボランティアへの参加希望者は多いが、情報が少なく、活動をまとめるリーダーもいないので、市民のボ

ランティア活動を活性化してほしい。

・隣近所のつながりが希薄になっているので、防災訓練などを通じ、地域の連携体制を強化する必要がある。

・区の防災訓練に参加しているが、職員主導で行われている。災害現場では予測できない事態が多数発生す

るので、訓練の段階から、もっと区民が主体的に関わるようにすべきである。

・災害発生時の緊急情報の伝達は、インターネットを利用できない高齢者や障害者にも行き届くよう、十分

配慮してほしい。

・街なかの落書きを自治会と市がタイアップし、すぐに消すなど、犯罪が発生しにくい環境づくりに力を入

れてほしい。

・マンションの耐用年数が８０年と言われるなか、団地再生に力点を置くべき。再生に向け、市からノウハ

ウをもらいたい。

・放射線医学総合研究所や幕張メッセなど、魅力ある資源がたくさんあるので、こうしたストックを活用し、

国際的な都市を目指してほしい。
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・若い人が住んでみたいと思えるような、愛着と誇りを持てるまちづくりを進めるべき。

・人口減少の時期を少しでも先延ばしできるよう、既存ストックの活用などを通じた都市の魅力の向上を図

り、交流人口や定住人口の増加を図るべきである。

・経済情勢の好転が見込めないなど、今後、市の雇用力が減退することが危惧される。建設業やサービス業

をはじめ、市には産業育成のサポートをしっかり進めてもらいたい。

・地域の個人商店が衰退している。若者は車などで、郊外の大型店舗に買い物に行けるが、高齢者は足がな

く大変不便なので、対策をとってほしい。

・千葉市は緑豊かと言われるが、例えば、子どもたちが自然の中で学び、遊べるような、市民が豊かな自然

を実感できるようなまちづくりが必要である。

２ 第１次実施計画事業（案）に対する意見

（１）実施概要

①期 間 平成２３年１１月１５日（火）～平成２３年１１月２８日（月）

②提出方法 電子メール、持参

③意見提出者数及び提出意見数

意見提出者 ６人、提出意見数 １４件

（２）主な意見

・新エネルギー導入支援や環境にやさしいまちづくりを推進するため、補助制度に太陽熱利用設備への助成

も加えてほしい。

・「３Ｒ教育・学習の推進」について、３Ｒに関する普及啓発に加え、具体的な取組みとして、環境に配慮

したエコ・クッキング等の体験講座の実施を加えてほしい。

・年齢を問わず全ての人が図書館を利用できる環境を整備するため、施策「３－２－１ 生涯学習の推進」

に、計画事業として「図書館の再整備計画の推進」を追加してほしい

・ＪＲ千葉駅の駅ビルと西口再開発の工事期間中及び工事完了後において、円滑な歩行者動線を確保するた

め、交通事業者等と十分調整してもらいたい。また、駐輪対策についてもより一層対応してほしい。

・計画の実施にあたり、事業ごとにＰＤＣＡサイクルを回すには、相当のエネルギーを要するが、市の未来

のために遂行してほしい。

３ 第１次実施計画（原案）に対するパブリックコメント手続

（１）実施概要

①期 間 平成２４年２月１６日（木）～平成２４年３月１５日（木）

②提出方法 電子メール

③意見提出者数及び提出意見数

意見提出者 ５人、提出意見数 １２件

（２）主な意見

・里山地区の指定を増やす前に、現３か所の指定により、市民の森林に対する理解と関心を深めることにど

れだけの意義があったのか、活用の努力をしてきたのかなど、評価をしっかり行うべきである。

・本市には都内に勤務する３０代の優秀な人材が多いため、この世代に対し本市での起業を支援してはどう

か。本市に住みながら、市内で仕事ができる環境が整えば、本市の発展と家庭の安心・安定につながるも

のと考える。

・学校図書館へのパソコン導入による蔵書のデータベース化により、学校図書館間の相互の貸借が可能とな

り、学校図書の有効活用を図ることができるため、施策「３－１－１ 学校教育の振興」に、新たに計画

事業「学校図書館のＩＣＴ化」を追加してほしい。
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３３ 行行政政区区別別事事業業一一覧覧

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

望ましい水循環・水環境の創

出（水辺の再生）

中溝水路の整備 調査 １７

千葉中央港地区まちづくり

の推進

旅客船さん橋の整備

旅客船の運航実験

案内板の整備

旅客船さん橋整備

6 日間/年

5 基

１９

有料公園施設の修繕 千葉公園体育館の耐震化 基本設計、実施設計 ２１

公園緑地の整備 蘇我スポーツ公園 用地取得 約 3.3ha

第 ３ 駐 車 場 ・ 第 １ 多 目 的

グラウンドの整備4.1ha

２１

市民との協働による公園管

理

千葉公園（ボランティアによる

花壇の管理）

4 か所 ２２

中心市街地の緑化の推進 屋上・壁面緑化への助成 5 件/年 ２４

市の花・オオガハスの系統保

存

栽培桝の設置 9 基 ２７

公共施設への太陽光発電設

備設置の推進

設置 1 か所 ２９

下水道施設の地球温暖化対

策

南部浄化センター消化タンク 電気・消化ガス設備工事

攪拌機機械・電気設備改造

２９

川や海の水質保全（合流式下

水道の改善）

合流式下水道の改善 増補管工事 ３５

川や海の水質保全（高度処理

施設の整備）

南部浄化センターＣ系水処理施

設

機械・電気設備工事 ３５

市立病院設備・医療機器の整

備

青葉病院 救急処置棟の整備 実施設計、工事 ４３

保育所の改築・改修 改築 1 か所 ４５

子どもルームの拡充 新規開設 1 か所 ４６

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 3 か所増 ５３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

校舎の改築

松ケ丘中学校

小学校 10 校

中学校 3 校

小学校 3 校

中学校 1 校

工事

６３

校舎の増築 新宿中学校増築 工事 ６４

特別教室開放の推進 実施校の拡充 1 か所 ６５

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

中 央 区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

図書館の改修 みやこ図書館 空調設備改修 ６９

南部青少年センターの改修 １階フロア

ホール

バリアフリー化

ラウンジ段差解消、女子トイレ改

修

床、客席等改修

６９

ポートアリーナの改修 中央監視装置・熱源機器改修 工事 ７１

文化施設の改修 市民会館（発電機室耐震改修） 施設改修 ７４

まちづくり活動団体への助

成

まちづくり活動団体への助成

地域リーダー育成

45 件/年

2 回/年

８２

コミュニティセンターの改

修

中央コミュニティセンター松波

分室（耐震補強）

設計、工事 ８３

鉄道駅の耐震補強 鉄道高架補強 21 本 ８８

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

ポンプ場耐震化

10.0km

1 か所

８９

排水施設の整備 一般排水路（面的整備） 0.3km ９０

雨水貯留施設の整備 雨水貯留施設の整備 1 か所 ９０

浸水の防除 雨水管渠の整備

雨水浸透施設の整備

2.2km

浸透マンホール 8基

９０

河川の改修 二級河川支川都川 事業再開に向けた検討 ９０

電線共同溝の整備 電線共同溝整備 2 路線 ９１

急傾斜地崩壊防止工事の推

進

市事業 50m ９１

地域の防災力の向上 中央区くらし安心・自主防災マ

ップ

作成 ９３

消防指令体制の充実 共同指令センター管理運営 整備 ９５

消防署・所の整備 宮崎出張所の建替 実施設計 ９６

交差点の改良 交差点改良 調査 1 か所

整備 2 か所

９９

主要地方道千葉大網線（ニュ

ーサンピア千葉交差点）の整

備

ニューサンピア千葉交差点 改良（右折レーン・歩道拡幅） ９９

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

4 基

5 か所

13 基

９９

踏切道の安全対策 踏切道の改良 １か所 ９９

放置自転車対策の推進 自転車駐車場の整備 整備 1か所

再整備 1か所

１００

千葉駅西口地区第二種市街

地再開発

駅前広場

区画道路

歩道橋

Ａ棟建築

都市計画道路千葉港黒砂台線の

整備

整備 6,280 ㎡

整備 320m

整備

工事

歩車道整備

１０４
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

寒川第一土地区画整理 建物移転

道路整備

7 戸

199m

１０５

密集住宅市街地の環境整備 椿森３丁目地区の環境整備 境界測量 2.5ha、路線・現況測量

3 路線、道路予備・詳細設計 3 路

線

１１１

生活道路の整備 生活道路の整備 整備 3 路線 １１３

舗装の新設 舗装の新設 0.76km １１４

舗装の改良 舗装の改良 13.2km １１４

側溝の新設 側溝の新設 0.6km １１４

側溝の改良 側溝の改良 8.9km １１４

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修

架替

耐震補強

20 橋

1 橋

5 橋

１１７

都市計画道路村田町線沿道

地区の整備

用地取得

道路整備

19 件

250m

１２１

都市計画道路塩田町誉田町

線の整備

用地取得（中央区塩田町） 3 件 １２２

都市計画道路仁戸名町古市

場町線の整備

道路整備 570m １２２

都市計画道路南町宮崎町線

沿道地区の整備

用地取得

道路整備

1 件

橋梁下部工

１２３

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

231 か所

10.46km

１２６

市道松波新港線の整備 用地取得

道路整備

3 件

45m

１２６

ＪＲ千葉駅建替えの促進 ＪＲ・モノレール駅連絡通路

ＪＲや地元関係者との意見交換

会

実施設計、工事

2 回/年

１３２

千葉西銀座（１・２街区）地

区市街地再開発の促進

市街地再開発事業 都市計画決定、市街地再開発組合

設立、工事

１３３

中心市街地の案内板整備 案内板設置 9 基 １３３

中心市街地活性化の推進 アート活動・イベントの開催日

数

9 日/年増 １３３

蘇我駅周辺地区の整備 蘇我駅周辺地区の整備 都市計画道路の歩行者環境の改善 １３５

起業支援の強化 インキュベート施設 整備 １４３

魅力ある千葉港づくりの推

進

中央ふ頭防波堤整備 工事 40m １４７
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

公園緑地の整備 花島公園 整備（緑園ゾーンの一部）

約 3.0ha

２１

市民との協働による公園管

理

花島公園（写真展の開催） 3 回/年増 ２２

上水道配水管の布設助成 上水道配水管布設助成 58 世帯 ３５

子どもルームの拡充 移転 1 か所 ４６

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 2 か所増 ５３

学校適正配置（小・中学校の

統合等）の推進

協議 1 地区 ６３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

小学校 11 校

中学校 8 校

小学校 14 校

中学校 2 校

６３

校舎等の大規模改修 緑が丘中学校 工事 ６３

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

こどもの参画の推進 こどもの力ワークショップ 1 区で開催 ６７

公民館の改築 犢橋公民館の改築 基本設計 ６９

公民館の改修 冷暖房改修

トイレ改修

2 館

4 館

６９

こてはし温水プールの改修 ガラスドーム改修 設計、工事 ７２

文化財等の保存・活用の推進 旧検見川無線送信所 文化財調査 ７５

地域コミュニティ活動の推

進

地域開放モデル事業施設 施設整備 ８２

まちづくり活動団体への助

成

まちづくり活動団体への助成 3 件/年増 ８２

コミュニティセンターの改

修

幕張コミュニティセンター

（外壁・屋上防水改修）

畑コミュニティセンター

（耐震補強、外壁・屋上防水改

修）

設計、工事

設計、工事

８３

市道三角町柏井町線（柏井

橋）の橋梁架替

橋梁架替 用地取得、仮橋・迂回路築造、既

設橋撤去

８８

主要地方道穴川天戸線（亥鼻

橋）の橋梁架替

橋梁架替 用地取得、橋梁詳細設計、仮橋・

迂回路築造

８８

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

マンホールトイレ設置

0.8km

1 か所

８９

花見川区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

浸水の防除 雨水管渠の整備

雨水浸透施設の整備

1.2km

浸透桝 300 個

９０

河川の改修 一級河川勝田川 河道築造 100m、宇那谷橋・下部工 ９０

排水施設の整備 宇那谷調整池の整備

一般排水路（面的整備）

工事

0.1km

９０

地域の防災力の向上 花見川区地域主体型防災訓練 3 地区増 ９３

歩道の整備 歩道の整備 畑町（穴川天戸線）0.2km ９８

交差点の改良 交差点改良 整備 2 か所 ９９

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

5 基

2 か所

8 基

９９

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 1 路線 １００

検見川・稲毛地区土地区画整

理

建物移転

道路築造

宅地造成

19 戸

410m

6,300 ㎡

１０５

東幕張土地区画整理 建物移転

路築造

63 戸

750m

１０５

市営住宅の整備 市営住宅の建替

宮野木第２団地 基本設計

１１２

生活道路の整備 生活道路の整備 整備 2 路線 １１３

市道横戸町２３号線の整備 道路整備 用地取得 10件、道路拡幅、歩道

新設

１１３

舗装の新設 舗装の新設 0.69km １１４

舗装の改良 舗装の改良 6.4km １１４

側溝の新設 側溝の新設 1.8km １１４

側溝の改良 側溝の改良 6.5km １１４

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修

耐震補強

8 橋

5 橋

１１７

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸

線の整備

用地取得

道路整備

11 件

140m

１２１

県道幕張八千代線の整備（県

事業負担金）

道路整備 調査、設計、用地取得 １２１

都市計画道路美浜長作町線

の整備

市道（武石町）本線

〃 関連道路

照明灯設置

用地取得 11 件、道路整備 397m

１２３

県道幕張八千代線（実籾４

号踏切）の整備（県事業負

担金）

整備促進 ボックス工事、電気設備移設工

事

１２４

市道幕張町２１５号線（花

立踏切）の整備

道路整備 概略・詳細設計、側溝整備 20m １２４

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

73 か所

1.08km

１２６

市道天戸横戸町線の整備 用地取得 9 件 １２６
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

公共施設への太陽光発電設

備設置の推進

設置 1 か所 ２９

いきいきプラザの改修 稲毛いきいきプラザ

給湯設備改修

実施設計、工事 ５２

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 2 か所増 ５３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

校舎の改築 緑町小学校

小学校 4 校

中学校 4 校

特別支援学校 1 校

小学校 7 校

中学校 3 校

特別支援学校 1 校

工事

６３

特別教室開放の推進 実施校の拡充 1 か所 ６５

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

公民館の改修 屋上防水改修 2 館 ６９

文化施設の改修 市民ギャラリー・いなげ（擁壁

補修・補強）

施設改修 ７４

まちづくり活動団体への助

成

まちづくり活動団体への助成 5 件/年増 ８２

女性消防職員用施設改修 女性職員の交替勤務のための施

設改修

1 消防署増 ８５

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

マンホールトイレ設置

0.3km

1 か所

８９

浸水の防除 雨水管渠の整備 1.0km ９０

都市下水路の改良 草野水のみち護岸改良 540m ９０

電線共同溝の整備 電線共同溝整備 1 路線 ９１

急傾斜地崩壊防止工事の推

進

市事業 85m ９１

地域の防災力の向上 稲毛区セーフティマップ 調査、作成 ９３

交差点の改良 交差点改良 整備 1 か所 ９９

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

4 基

3 か所

8 基

９９

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 2 路線 １００

生活機能拠点におけるまち

づくりの促進

整備構想の策定 策定 １０５

検見川・稲毛地区土地区画整

理

建物移転

道路築造

宅地造成

19 戸

410m

6,300 ㎡

１０５

稲 毛 区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

密集住宅市街地の環境整備 稲毛東地区の環境整備 境界測量 2.5ha、路線・現況測量

3 路線、道路予備・詳細設計 3 路

線

１１１

市営住宅の整備 市営住宅の建替

宮野木第１団地

轟町第３・４団地

工事

測量調査、用途廃止

１１２

生活道路の整備 生活道路の整備 調査 1 路線

整備 2 路線

１１３

舗装の新設 舗装の新設 0.12km １１４

舗装の改良 舗装の改良 1.7km １１４

側溝の新設 側溝の新設 0.6km １１４

側溝の改良 側溝の改良 0.7km １１４

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修 7 橋 １１７

都市計画道路幕張町弁天町

線の整備

用地取得

道路整備

4 件

707m

１２１

都市計画道路新港横戸町線

の整備

道路整備（関連生活道路等）

公園・道路緑地整備

850m

33,000 ㎡

１２２

都市計画道路磯辺茂呂町線

の整備

用地取得（園生町） 6 件 １２２

多機能トイレの整備 モノレール駅多機能トイレ 1 駅 １２６

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

52 か所

1.86km

１２６
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

公園施設の改修 動物公園（インフラ設備の改修）

泉自然公園（手すり設置）

汚水処理場等修繕

162m

２０

市民との協働による公園管

理

泉自然公園（ボランティアガイ

ドの養成）

15 人 ２２

子どもルームの拡充 新規開設 1 か所 ４６

若葉区地域福祉活動支援 地域福祉団体活動助成 10 件/年 ５１

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 2 か所増 ５３

障害者施設の耐震改修 まあるい広場 耐震改修 工事 ５７

障害者施設の改修 スプリンクラー設置 改修助成 ５７

学校適正配置（小・中学校の

統合等）の推進

協議 1 地区 ６３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

小学校 17 校

中学校 5 校

小学校 11 校

中学校 5 校

６３

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

公民館の改修 冷暖房改修

屋上防水改修

トイレ改修

2 館

2 館

4 館

６９

加曽利貝塚の出土資料整理 出土資料の再整理 実施 ７５

博物館の耐震改修 加曽利貝塚博物館耐震補強 工事 ７５

若葉区まちづくり支援シス

テムの活用

まちづくり支援システム

普及啓発

システムの充実

出張講座

８１

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

マンホールトイレ設置

0.8km

1 か所

８９

浸水の防除 調整池改修 1 か所 ９０

河川の改修 二級河川坂月川 河道築造 1,760m ９０

雨水貯留施設の整備 雨水貯留施設の整備 2 か所 ９０

急傾斜地崩壊防止工事の推

進

市事業

県事業

112m

65m

９１

地域の防災力の向上 若葉区震災対応総合図・行動マ

ニュアル

作成 ９３

消防団活動体制の充実 消防団器具置場更新

小型動力ポンプ付き積載車

1 棟

1 台増

９６

歩道の整備 歩道の整備 金親町（千葉川上八街線）1.1km ９８

交差点の改良 交差点改良 調査 2 か所 ９９

若 葉 区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

4 基

2 か所

10 基

９９

市営住宅の整備 市営住宅の建替 桜木町団地 解体工事、実施設計 １１２

生活道路の整備 生活道路の整備 整備、1 路線 １１３

舗装の新設 舗装の新設 0.59km １１４

舗装の改良 舗装の改良 8.8km １１４

側溝の新設 側溝の新設 0.7km １１４

側溝の改良 側溝の改良 3.2km １１４

水道事業の第３次拡張 配水管布設 大広町、野呂町、御殿町 １１５

平和公園の拡張・整備 Ａ地区の整備 基本設計、測量調査 １１６

桜木霊園の再整備(合葬墓の

整備）

合葬墓の整備 本体建設及び外構整備 １１６

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修

耐震補強

7 橋

2 橋

１１７

主要地方道浜野四街道長沼

線の整備

道路整備（大井戸町）

道路整備（更科町）

橋梁下部工、上部工架設

485m

１２０

市道御殿町３号線の整備 用地取得

道路整備

6 件

360m

１２１

市道誉田町平山町線の整備 歩道整備 800m １２２

多機能トイレの整備 モノレール駅多機能トイレ 2 駅 １２６

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

134 か所

2.83km

１２６

若葉区の魅力伝承 情報発信 サポーター任命、魅力会議、情報

サイトの充実

１４０

受精卵移植の活性化 高能力牛（優良種雌牛）の導入 3 頭 １４９

乳牛育成牧場の整備 糞尿処理施設の整備 実施設計 １５２
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

公園施設の改修 昭和の森（テニスコートの改修） 2 面 ２０

市民との協働による公園管

理

昭和の森（ボランティアによる

花壇の管理）

2 か所 ２２

ファミリーホームの拡充 ファミリーホーム 1 か所増 ４９

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 1 か所増 ５３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

小学校 2 校

中学校 1 校

小学校 3 校

６３

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

公民館の改修 屋上防水改修

トイレ改修

1 館

1 館

６９

まちづくり活動団体への助

成

まちづくり活動団体への助成 5 件/年増 ８２

女性消防職員用施設改修 女性職員の交替勤務のための施

設改修

1 消防署増 ８５

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

マンホールトイレ設置

ポンプ場耐震化

0.1km

1 か所

1 か所

８９

送・配水管の耐震化 送水管布設 3.2km ８９

浸水の防除 雨水管渠の整備 0.2km ９０

排水施設の整備 幹線排水路（3か所） 1.1km ９０

急傾斜地崩壊防止工事の推

進

県事業 25m ９１

地域の防災力の向上 こども防災体験 3 回/年増 ９３

消防団活動体制の充実 消防団器具置場更新 2 棟 ９６

歩道の整備 歩道の整備 鎌取町（千葉大網線） ９８

交差点の改良 交差点改良 整備 2 か所 ９９

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

4 基

3 か所

8 基

９９

生活道路の整備 生活道路の整備 3 路線 １１３

舗装の新設 舗装の新設 1.04km １１４

舗装の改良 舗装の改良 3.0km １１４

側溝の新設 側溝の新設 0.9km １１４

側溝の改良 側溝の改良 1.9km １１４

斎園周辺環境の整備 斎場周辺 用地取得 2路線、道路整備 2 路線、

排水路整備 1 路線

１１６

緑 区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修

耐震補強

14 橋

5 橋

１１７

都市計画道路塩田町誉田町

線の整備

用地取得（誉田町） 6 件 １２１

都市計画道路大膳野町誉田

町線の整備

道路整備 用地取得 18 件、道路整備 390m １２２

都市計画道路誉田駅前線の

整備

用地取得 5 件 １２３

誉田駅周辺のまちづくり 誉田駅周辺のまちづくり 誉田町 215 線 歩道整備

誉田駅北口線 用地取得、道路工事

１２３

鉄道駅バリアフリー化の推

進

京成電鉄の駅（利用客 3～5 千人

/日）のバリアフリー化

1 駅 １２６

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

142 か所

1.39km

１２６

緑農住区開発関連土地基盤

整備の推進

側溝整備 201m １５１

農業集落排水施設の改修 大規模修繕 1 地区 １５３

里山の保全 里山地区の指定 1 か所 １５４
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

稲毛海浜公園の改修 ヨットハーバーの浚渫

検見川の浜活性化施設整備

測量・実施設計

調査

１９

有料公園施設の修繕 稲毛海浜公園（花の美術館設備） 温室設備改修 ２１

川や海の水質保全（合流式下

水道の改善）

合流式下水道の改善 中央浄化センター雨水滞水池（機

械・電気設備工事）

３５

川や海の水質保全（高度処理

施設の整備）

中央浄化センター 汚泥処理施設撤去 ３５

海浜病院の再整備 海浜病院再整備基本計画の策定 策定 ４２

市立病院設備・医療機器の整

備

海浜病院 リニアック（放射線

治療装置）の導入及びリニアッ

ク室・手術室の整備

実施設計、増築工事 ４３

保育所の改築・改修 改築 2 か所 ４５

子どもルームの拡充 移転 1 か所 ４６

あんしんケアセンター（地域

包括支援センター）の整備

あんしんケアセンター 2 か所増 ５３

障害福祉サービス事業所の

整備

障害福祉サービス事業所の整備 改修 ５７

学校適正配置（小・中学校の

統合等）の推進

統合新設校

協議

4 校

1 地区

６３

学校適正配置に伴う施設改

修

施設改修 7 校 ６３

学校施設の安全確保 校舎の耐震補強

屋内運動場の耐震補強

小学校 6 校

中学校 4 校

高等学校 1 校

小学校 6 校

中学校 2 校

高等学校 1 校

６３

高等特別支援学校の整備 高等特別支援学校の整備 改修工事、備品整備 ６４

教育相談指導教室の整備 教育相談指導教室の整備 改修工事、備品整備 ６４

日本語指導通級教室の整備 日本語指導通級教室の整備 改修工事、備品整備 ６４

特別教室開放の推進 実施校の拡充 1 か所 ６５

家庭教育を支援する学習の

推進

子育てサポーター 3 人/区増 ６５

公民館の改修 屋上防水改修

トイレ改修

3 館

2 館

６９

海浜地区スポーツ広場の整

備

海浜市民運動場 用地取得 ７１

高洲市民プールの整備 プール・体育館の建替え 設計、工事 ７２

美浜区人財バンク 人財バンク 公募、人材マッチング、地域大学

校の開設

８１

美 浜 区
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ

美浜区の魅力発見ウォーキ

ング

区民とウォーキング

マップ作成

2 回/年

マップ作成

８１

まちづくり活動団体への助

成

まちづくり活動団体への助成

活動団体交流会

5 件/年増

2 回/年

８２

町内自治会集会所の整備 町内自治会集会所 改修工事 ８２

真砂コミュニティセンター

の再整備

耐震補強

施設改修

耐震診断、設計、工事

改修工事

８２

女性消防職員用施設改修 女性職員の交替勤務のための施

設改修

1 消防署増 ８５

下水道施設の耐震化 管渠耐震化

マンホールトイレ設置

ポンプ場耐震化

1.0km

4 か所

1 か所

８９

浸水の防除 雨水管渠の整備 0.4km ９０

地域の防災力の向上 こども防災体験 1 回/年 ９３

交通安全施設の充実 道路案内標識

地点名標識

道路照明灯

6 基

3 か所

7 基

９９

自転車走行環境の整備 現況調査 1 地区 １００

美浜区安全会議 安全会議

地域防犯マップの作成

3 地区

3 地区

１０２

幸町団地「センター地区」の

再生

センター地区の再生 施設整備 １０５

舗装の改良 舗装の改良 12.0km １１４

側溝の改良 側溝の改良 1.4km １１４

橋梁の整備（耐震強化及び長

寿命化）

補修

耐震補強

11 橋

2 橋

１１７

都市計画道路新港横戸町線

の整備

道路整備（関連生活道路等） 歩道橋設置、電線共同溝整備 １２２

歩道の改良 歩道の段差解消

視覚障害者誘導用ブロック

132 か所

18.37km

１２６

幕張新都心魅力向上基礎調

査

基礎調査 モデル事業 １３４

幕張新都心若葉住宅地区の

整備促進

県による土地分譲促進 土地分譲 １３４

幕張ベイタウンの整備促進 供給戸数 808 戸 １３４

幕張新都心拡大地区の整備

促進

民間商業施設の整備促進 基盤整備、

民間商業施設建設・開業

１３４

ＱＶＣマリンフィールドの

充実

施設改修 トイレ改修、コンコース階段手す

り、中央監視装置、音響システム

１３５

市場施設の改修 エネルギー棟耐震補強

外壁・屋上防水改修

冷蔵庫棟冷蔵庫改修

工事

工事

基本設計、実施設計

１４７

※ページには、再掲分は掲載していません。
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４４ 個個別別部部門門計計画画

・「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

別の行政課題に対応するため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２４年度以降の計画は、本計画書作成時点での予定（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２４年４月１日時点）

局 計 画 名 策定年度 計画期間

総

務

局

千葉市国際化推進プラン H23 H24～H26

定員適正化計画 H21 H22～H26

庁内情報システム最適化計画 H23 H24～H33

千葉市住民情報系システム刷新計画 H23 H24～H28

千葉市地域防災計画 S38 ※見直し中

千葉市国民保護計画 H18 H18～

千葉市災害時要援護者支援計画 H21 H21～

千葉市危機事案対応計画 H17 H17～

政総

策

局合

千葉市行政改革推進プラン H21 H22～H25

千葉市ＣＩ総合計画 H 2 H 2～

財

政

局

千葉市財政健全化プラン H21 H22～H25

千葉市公債費負担適正化計画 H23 H23～H33

市

民

局

第９次千葉市交通安全計画 H23 H23～H27

第２次千葉市地域防犯計画 H23 H24～H26

千葉市文化振興マスタープラン H10 H11～

千葉市文化芸術振興計画 H19 H20～H27

千葉市スポーツ振興計画 H22 H23～H27

ちば男女共同参画基本計画 新ハーモニープラン（後期計画） H22 H23～H27

第２次千葉市消費生活基本計画 H23 H24～H28

保

健

福

祉

局

第２期千葉市地域福祉計画 H22 H23～H26

千葉市自殺対策計画 H20 H21～H28

千葉市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画 H23 H23～H27

新世紀ちば健康プラン H24 H25～未定

千葉市食育推進計画 H20 H21～H25

千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画） H23 H24～H26

第２次千葉市障害者計画 H22 H23～H26

第３期千葉市障害福祉計画 H23 H24～H26

未こ

来ど

局も

千葉市次世代育成支援行動計画（後期計画） H22 H22～H26

千葉市ＤＶ防止・支援基本計画 H24 H24～H27

待機児童解消に向けたアクションプラン２０１０ H21 H22～H25
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局 計 画 名 策定年度 計画期間

環

境

局

千葉市環境基本計画 H22 H23～H33

千葉市地球温暖化対策実行計画 H23 H24～H26

千葉市水環境保全計画 H23 H23～H33

千葉市自動車公害防止計画 H23 H23～H33

千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 H23 H24～H33

千葉市産業廃棄物処理指導方針 H23 H23～

経

済

農

政

局

千葉市科学都市戦略事業方針 H23 H23～

千葉市地域経済活性化戦略 H23 H24～H33

千葉市事業環境整備構想 H17 H17～

千葉市観光コンベンション振興計画 H14 H15～H27

千葉市シティセールス戦略プラン H19 H19～H27

千葉市雇用創出マスタープラン H24 H24～H33

千葉市農業基本計画 H22 H23～H32

千葉市農業推進行動計画 H23 H24～H26

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 H18 H18～H26

千葉市農業振興地域整備計画 H14 H14～

千葉市田園環境整備マスタープラン H24 H25～

千葉市森林整備計画 H24 H25～H34

いずみグリーンビレッジ基本計画 H12 H13～H27

千葉市酪農・肉用牛生産近代化計画 H23 H23～H32

都

市

局

千葉市都市計画マスタープラン H16 H16～H27

千葉市景観計画 H22 H22～

千葉市総合交通政策 H24 H24～H33

千葉市総合交通政策 施策の推進計画 H24 H24～H26

千葉市バリアフリー基本構想 H20 H20～H32

千葉市住生活基本計画 H23 H24～H32

千葉市営住宅長寿命化・再整備計画 H23 H24～H33

千葉市緑と水辺のまちづくりプラン H23 H24～H33

千葉市公園施設長寿命化計画 H22 H23～

建

設

局

千葉市橋梁長寿命化修繕計画 H22 H23～

千葉市橋梁長寿命化修繕計画（モノレール編） H23 H24～

千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画 H19 H20～H27

道路整備の将来ビジョン H 5 H 5～

千葉市広域道路整備基本計画 H10 H10～

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 H23 H23～H32

千葉市下水道事業中長期経営計画 H21 H22～H32

下水道における地球温暖化防止推進計画 H22 H23～H32

千葉市水辺再生基本プラン H15 H15～

千葉市下水道総合地震対策計画 H23 H24～H28

千葉市汚水処理施設整備計画 H15 H15～H27

千葉市雨水基本計画 H14 H17～H27

千葉市下水道長寿命化計画 H24 H25～H29
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局 計 画 名 策定年度 計画期間
局消

防 消防局中長期計画 H23 H24～H43
局水

道 第３次拡張事業実施計画 H15 H15～H27

病

院

局

新千葉市立病院改革プラン H23 H24～H26

千葉市立病院再整備基本構想 H25 H26～

千葉市立海浜病院再整備基本計画 H26 H27～
教

育

委

員

会

事

務

局

千葉市学校教育推進計画 H20 H21～H27

第４次千葉市生涯学習推進計画 H22 H23～H27

千葉市図書館サービスプラン２０１０ H21 H22～

千葉市子ども読書活動推進計画（第２次） H22 H23～H27
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５５ 市市民民参参加加・・連連携携にに関関すするる事事業業

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・取組項目 ページ

１ 谷津田の保全と活用の推進 １６

２ 市民緑地の設置 １７

３ 望ましい水循環・水環境の創出（水辺の再生） １７

４ 水環境保全対策の推進 １７

５ 市の鳥「コアジサシ」の保護 １７

６ 公園緑地の整備（街区公園（身近な公園）） ２１

７ 公園緑地の整備（花島公園） ２１

８ 公園緑地の整備（都川水の里公園） ２１

９ 公園緑地の整備（蘇我スポーツ公園） ２１

１０ パークマネジメントの推進 ２２

１１ 市民との協働による公園管理（千葉公園〔ボランティアによる花壇の管理〕） ２２

１２ 市民との協働による公園管理（昭和の森〔ボランティアによる花壇の管理〕） ２２

１３ 市民との協働による公園管理（泉自然公園〔ボランティアガイドの養成〕） ２２

１４ 市民との協働による公園管理（花島公園〔写真展の開催〕） ２２

１５ 花いっぱい地域活動の推進 ２６

１６ 緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進 ２６

１７ 地球温暖化対策の推進 ２８

１８ ごみ減量「ちばルール」の推進 ３１

１９ ３Ｒ教育・学習の推進 ３２

２０ ごみ減量・再資源化の推進 ３２

２１ 環境学習・環境教育の推進 ３６

２２ 若葉区地域福祉活動支援 ５１

２３ 地域見守り活動への支援 ５３

２４ 学校適正配置（小・中学校の統合等）の推進 ６３

２５ 特別教室開放の推進 ６５

２６ 放課後子ども教室の推進 ６５

２７ 家庭教育を支援する学習の推進 ６５

２８ こどもの参画の推進 ６７

２９ 地域づくりにつながる学習講座の推進 ６８

３０ 科学都市戦略の推進 ７０

３１ 姉妹・友好都市との交流促進 ７６

３２ 協働事業提案制度の実施 ８０

３３ 市民公益活動支援システムの構築 ８１

３４ 若葉区まちづくり支援システムの活用 ８１

３５ 美浜区人財バンク ８１

３６ 美浜区の魅力発見ウォーキング ８１

３７ 町内自治会の加入促進 ８１
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No 事業名・取組項目 ページ

３８ 町内自治会集会所の整備 ８２

３９ まちづくり活動団体への助成 ８２

４０ 真砂コミュニティセンターの再整備 ８２

４１ 地域コミュニティ活動の推進 ８２

４２
コミュニティセンターの改修（中央コミュニティセンター〔体育館換気設備

更新〕）
８３

４３
コミュニティセンターの改修（中央コミュニティセンター松波分室〔耐震補

強〕）
８３

４４ 自主防災組織の結成促進 ９２

４５ 地域の防災力の向上（中央区くらし安心・自主防災マップ） ９３

４６ 地域の防災力の向上（花見川区地域主体型防災訓練） ９３

４７ 地域の防災力の向上（稲毛区セーフティマップ） ９３

４８ 地域の防災力の向上（若葉区震災対応総合図・行動マニュアル） ９３

４９ 地域の防災力の向上（こども防災体験〔緑区、美浜区〕） ９３

５０ 避難所運営体制の整備 ９４

５１ 消防団活動体制の充実 ９６

５２ 応急手当の普及啓発 ９６

５３ 自転車走行環境の整備 １００

５４ 市民防犯活動の支援 １０１

５５ 地域防犯ネットワークの推進 １０１

５６ 美浜区安全会議 １０２

５７ 「やってみようよまちづくり」支援 １０６

５８ 総合交通政策の推進（住民参画型コミュニティバス等の試験運行） １１８

５９ 中心市街地活性化の推進 １３３

６０ 若葉区の魅力伝承 １４０

６１ 起業支援の強化 １４３

６２ キッズ・アントレプレナーシップ（起業家精神）教育の推進 １４３

６３ コミュニティビジネスの支援 １４５

６４ 里山の保全 １５４
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６６ 用用語語解解説説

一時預かり（Ｐ４６）

保護者の疾病等により、一時的に発生する保育需要に対応する保育のこと。

イノベーション（Ｐ７８、１４３）

企業の活動において、これまでとは全く違った発想で問題解決の方法を生み出すこと。

インキュベート施設（Ｐ７７、７９、１３７、１４２、１４３、１４４）

新たな事業をはじめたいという意欲を持つ事業家等に、事務所や経営コンサルティングなどを提供し、起業の

発足を助ける施設。

合葬墓（Ｐ１１６）

家族単位でなく、広く共同に葬る形態の墓。

環境マネジメントシステム（Ｐ２８）

企業や団体等が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組みを進めるにあたり、環境方針、目的・

目標等を設定し、その達成に向けた取組みを実施するための組織の計画・体制・プロセス等のこと。

行政改革推進プラン（Ｐ３、６）

行政運営の仕組みや発想、手法の見直しを行う上で基本となる考え方及び具体的な取組みを定めた計画。

グループ型小規模保育（Ｐ４６）

保育所などの支援を受けながら、家庭的保育者３人が１グループとなり、合同で３歳未満児の保育を行うもの。

血清クレアチニン（Ｐ４１）

血液中の老廃物の一種であり、健康な人は、尿として排泄されるが、腎臓の機能が低下した人は、血液中にク

レアチニンが溜まり、「血清クレアチニン値」が上昇する。

光化学オキシダント（Ｐ３４）

自動車や工場から排出された窒素酸化物（ＮＯx）や炭化水素類などの１次汚染物質が、太陽光線中の紫外線

を受けて光化学反応を起こすことによって発生するオキシダント（酸化性物質）。夏に日射量などの条件によ

り、光化学オキシダント等の濃度が局地的に高くなった状態を、光化学スモッグという。

公債費負担適正化計画（Ｐ６）

実質公債費比率１８％以上の地方公共団体が、総務省に地方債の許可を受けるにあたり策定を義務付けられて

いる計画であり、総務省はこの計画の内容・実施状況を勘案し、地方債の発行を許可する。

あ
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高設栽培（Ｐ１４９）

イチゴなど丈が低い農作物の栽培にあたり、手入れや収穫などの作業における腰や膝への負担を軽減するため、

専用の設備を導入し、作業しやすい高さで栽培する手法。

コミュニティバス（Ｐ１１８、１１９）

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

体となり、バス会社等に運行を委託するなどして運行するバス。

コンビニ受診（Ｐ４２）

急病でない患者が、夜間や休日など一般的に外来診療をしていない時間帯に、日中の一般診療と同じような感

覚で救急外来を受診すること。

サイクルツーリズム（Ｐ１３９）

自転車の愛好者人口の増加を背景として、地域の特性や自然の魅力などを活かし、自転車による観光や旅行、

レクリエーションを楽しんでもらう旅行形態。

再生可能エネルギー（Ｐ２８、２９、１１２）

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など、自然環境の中で繰り返し起こる現状から取り出すこと

ができるエネルギーのこと。

財政健全化プラン（Ｐ３、６、７）

財政健全化の指針となる計画で、歳入確保や歳出削減、将来の財政健全化への取組みを示している。

先取りプロジェクト認定保育施設（Ｐ４６）

認可保育所と同等の施設、保育士の配置等の基準を満たし、市が認定した施設。潜在的な保育ニーズ及び国の

新たな子ども・子育て新システムを先取りした待機児童対策である、「国と自治体が一体的に取り組む待機児

童解消『先取り』プロジェクト」の一環として実施。

里山（Ｐ１７、３６、１０８、１０９、１５４）

長い間その周辺に居住する者が薪炭又は肥料の原料の採取のために利用し、また、造林、間伐その他の整備を

行ってきた森林。

本市では、身近な森林の保全さらには地域住民と都市住民の参加による多様な森林活動をとおした交流の場づ

くりを推進するため、「里山地区」を指定している。

サービス付き高齢者向け住宅（Ｐ１１０）

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を

支援するサービスを提供する住宅。

ジェネリック医薬品（Ｐ４２）

新薬の特許期間が満了し、有効性や安全性が確認された後、他の製薬会社が製造あるいは供給する医薬品。

さ
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実質公債費比率（Ｐ６）

地方公共団体が借金返済に充てている額が、一般財源の規模に対してどのくらいの割合を占めているのかを表

す。

市民緑地（Ｐ１７）

「都市緑地法」に基づき、良好な都市環境の形成を図るため、土地所有者と市が契約を結び、市民に公開し、

利用に供することができる緑地などを設置・管理する制度。さらに本市では、緑地の管理を地元団体が行うこ

ととし、三者で協定を締結している。

障害者グループホーム・ケアホーム（Ｐ５７、５８）

障害者が主として夜間において、日常生活上の援助や介護を受けながら共同生活を営む住居。

将来負担比率（Ｐ６）

一部事務組合や第３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

の総額が、地方公共団体の一般財源の規模に対しどのくらいの割合であるかを示す。数値が高いほど、将来、

財政を圧迫する可能性があることを示す。

就従比（Ｐ１３６）

当地で従業する就業者数（従業人口）を、当地に常住する就業者数（就業人口）で除した数値。１００％を超

えると、産業都市としての性格が強くなり、１００％を下回ると、住宅都市としての性格が強くなる。

３Ｒ（Ｐ３２）

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。

生物の多様性（Ｐ３６）

生態系のレベル、種間（種）のレベル及び種内（遺伝子）のレベルで広がりのある様々な生物が共存している

状態のこと。

地域高規格道路（Ｐ２４、１２２）

複数の交差点を連続的に立体交差する等、アクセスコントロールされた規格の高い都市内道路。

地域包括ケアシステム（Ｐ５３）

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のこと。

貯留浸透施設（Ｐ８８、９０、１１５）

浸水被害の緩和や健全な水循環を守るため、宅地内の屋根の雨どいから流れ込む雨水を貯留または地下に浸透

させる施設。

た
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定員適正化計画（Ｐ７）

定員の見直しにより、定員管理の適正化を図るための計画。

ＤＶ（Ｐ４８、４９、８５）

ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）の略。配偶者や恋人、婚約者、同棲相手、元配偶者な

ど、親密な関係にあるパートナーからの暴力のこと。

点検商法（Ｐ１０３）

点検と称して家庭を訪問のうえ、点検作業を行い、虚偽の報告や不安をあおることにより、商品購入や役務提

供契約を勧め、過分な改善や異常に高価な商品や役務を行う悪徳商法。

都市基盤施設（Ｐ１０４、１０６）

道路や鉄軌道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、通信施設などの生活・産業基盤や学校、病院、公園な

どの公共施設のこと。

特定保育（Ｐ４６）

短時間労働等、保護者の就労形態の多様化に伴う保育需要に対応する保育のこと。

特別支援教育（Ｐ４５、６２、６４）

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生

徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、

適切な指導及び必要な支援を行うもの。

特別緑地保全地区（Ｐ１６）

「都市緑地法」に基づき、市街地及びその周辺の樹林地、草地、水辺などの優れた自然環境を有する緑地を指

定し、行為規制により環境を保全する制度。

ニート（Ｐ４８）

学校に通学せず、独身で、収入を伴う仕事をしていない１５～３４歳の個人のこと。

ネットスーパー（Ｐ１４５）

日用品や食料品など、ＷＥＢサイトで注文を受け、即日もしくは翌日に商品を配送してくれるインターネット

上のスーパーマーケット。

パークマネジメント（Ｐ２２）

従来の維持管理中心の公園管理に、利用者の立場に立ったサービスなど運営管理面での視点を加えた公園の管

理形態。

な
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バスロケーションシステム（Ｐ１１９）

ＧＰＳ等を利用してバスの位置情報を収集し、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。

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）（Ｐ３４）

大気中の直径が２．５マイクロメートル以下の粒子状物質。発生源は、ディーゼル車の排ガスや工場のばい煙

などの人為的な要因と、黄砂などの自然的な要因とがある。

ＰＤＣＡサイクル（Ｐ１２）

ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＣＨＥＣＫ（評価）、ＡＣＴ（改善）を順に実施する管理手法。

ビデオ喉頭鏡（Ｐ９６）

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡のこと。心肺停止時に気道が閉塞した場合など、気道を確保するため、手もとのモニ

ター画面で気道内部を確認しながら気管挿管し、喉頭部を観察する医療器具。

フェロモントラップ（Ｐ１５２）

害虫の発生状況などを把握するため、人工で合成された性フェロモンを誘引源とし、害虫を捕獲する装置。

扶助費（Ｐ６）

社会保障制度の一環として、生活困窮者、要援護高齢者などの生活維持や保育所での保育活動などに支出され

る経費。

普通会計（Ｐ６）

地方公共団体間の財政指標の比較をしやすく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

霊園事業特別会計や公共用地取得事業特別会計などを加えたもの。

普通会計以外の会計（Ｐ６）

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。

ヘモグロビンＡ１ｃ（Ｐ４１）

ヘモグロビンと糖が結合したもので、過去１～２か月の血糖の平均的な状態を反映する。

保育ルーム（Ｐ４６）

保育所としての認可を受けていない乳幼児を預かる施設で、千葉市が定める基準を満たし、認定された施設。

マンホールトイレ（Ｐ８９、１１５）

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。

ま
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谷津田（Ｐ１６、１８、３６、１０８、１０９）

下総台地等に多く分布し、ふるさとの原風景であり、隣接する林や畑と合わせ多様な動植物が生息・生育し、

豊かな生態系を有する、谷津（谷地）にある湿地を利用した水田のこと。

ライフサイクルコスト（Ｐ９、１１３）

建築物や機器などの費用を、部材の「調達」から、「建設」、光熱水費や保守・点検費等「運用・維持管理」、

さらには「廃棄」までのすべての段階を通じて考えるもの。

リニアック（放射線治療装置）（Ｐ４３）

放射線治療機器に用いられる加速装置。X 線や電子線の出力が大きく、短時間の照射で広く行えるので、癌(が

ん)などの治療に使用。

連結実質赤字比率（Ｐ６）

特別会計や企業会計を含む全会計の赤字額の合計が、地方公共団体の一般財源の規模に対しどのくらいの割合

であるかを示す。

レンタサイクル（Ｐ１００）

自転車を有料で短期間、貸し出す事業。

ワークショップ（Ｐ６７）

参加者全員が、意見を出したり体験したりしながら１つのことをまとめる集会。

ワークライフバランス（Ｐ４５）

ワーク(仕事)とライフ(仕事以外の生活)を調和させ、性別・年齢を問わず、仕事や出産育児、地域活動、個人

の自己啓発など様々な活動を自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。

や
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７７ 索索引引
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景観形成の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

下水道施設の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89、115

下水道施設の地球温暖化対策・・・・・・・・・・・・・・・・・29

検見川・稲毛地区土地区画整理・・・・・・・・・・・・・・・・105

健康運動対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

県道幕張八千代線の整備（県事業負担金）・・・・・・・・・・・121

県道幕張八千代線（実籾４号踏切）の整備（県事業負担金）・・・124

公園施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

公園緑地の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・21、17、91、135

公共施設への太陽光発電設備設置の推進・・・・・・・・・・・・29

公共施設予約システムの導入・・・・・・・・・・・・・・・・・128

交差点の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99、124

校舎等の大規模改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

校舎の増築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

工場・事業所等の緑化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・24

交通安全施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99

高等特別支援学校の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

公民館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

公民館の改築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

国際会議開催への助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137
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国際経済交流の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・142、77、137

国道の整備（国道直轄事業負担金）・・・・・・・・・・・・・・120

古紙・布類の資源化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

戸籍事務の電子化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128

子育て中の親子を対象とする食育の推進・・・・・・・・・・・・47

子育てリラックス館の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

こてはし温水プールの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

こどもカフェの運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

こどもの参画の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

子どもルームの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

子ども若者支援体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

ごみ減量・再資源化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

ごみ減量「ちばルール」の推進・・・・・・・・・・・・・・・・31

コミュニティセンターの改修・・・・・・・・・・・・・・・83、70

コミュニティビジネスの支援・・・・・・・・・・・・・・・・・145

雇用対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148

斎園周辺環境の整備（斎場・平和公園）・・・・・・・・・・・・・116

サイクルツーリズムの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・139

再生可能エネルギーの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

幸町団地「センター地区」の再生・・・・・・・・・・・・・・・105

先取りプロジェクト認定保育施設及び保育ルームの拡充・・・・・46

桜木霊園の再整備(合葬墓の整備）・・・・・・・・・・・・・・・116

里山の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154、17、109

サービス付き高齢者向け住宅供給の促進・・・・・・・・・・・・110

寒川第一土地区画整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

JR 千葉駅建替えの促進・・・・・・・・・・・・・・・・・132、119

市営住宅の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112

自殺予防の相談体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

資産経営の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

自主防災組織の結成促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

自転車安全利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100

自転車走行環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・100、127

市道天戸町横戸町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

市道御殿町３号線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

市道三角町柏井町線（柏井橋）の橋梁架替・・・・・・・・・88、117

自動車公害防止対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

私道の整備助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

市道誉田町平山町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

市道幕張町２１５号線（花立踏切）の整備・・・・・・・・・・・124

市道松波新港線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

児童養護施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

市道横戸町２３号線の整備・・・・・・・・・・・・・・・113、123

市の鳥「コアジサシ」の保護・・・・・・・・・・・・・・・17、37

市の花・オオガハスの系統保存・・・・・・・・・・・・・・・・27

姉妹・友好都市との交流促進・・・・・・・・・・・・・・・76、138

市民公益活動支援システムの構築・・・・・・・・・・・・・・・81

市民との協働による公園管理・・・・・・・・・・・・・・・・・22

市民農園・観光農園の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・153

市民防犯活動の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

市民緑地の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

市役所コールセンターの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・129

住居表示整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

住宅建築資金利子補給の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・111

住宅防火対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97

住民情報系システムの再構築・・・・・・・・・・・・・・・・・129

受精卵移植の活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋梁架替・・・・・・・・88、117

主要地方道千葉大網線（ニューサンピア千葉交差点）の整備・・・99

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線の整備・・・・・・・・・・・・・・121

主要地方道浜野四街道長沼線の整備・・・・・・・・・・・・・・120

障害者虐待防止の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

障害者グループホーム・ケアホームの整備・・・・・・・・・・・57

障害者施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

障害者施設の耐震改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

障害者の就労支援と社会参加の促進・・・・・・・・・・・・・・59

障害福祉サービス事業所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・57

商業活動活性化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145

浄水場の設備の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

上水道配水管の布設助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

商店街環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145

消費生活相談の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

情報システムの最適化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129

消防事務処理システムの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・96

消防署・所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

消防指令体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

消防団活動体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

食育推進計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

食中毒対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

女性消防職員用施設改修・・・・・・・・・・・・・・・・・85、97

浸水の防除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90、115

新世紀ちば健康プラン次期計画の策定・・・・・・・・・・・・・40

森林の整備と保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

水道事業の第３次拡張・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

スポーツイベント誘致の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・72

３Ｒ教育・学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
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生活機能拠点におけるまちづくりの促進・・・・・・・・・105、119

生活道路の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・113、99、127

総合交通政策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

送・配水管の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

蘇我駅周辺地区の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・135、127

側溝の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

側溝の新設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

大気環境測定の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

耐震診断・耐震改修助成の推進・・・・・・・・・・・・・・・・111

太陽光発電設備設置助成の推進・・・・・・・・・・・・・・29、112

太陽熱利用給湯システム設置助成の推進・・・・・・・・・・29、112

高洲市民プールの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

多機能トイレの整備（モノレール）・・・・・・・・・・・・・・126

多様な保育需要への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

男女共同参画の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

地域活動支援センターの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・57

地域コミュニティ活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・82

地域小規模児童養護施設の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・49

地域づくりにつながる学習講座の推進・・・・・・・・・・・・・68

地域の防災力の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

地域防犯ネットワークの推進・・・・・・・・・・・・・・・101、78

地域見守り活動への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・53、51

地球温暖化対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

千産千消（地産地消）の推進・・・・・・・・・・・・・・・150、44

父親の育児参加の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

千葉駅西口地区第二種市街地再開発・・・・・・・・・・・104、134

千葉中央港地区まちづくりの推進・・・・・・・・・・19、133、139

千葉西銀座（１・２街区）地区市街地再開発事業の促進・・・・・133

中心市街地活性化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133

中心市街地の案内板整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133

中心市街地の緑化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・24、108

町内自治会集会所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

町内自治会の加入促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

庁内ネットワークシステムの更新・・・・・・・・・・・・・・・129

DV 被害者への支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・49、85

DV 防止・支援基本計画の策定・・・・・・・・・・・・・・49、85

鉄道駅の耐震補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88、119

鉄道駅バリアフリー化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・126

電線共同溝の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・91、127、133

読書環境整備の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

特定健康診査の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

特別教室開放の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

特別支援学級等設備の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

特別養護老人ホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

特別緑地保全地区の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

都市計画道路磯辺茂呂町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・122

都市計画道路塩田町誉田町線の整備（塩田町）・・・・・・・・・・122

都市計画道路塩田町誉田町線の整備（誉田町）・・・・・・・・・121

都市計画道路新港横戸町線の整備・・・・・・・・・・・・・122、24

都市計画道路大膳野町誉田町線の整備・・・・・・・・・・・・・122

都市計画道路仁戸名町古市場町線の整備・・・・・・・・・・・・122

都市計画道路の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

都市計画道路誉田駅前線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・123

都市計画道路幕張町弁天町線の整備・・・・・・・・・・・・・・121

都市計画道路南町宮崎町線沿道地区の整備・・・・・・・・・・・123

都市計画道路美浜長作町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・123

都市計画道路村田町線沿道地区の整備・・・・・・・・・・・・・121

都市計画マスタープランの見直し・・・・・・・・・・・・・・・106

都市下水路の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

図書館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

土地区画整理事業未施行地区の見直し・・・・・・・・・・・・・106

トップスポーツとの連携の推進・・・・・・・・・・・・・・・・72

難病患者等の災害発生時の支援体制の整備・・・・・・・・・・・94

南部青少年センターの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

日本語指導通級教室の整備・・・・・・・・・・・・・・・・64、77

乳牛育成牧場の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

認知症疾患医療センターの設置・・・・・・・・・・・・・・・・53

農業集落排水施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153

農業生産団地の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

農業の担い手の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

望ましい水循環・水環境の創出（水辺の再生）・・・・・・・・・・17

排水施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
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博物館の耐震改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

パークマネジメントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

バス活性化システムの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・119

花いっぱい地域活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

東幕張土地区画整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

避難所運営体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

ファミリーホームの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

不法投棄対策の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

踏切道の安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99、127

文化財等の保存・活用の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・75

文化施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

分譲マンションの再生支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

平和公園の拡張・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

保育所地域活動事業の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

保育所の改築・改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

保育所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

放課後子ども教室の推進・・・・・・・・・・・・・・・65、48、68

防災井戸の機能確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

防災行政無線の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93

放置自転車対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・100、127

防犯街灯の設置促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

舗装の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

舗装の新設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

ポートアリーナの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

歩道の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126

歩道の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
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