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１１  策策定定のの過過程程  

 

 

月 日 項 目 

 

平成２５年 

１２月１５日 

平成２６年 

 １月１５日 

 ３月２５日 

 ４月 

 ８月 

１０月３０日 

１１月１５日 

平成２７年 

 ２月 ４日 

 ２月１５日 

 ３月２４日 

 

 

・第 2次実施計画策定方針（原案）決定 

 

・市民意見募集（第 2次実施計画策定方針（原案）について） 

・第 2次実施計画策定方針策定 

・計画事業調査 

・計画事業（案）選定 

・計画事業（案）決定 

・市民意見募集（計画事業（案）について） 

 

・計画（案）決定 

・パブリックコメント手続（計画（案）について） 

・計画策定 

 

 

２２  市市民民意意見見  

 

１ 第 2次実施計画事業（案）に対する意見 

（１）実施概要 

  ①期  間 平成２６年１１月１５日（土）から１１月２８日（金）まで 

  ②提出方法 電子メール、郵送、ファクシミリ、持参 

  ③意見提出者数及び提出意見数 

   意見提出者 １５人、提出意見数４９件 

（２）主な意見 

 「自動車公害防止対策の推進」について事業内容に賛同する。環境負荷の低減や市における「循環型社会

の促進」が図られるため、大気汚染対策及び温暖化対策の一環として低公害車普及促進を継続してほしい。 

 市内で保育士として働こうと考えている人に、補助金又は奨学金を補助すべき。 

 認知症になっても自宅で過ごせるように、地域の医師看護師、ヘルパー、介護福祉士、ケアワーカー等の

連携を強化してほしい。 

 不登校の児童・生徒に対しては放置せず、個人の状態に応じて支援し、進学や進級の機会を設けるなどし

て、不登校でも学習を継続できるように支援を受けられるようにしてほしい。 

 親子ふれあい本の提供について、親・保護者向けの絵本の勉強会（働く方が出席できる休日講座）などの

人的支援も行ってほしい。 

 「図書館の開館日・開館時間の拡大」については、各地区の特性を考慮し、個々の地区図書館ごとに時間

延長を考えた方がいい。 

 オープンデータの推進だけでなく、一般的な情報公開も推進してほしい。市が作成した文書を基本的に全

て公式サイト上にアップロードするなどの目標を立ててほしい。 
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２ 第 2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 

  ①期  間 平成２７年２月１５日（日）から３月１６日（月）まで 

  ②提出方法 電子メール、郵送、ファクシミリ 

  ③意見提出者数及び提出意見数 

   意見提出者 １１人、提出意見数 ５５件 

（２）主な意見 

 「防災拠点への再生可能エネルギー導入の推進」及び「太陽光発電設備等設置助成の推進」の計画事業に

賛同する。 

 公立保育所は、地域の行政機関として信頼を得ているため、質の高い保育を保証できて、保育士の身分を

継続して、維持向上できるのが長所だ。そのため、市民が安心して子育てや仕事ができるためには、公立

での建替えが望ましい。 

 市には聴覚障害者のための拠点となる場がないため、なかなか市の聴覚障害福祉の発展が見込めず、聴覚

障害者が市民の一人として人間らしく安心して楽しく、ゆとりある生活が送れない。ぜひ拠点となる場と

して聴覚障害者の地域活動センターを市の聴覚障害者協会と話し合って取り組んで早期に設けてほしい。 

 授業についていけない子ども・不登校・いじめ等を減らすために、1 クラスの児童数・生徒数を 20 人前

後にし、教師を増やしてほしい。 

 学校図書館活性化の推進について、全校が学校図書館図書標準をクリアーする程度まで「蔵書数」を増や

してほしい。 

 学校図書館活性化の推進について、学校図書資料のデータベース化を行い、市図書館とのネットワークと

つなげてほしい。 

 第 5次生涯学習推進計画の策定について、図書館・公民館の充実・整備を盛り込み、公民館活性化の推進

を図ったほうがいい。 

 花見川図書館分館の整備について、できるだけ区役所内で利用できる範囲(スペース)を広げるよう努力し

てほしい。 

 ファミリー読書の日の制定については、図書館、学校、公民館、地域にある文庫などとの連携を図り実質

的で意義のある日としてほしい。 

 読書ノートの配布については、学校と連携しさらなる活用を目指してほしい。 

 芸術・音楽・演劇などの芸術に親しみ「芸術の都・千葉市」を目指すため、市内で活動している画家や音

楽家や演劇家活用し、市民に絵や音楽や演劇を指導するシステムを作るとともに、市民が芸術を身近に親

しめる環境をつくってほしい。 

 都市計画マスタープランの見直しにおいては、「都市の低炭素化の推進に関する基本的な方針」に沿って、

エコまち法ハンドブック等を活用し、環境に配慮したまちづくりを実現させてほしい。 

 幕張新都心における住宅設備促進においては、千葉市の魅力アップにもつながるように、環境に配慮した

まちづくりを目指してほしい。 
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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 

千葉中央港地区まちづくり

の推進 

旅客船ふ頭の整備 

 

公園緑地整備 

旅客船の運航実験 

桟橋 1基整備、港びらき、 

港湾整備（第２期）  

工事 

9回 

17 

有料公園施設の修繕 青葉の森スポーツプラザ 野球場等修繕 

2 種公認整備、漏水、フェンス

防護マット 

20 

公園緑地の整備 住区基幹公園（身近な公園） 整備 1か所 21 

公園緑地の整備 蘇我スポーツ公園 施設整備（第４工区）、用地取得

4.6ha 

21 

市民協働による公園管理 千葉公園（ボランティア活動に

よる花壇の管理） 

3か所増 22 

市の花・オオガハスの系統保

存 

 

オオガハスの系統保存（植替え

及び株分け） 

9基（植替え及び株分け）保存 26 

下水道施設の地球温暖化対

策 

資源有効利用施設の整備 南部浄化センター 

消化ガス発電設備、再生水ポン

プ設備、ガスホルダ機械設備、

太陽光発電設備 

28 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

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 リン回収設備整備 34 

青葉病院救急棟の整備 青葉病院 救急棟の整備 工事 40 

青葉病院救急ワークステー

ションの設置 

救急ワークステーションの設置 設置 40 

市立病院医療機器の更新 医療機器の更新（青葉病院） 心血管用 2 方向撮影装置、磁気共

鳴断層撮影装置等 

40 

生活困窮者自立支援の促進 生活自立・仕事相談センター運

営 

本格実施 1か所 47 

定期巡回・随時対応型訪問看

護介護事業所の整備 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の整備 

1か所 51 

認知症支援体制の強化 認知症初期集中支援チームの設

置 

認知症疾患医療センターの窓口

体制の充実 

 

本格実施 1か所 

 

1名増 

52 

中 央 区 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

情報教育機器の整備・充実 タブレットＰＣの整備 195台 61 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

トイレ改造 

音楽室等エアコン整備 

小学校 7校、中学校 3校 

 

小学校 8校、中学校 3校 

小学校 11校、中学校 9校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策 

（校舎） 

非構造部材等耐震対策 

（屋内運動場） 

小学校 3校、中学校 1校 

 

小学校 4校、中学校 3校 

62 

公民館の改修 公民館改修 屋上防水・屋根 1館 70 

図書館サービスポイントの

設置 

図書館サービスポイントの設置 1か所 71 

中央図書館・生涯学習センタ

ーの改修 

設備改修 冷温水発生機電気部品等交換、 

セキュリティ用中央監視装置更新 

72 

南部青少年センター・みやこ

図書館白旗分館の改修 

１階女子トイレバリアフリー化 実施設計、工事 72 

文化施設の保全 市民会館 壁面タイル落下防止改修 78 

まちづくり活動団体への助

成 

中央区地域リーダー養成研修 2回/年 86 

蘇我コミュニティセンター

の再整備 

再整備 工事 87 

公共施設の吊天井の補強 吊天井の補強 設計 1か所、工事 7か所 90 

下水道施設の耐震化 管渠の耐震化 

処理場の耐震化 

ポンプ場の耐震化 

18.3km 

1か所 

1か所(減災工事) 

90 

鉄道駅の耐震補強 耐震補強（橋脚） 5本 91 

橋梁の耐震化 耐震補強 6橋 91 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 3か所 92 

河川の改修 二級河川支川都川 

 

二級河川生実川 

河道築造（1/10 改修） 基本・実

施設計 

護岸築造 102m 

93 

浸水の防除 雨水管渠整備 

雨水浸透施設の整備 

 

2.1km 

浸透桝 35個、浸透トレンチ 220m 

93 

電線共同溝の整備 電線共同溝整備 1.3km 94 

急傾斜地崩壊防止工事の推

進 

崩壊防止工事（市事業） 65m 94 

地域の防災力の向上 中央区くらし安心・自主防災マ

ップ 

4団体/年増 96 

消防署・所の整備 宮崎出張所の建替 工事 99 

消防庁舎の機能改善 空調設備改修 

屋上防水等改修 

工事 1か所 

実施設計、工事 1か所 

 

100 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

交差点の改良 調査・設計 

用地取得 

整備 

2か所 

1か所 

2か所 

103 

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 

通学路の安全対策 

2基 

4か所 

4基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

踏切道の安全対策 踏切道の改良 1か所 103 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 2.0km 103 

放置自転車対策の推進 電磁ロック式自転車ラックの導

入 

監視カメラ設置 

251台 

 

13基 

104 

中央区ご近所防犯 防犯活動団体への物品支援（防

犯ステッカー、防犯パトロール

支援物品） 

3団体/年増 105 

千葉駅西口地区第二種市街

地再開発（B工区） 

再開発ビルＢ棟の整備 

公共施設整備 

工事 

Ｅデッキ桁製作、下水道工事、新

千葉公園整備工事 

109 

千葉駅東口地区第一種市街

地再開発 

再開発ビル整備助成 

公共施設整備（駅前広場改修な

ど） 

整備助成 

駅前広場改修 

110 

寒川第一土地区画整理 建物移転 

道路整備 

下水道整備 

11戸 

225m 

792m 

110 

景観形成の推進 景観形成推進地区の指定 1地区 112 

市営住宅の整備（市営住宅の

改善） 

長寿命化型改善福祉対応型改善 （長寿命化型改善）外壁：1団地 116 

生活道路の整備 調査・設計 

用地取得 

道路整備 

3か所 

2か所 

2か所 

117 

舗装の新設 舗装の新設 0.3km 118 

舗装の改良 舗装の改良 9.5km 118 

側溝の新設 側溝の新設 0.9km 118 

側溝の改良 側溝の改良 2.7km 118 

汚水の排除（汚水管渠の整

備） 

汚水管渠の整備 2.2ha 119 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

管渠 

処理場（機械・電気設備） 

ポンプ場（機械・電気設備） 

9.8km 

1か所 

3か所 

119 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

70km 

120か所 

 

119 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

区役所の改修 中央区役所・美術館消防用設備

修繕 

工事 121 

新庁舎の整備 新庁舎整備 事業手法等検討調査、執務室配置

検討調査、基本設計、実施設計 

121 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 

横断歩道橋の補修 

23橋   

3橋 

121 

国道の整備（国道直轄事業負

担金） 

国道 357号湾岸千葉地区改良 地下立体本線及び平面改良工事 125 

国道の整備（国道直轄事業負

担金） 

国道 357 号湾岸千葉地区改良

（蘇我地区） 

調査 125 

都市計画道路村田町線沿道

地区の整備 

村田町線 

関連道路 

用地取得 1,839㎡ 

用地取得 384㎡ 

道路整備 310m 

126 

都市計画道路塩田町誉田町

線（塩田町）の整備 

用地取得 7,088㎡ 126 

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 

897㎡ 

220m 

127 

都市計画道路中央赤井町線

（鵜の森町）の整備 

調査・設計 調査・設計 127 

市道川戸町５４号線の整備 調査・設計 調査・設計 128 

都市計画道路中央星久喜町

線(亥鼻）の整備 

道路整備（旭橋交差点～郷土博

物館入口交差点 

道路整備（郷土博物館入口交差

点～西千葉稲荷町線） 

調査・設計、用地取得 269㎡ 

 

調査・設計 

129 

歩道の改良 歩道の段差解消 

視覚障害者誘導用ブロック 

95か所 

32.0km 

130 

千葉駅周辺の活性化の推進 グランドデザインに基づく取組

み 

中央公園・通町公園の見直し・

拡充 

グランドデザイン策定、西銀座地

区等の整備 基本構想 

整備検討 

138 

ＪＲ千葉駅建替えの促進 ﾓﾉﾚｰﾙ駅連絡通路の整備 

北部階段の整備 

接続デッキの整備 

工事 

工事 

工事（ＪＲ） 

139 

モノレール千葉駅舎の改修 モノレール千葉駅舎の改修 実施設計、工事 139 

中心市街地活性化の推進 案内板整備 5基 139 

蘇我駅周辺地区の整備 東口駅前広場整備 道路・交差点予備設計他 141 

フクダ電子アリーナの充実

（公園施設の充実） 

施設改修 フィールド芝の圃場づくり 141 

魅力ある千葉港づくりの推

進 

千葉港整備（県事業負担金） 千葉中央地区：岸壁、物揚場改良、

波除堤防 

千葉南部地区：寒川緑地護岸工 

154 
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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 施設整備（緑園ゾーン）、用地取得

0.64ha 

21 

市民協働による公園管理 花島公園（写真展等の開催） 1回/年増 22 

公園を活用した健康づくり

の推進 

健康づくりプログラムの作成 3か所 22 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

健康づくりの促進 運動イベント モデル実施 38 

定期巡回・随時対応型訪問看

護介護事業所の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の整備 

2か所 51 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

トイレ改造 

音楽室等エアコン整備 

小学校 14校、中学校 3校 

 

小学校 3校 

小学校 7校、中学校 10校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策（校舎） 

非構造部材等耐震対策（屋内運

動場） 

小学校 4校 

小学校 2校、中学校 2校 

62 

こてはし学校給食センター

の整備 

こてはし学校給食センターの再

整備 

基本・実施設計、工事 62 

学校適正配置に伴う施設改

修 

統合に伴う施設改修 工事 2校 63 

公民館の改築 犢橋公民館・犢橋市民センター

の改築 

工事 70 

公民館の改修 公民館改修 冷暖房 1館 70 

花見川図書館分館の整備 図書館分館の整備 実施設計、工事 71 

文化財の保存・活用の推進 旧検見川無線送信所の修繕 屋上及び外壁補修工事 79 

公共施設の吊天井の補強 吊天井の補強 設計 1か所 

工事 2か所 

90 

下水道施設の耐震化 管渠の耐震化 2.5km 90 

市道三角町柏井町線（柏井

橋）の橋梁架替 

橋梁架替 既設橋撤去、橋梁下部工・護岸工

事 

91 

主要地方道穴川天戸線（亥鼻

橋）の橋梁架替 

橋梁架替 迂回道路整備、既設橋撤去、橋梁

下部工・護岸工事 

91 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 4か所 92 

河川の改修 一級河川勝田川 宇那谷橋横断部 暫定整備 93 

都市下水路の整備 芦太下水路の改修 63m 93 

浸水の防除 雨水管渠整備 

雨水浸透施設の整備 

 

2.9km 

浸透桝 57個、浸透トレンチ 450m 

93 

急傾斜地崩壊防止工事の推

進 

崩壊防止工事（市事業） 164m 94 

花見川区 



 

171 第２次実施計画 参考資料 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

地域の防災力の向上 花見川区地域主体型防災訓練 2地区/年 96 

歩道の整備 調査・設計 

用地取得 

整備 

2路線 

2路線 

1路線 

102 

交差点の改良 調査・設計 

用地取得 

整備 

1か所 

1か所 

1か所 

103 

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 

通学路の安全対策 

2基 

1か所 

4基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 1.2km 103 

放置自転車対策の推進 電磁ロック式自転車ラックの導

入 

監視カメラ設置 

195台 

 

6基 

104 

花見川区地域防犯対策 防犯ウォーキングボランティア

の登録 

防犯ステーションの登録 

1,100人 

 

20か所/年 

105 

検見川・稲毛土地区画整理 建物移転 

道路築造 

宅地造成 

12戸 

70m 

1,750㎡ 

110 

東幕張土地区画整理 建物移転 

道路築造 

宅地造成 

72戸 

810m 

19,100㎡ 

110 

生活道路の整備 調査・設計 

用地取得 

道路整備 

1か所 

1か所 

1か所 

117 

市道横戸町２３号線の整備 用地取得 

道路整備 

780㎡ 

440m 

117 

舗装の新設 舗装の新設 0.9km 118 

舗装の改良 舗装の改良 6.2km 118 

側溝の新設 側溝の新設 0.9km 118 

側溝の改良 側溝の改良 8.1km 118 

都市計画道路美浜長作町線

の関連道路整備 

用地取得 397㎡ 118 

汚水の排除（汚水管渠の整

備） 

汚水管渠の整備 10.4ha 119 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

管渠 

ポンプ場（機械・電気設備） 

0.1km 

1か所 

119 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

120km 

100か所 

119 



 

172 第２次実施計画 参考資料 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 

横断歩道橋の補修 

11橋   

2橋 

121 

地域参画型コミュニティバ

ス等導入の推進 

地域参画型コミュニティバス 

パーク＆ライド社会実験 

社会実験（花見川区） 123 

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸

線の整備 

用地取得 

道路整備 

619㎡ 

390m 

126 

都市計画道路美浜長作町線

の整備（県事業負担金） 

道路整備 用地取得、道路整備 127 

県道幕張八千代線（実籾 4号

踏切）の整備（県事業負担金） 

道路整備 道路整備 128 

市道幕張町２１５号線（花立

踏切）の整備 

道路整備 関係機関等との調整 

立体交差化工事 

129 

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 130 

歩道の改良 歩道の段差解消 

視覚障害者誘導用ブロック 

6か所 

3.7km 

130 

市道天戸町横戸町線の整備 用地取得 

設計 

4,019㎡ 

980m 

130 



 

173 第２次実施計画 参考資料 

 

 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

公園緑地の整備 住区基幹公園（身近な公園） 整備 1か所 21 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

健康づくりの促進 運動イベント モデル実施 38 

生活困窮者自立支援の促進 生活自立・仕事相談センター運

営 

本格実施 1か所 47 

いきいきプラザの改修 稲毛いきいきプラザ大規模改修 実施設計、工事 49 

定期巡回・随時対応型訪問看

護介護事業所の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の整備 

1か所 51 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

トイレ改造 

 

音楽室等エアコン整備 

小学校 6校、中学校 2校 

 

小学校 4 校、中学校 2 校、特別支

援学校 1校 

小学校 6 校、中学校 7 校、特別支

援学校 1校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策（校舎） 

非構造部材等耐震対策（屋内運

動場） 

小学校 2校 

小学校 1 校、中学校 1 校、高等学

校 1校 

62 

公民館の改修 公民館改修 屋上防水・屋根 3館 70 

地区図書館の改修 稲毛図書館屋上防水改修 工事 72 

文化財の保存・活用の推進 ゆかりの家・いなげの改修 外壁等腐食箇所修繕、電気設備工

事 

79 

市民ギャラリー・いなげ旧神

谷伝兵衛稲毛別荘の改修 

施設の改修 耐震改修、屋根防水改修 80 

稲毛区模擬投票イベントの

実施 

応募施策提案数 

模擬投票所設置 

7件/年 

10校/年 

86 

公共施設の吊天井の補強 吊天井の補強 工事 1か所 90 

下水道施設の耐震化 管渠の耐震化 2.3km 90 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 4か所 92 

浸水の防除 雨水管渠整備 

雨水浸透施設の整備 

 

0.4km 

浸透桝 117個、浸透トレンチ 353m 

93 

急傾斜地崩壊防止工事の推

進 

崩壊防止工事（市事業） 67m 94 

地域の防災力の向上 稲毛区地域における防災訓練促

進 

23団体 96 

消防団活動体制の充実 消防団器具置場の整備 2棟 100 

交差点の改良 調査・設計 

用地取得 

整備 

 

3か所 

2か所 

1か所 

103 

稲 毛 区 



 

174 第２次実施計画 参考資料 

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 

通学路の安全対策 

1基 

1か所 

12基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 4.1km 103 

放置自転車対策の推進 監視カメラ設置 27基 104 

検見川・稲毛土地区画整理 建物移転 

道路築造 

宅地造成 

12戸 

70m 

1,750㎡ 

110 

密集住宅市街地の環境整備 耐震性貯水槽の整備 1基 115 

市営住宅の整備（市営住宅の

建替え） 

宮野木町第２団地 

園生町第２団地 

実施設計、建築・設備工事 

基本・実施設計 

115 

生活道路の整備 調査・設計 

用地取得 

道路整備 

4か所 

4か所 

2か所 

117 

舗装の新設 舗装の新設 0.6km 118 

舗装の改良 舗装の改良 4.1km 118 

側溝の新設 側溝の新設 0.9km 118 

側溝の改良 側溝の改良 1.5km 118 

都市計画道路新港横戸町線

の関連道路整備 

用地取得 

道路整備 

28㎡ 

205m 

118 

汚水の排除（汚水管渠の整

備） 

汚水管渠の整備 2.1ha 119 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

管渠 0.1km 119 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

草野水のみち護岸改良 

110km 

80か所 

450m 

119 

区役所の改修 稲毛区役所空調熱源改修 工事 121 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 

横断歩道橋の補修 

7橋   

3橋 

121 

地域参画型コミュニティバ

ス等導入の推進 

地域参画型コミュニティバス 

パーク＆ライド社会実験 

モデル運行 1地区（山王町） 123 

都市計画道路幕張町弁天町

線（弥生地区）の整備 

道路整備 220m 

擁壁築造 

126 

都市計画道路磯辺茂呂町線

（園生町）の整備 

用地取得 

道路整備 

6,070㎡ 

橋梁上部工架設工事 

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 

9か所 

3.8km 

130 

企業立地の促進 市道東寺山町山王町線等の整備 設計、用地取得 1800㎡ 150 

 

 



 

175 第２次実施計画 参考資料 

 

 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

公園施設の改修 泉自然公園（いずみばし） 

動物公園 

橋梁塗装等 

インフラ設備更新 

19 

動物公園の展示のリニュー

アル 

子どもゾーンの整備 

平原ゾーンの整備 

 

ウェルカム動物展示場の整備 

工事 

ライオン等展示場：工事 

チーター等展示場：実施設計 

実施設計（正門） 

21 

泉自然公園の魅力向上 自然環境の保全・再生 

活動拠点・観察路の整備 

桜の剪定・間伐・補植 

ビジターセンター整備、観察路周

辺間伐 

21 

公園緑地の整備 都川水の里公園 用地取得 0.78ha 21 

市民協働による公園管理 泉自然公園（野草管理ボランテ

ィアの養成） 

20名 22 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

健康づくりの促進 運動イベント モデル実施 38 

若葉区ラジオ体操による健

康づくり 

実技講習会・情報交換会 3小学校区 39 

民間保育園の改築 民間保育園の改築 1か所 43 

生活困窮者自立支援の促進 生活自立・仕事相談センター運

営 

本格実施 1か所 47 

定期巡回・随時対応型訪問看

護介護事業所の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の整備 

1か所 51 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

トイレ改造 

音楽室等エアコン整備 

小学校 13校、中学校 2校 

 

小学校 3校、中学校 1校 

小学校 3校、中学校 10校、特別支

援学校 1校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策（校舎） 

非構造部材等耐震対策（屋内運

動場） 

中学校 2校、特別支援学校 1校 

小学校 2 校、中学校 1 校、特別支

援学校 1校 

62 

学校適正配置に伴う施設改

修 

統合に伴う施設改修 実施設計 4校、工事 3校 63 

動物公園の教育・普及・研究

活動の充実 

教育・普及拠点の整備 

教育・普及プログラムの充実 

調査・研究 

展示内容の見直し 

教育普及用教材の作成 

動物園技術者研究会の開催 

73 

加曽利貝塚の特別史跡指定 史跡総括報告書の刊行 

 

史跡保存管理計画の策定 

広報活動 

出土資料の再整理、総括報告書の

刊行 

策定 

キャンペーン活動、イベント・企

画展 

79 

若葉区まちづくり支援 まちづくり支援システムの更新

支えあい活動説明会の開催 

システムの更新 30団体/年 86 

若 葉 区 



 

176 第２次実施計画 参考資料 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

コミュニティセンターの改

修 

施設改修 劣化度調査 1館 87 

公共施設の吊天井の補強 吊天井の補強 設計 2か所 

工事 1か所 

90 

下水道施設の耐震化 管渠の耐震化 14km 90 

橋梁の耐震化 耐震補強 4橋 91 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 4か所 92 

河川の改修 二級河川坂月川 河道築造 1,346m 93 

浸水の防除 雨水管渠整備 0.4km 93 

急傾斜地崩壊防止工事の推

進 

崩壊防止工事（市事業） 

崩壊防止工事（県事業） 

77m 

30m 

94 

地域の防災力の向上 若葉区自主防災組織結成促進

（個別説明会） 

10回/年 96 

消防庁舎の機能改善 屋上防水等改修 実施設計、工事 1か所 100 

歩道の整備 調査・設計 

用地取得 

整備 

1路線 

1路線 

1路線 

102 

交差点の改良 調査・設計 

用地取得 

2か所 

2か所 

103 

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 

通学路の安全対策 

1基 

2か所 

4基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 3.1km 103 

放置自転車対策の推進 電磁ロック式自転車ラックの導

入 

94台 104 

市営住宅の整備（市営住宅の

建替え） 

桜木町団地小倉台団地 建築工事、道路整備基本・実施設

計、建築・設備工事 

115 

市営住宅の整備（市営住宅の

改善） 

長寿命化型改善 外壁：1団地、屋上防水 3団地 

給水設備：1団地、屋外排水升： 

1団地 

116 

生活道路の整備 調査・設計 

道路整備 

1か所 

1か所 

117 

舗装の新設 舗装の新設 1.0km 118 

舗装の改良 舗装の改良 7.4km 118 

側溝の新設 側溝の新設 0.6km 118 

側溝の改良 側溝の改良 4.1km 118 

汚水の排除（汚水管渠の整

備） 

汚水管渠の整備 2.9ha 119 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

 

管渠 22.7km 119 



 

177 第２次実施計画 参考資料 

事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

80km 

40か所 

119 

水道事業の第３次拡張 配水管整備 4,200m 120 

平和公園の拡張・整備 Ａ地区整備 立木伐採、基本設計見直し、 

実施設計 

120 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 8橋   121 

国道の整備（国道直轄事業負

担金） 

国道 51号北千葉拡幅 

国道 51 号バイパス木更津アク

セス 

調査・設計、用地取得、工事 

調査 

125 

主要地方道浜野四街道長沼

線（大井戸工区）の整備 

道路整備 下田大橋上部工工事 530ｍ 125 

市道誉田町平山町線の整備 用地取得 

道路整備 

33㎡ 

180m 

127 

市道若松町金親町線（千城台

東工区）の整備 

調査・設計 

用地取得 

調査・設計 

1,700㎡ 

128 

歩道の改良 歩道の段差解消 

視覚障害者誘導用ブロック 

3か所 

2.0km 

130 

若葉区若年世代定住化の促

進 

若葉区子育てサポート支援 活動紹介・普及啓発 

自然と農を活かした子育て支援マ

ッチング調査、 

サポート活動立上げ支援 2団体 

146 

若葉区の魅力発信 中学生が作るホームページ 4校 146 

企業立地の促進 市道東寺山町山王町線等の整備 設計、用地取得 3000㎡ 150 

 



 

178 第２次実施計画 参考資料 

 

 

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 施設改築      

 

樹林の再生 

球技場防球フェンス改築・テニス

コートフェンス改築 

再生整備計画策定 

19 

市民協働による公園管理 昭和の森（樹林地環境の整備及

び管理） 

講習会・作業体験会等の開催  

1回/年 

22 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

航空機騒音測定体制の充実 航空機騒音計の増設 1台 33 

定期巡回・随時対応型訪問看

護介護事業所の整備 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の整備 

1か所 51 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

トイレ改造 

音楽室等エアコン整備 

小学校 6校、中学校 1校 

 

小学校 2校 

小学校 3校、中学校 8校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策（校舎） 

非構造部材等耐震対策（屋内運

動場） 

小学校 4校 

小学校 6校、中学校 3校 

62 

まちづくり活動団体への助

成 

緑区フォローアップ研修 4回/年 86 

コミュニティセンターの改

修 

施設改修 劣化度調査 1館 87 

公共施設の吊天井の補強 吊天井の補強 設計 1か所、工事 3か所 90 

送・配水管の耐震化 送水管の耐震化、送水管布設 1,369m 91 

橋梁の耐震化 耐震補強 3橋 91 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 3か所 92 

浸水の防除 雨水管渠整備 0.5km 93 

急傾斜地崩壊防止工事の推

進 

崩壊防止工事（市事業） 

崩壊防止工事（県事業） 

30m 

210m 

94 

地域の防災力の向上 緑区災害対応合同訓練 1地区/年 96 

消防署・所の整備 あすみが丘出張所の新設 地質調査、基本設計、実施設計 99 

航空消防防災体制の充実 ヘリコプター法定 10年点検 点検 99 

消防団活動体制の充実 消防団器具置場の整備 2棟 100 

歩道の整備 調査・設計 1路線 102 

交差点の改良 調査・設計 

用地取得 

整備 

4か所 

2か所 

3か所 

103 

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 

通学路の安全対策 

2基 

2か所 

6基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

緑  区 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 10.8km 103 

放置自転車対策の推進 電磁ロック式自転車ラックの導

入 

監視カメラ設置 

184台 

 

22基 

104 

市営住宅の整備（市営住宅の

改善） 

長寿命化型改善 外壁：2団地給水設備：2団地、 

屋外排水升：2団地 

116 

生活道路の整備 調査・設計 

用地取得 

道路整備 

3か所 

1か所 

1か所 

117 

舗装の新設 舗装の新設 0.8km 118 

舗装の改良 舗装の改良 2.8km 118 

側溝の新設 側溝の新設 1.4km 118 

側溝の改良 側溝の改良 2.2km 118 

汚水の排除（汚水管渠の整

備） 

汚水管渠の整備 2.1ha 119 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

ポンプ場（機械・電気設備） 1か所 119 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

180km 

60か所 

119 

浄水場の設備の更新 平川浄水場電気・機械設備更新 長寿命化計画策定 

実施設計、電気機械設備 

120 

斎園周辺環境の整備    道路整備 

 

親水広場整備 

用地取得 3 路線、道路整備 1 路

線、排水路整備 1路線 

用地取得 

121 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 

横断歩道橋の補修 

14橋   

1橋 

121 

都市計画道路塩田町誉田町

線（誉田町）の整備 

用地取得 1,089㎡ 126 

都市計画道路大膳野町誉田

町線の整備 

用地取得 

道路整備 

484㎡ 

240m 

127 

市道誉田町平山町線の整備 用地取得 

道路整備 

397㎡ 

580m 

127 

都市計画道路誉田駅前線の

整備 

用地取得 1,520㎡ 128 

市道平川町３０号線の整備 調査・設計 調査・設計 128 

市道川戸町５４号線の整備 調査・設計 調査・設計 128 

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 130 

歩道の改良 歩道の段差解消 

視覚障害者誘導用ブロック 

38か所 

4.1km 

130 

主要地方道千葉大網線（土気

駅北口）の整備 

 

用地取得 1,080㎡ 130 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

企業立地の促進 千葉外房有料道路 

（大木戸ＩＣ）の改良 

 

用地取得、工事 150 

緑農住区開発関連土地基盤

整備の推進 

道路整備等 470m 158 

農業集落排水施設の改修 施設改修 

大和田地区 

平川地区 

 

実施設計、改修工事 

事業計画、実施設計 

160 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

稲毛海浜公園の再整備 海辺の活性化グランドデザイン

の策定 

再整備 

 

施設改修 

策定 

 

基本計画策定、基本設計（全体）、

実施設計・工事（一部エリア） 

施設長寿命化計画策定 

17 

海辺の活性化（海浜公園及び

人工海浜） 

幕張海浜公園の活性化 

 

回遊性の向上 

イベント開催、 

防風林再生 実証実験 

自転車走行案内板設置 

17 

市民協働による公園管理 稲毛海浜公園（ボランティアに

よる樹木の管理） 

講習会の開催 12回/年 

樹木管理計画案の作成 

22 

古紙・布類の資源化拡充 集団回収未登録団体への説明会

の開催 

5回 31 

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 水処理施設整備 34 

市立病院医療機器の更新 医療機器の更新（海浜病院） X 線撮影システム、磁気共鳴断層

撮影装置等 

40 

環境保健研究所の検査機器

の整備 

検査機器の整備 遺伝子解析装置 1台 40 

ひきこもり地域支援センタ

ーの設置 

ひきこもり地域支援センターの

設置 

設置・運営 47 

美浜区見守りネットワーク 安心カードの配布 500人/年 47 

いきいきプラザの改修 美浜いきいきプラザ給湯配管改

修 

実施設計、工事 49 

美浜区認知症キッズサポー

ター養成 

認知症サポーター養成講座の実

施 

小学校 19校 

中学校 11校 

53 

療育支援体制の整備 療育センターの一部移転 

障害児通所支援事業所の整備 

改修工事 

改修工事 

55 

障害福祉サービス事業所の

整備 

障害者福祉サービス事業所の整

備 

改修工事 56 

学校施設の環境整備 計画保全（屋上防水、外壁、設

備等改修） 

音楽室等エアコン整備 

小学校 4校、中学校 2校 

 

中学校 10校、特別支援学校 1校 

62 

学校施設の安全確保 非構造部材等耐震対策（校舎） 

非構造部材等耐震対策（屋内運

動場） 

中学校 1校 

小学校 3 校、中学校 1 校、高等学

校 1校 

62 

学校適正配置に伴う施設改

修 

統合に伴う施設改修 

跡施設利用に伴う解体・整備 

工事 1校 

4校 

63 

美浜区高校生連携会議の推

進 

高校生連携会議の開催 

高校生アンケート調査 

13回 

実施 

67 

公民館の改修 公民館改修 屋上防水・屋根 2館 70 

磯辺スポーツ広場の整備 磯辺スポーツ広場の整備 基本・実施設計、工事 75 

美 浜 区 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

高洲市民プールの再整備 高洲市民プール・体育館の再整

備 

工事 75 

まちづくり活動団体への助

成 

美浜区フォローアップ研修 1回/年 86 

真砂コミュニティセンター

再整備 

再整備 工事 87 

コミュニティセンターの改

修 

施設改修 空調・熱源改修 工事 1館 87 

下水道施設の耐震化 管渠の耐震化 

処理場の耐震化 

12.1km 

1か所 

90 

橋梁の耐震化 耐震補強 7橋 91 

マンホールトイレの整備 マンホールトイレの整備 5か所 92 

浸水の防除 雨水管渠整備 0.3km 93 

市街地液状化対策の推進 市街地液状化対策 モデル地区 工事 1地区 

新規地区 調査 １地区 

94 

地域の防災力の向上 美浜区避難所体験教室 

  避難所運営委員会研修 

2回/年 

4回/年 

96 

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 

通学路の安全対策 

1基 

1か所 

4基 

合同点検及び対策（2巡目完了、 

3巡目着手） 

103 

自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備 2.6km 103 

放置自転車対策の推進 監視カメラ設置 23基 104 

美浜区地域防犯力の向上 美浜区安全会議 

合同防犯パトロール 

振り込め詐欺防止啓発 

2回/年 

11回 

16回/年 

106 

市営住宅の整備（市営住宅の

改善） 

長寿命化型改善福祉対応型改善 （長寿命化型改善）外壁：1 団地

（福祉対応型改善） 

住宅改善：24戸 

住宅内手摺：630戸 

116 

舗装の改良 舗装の改良 5.8km 118 

側溝の改良 側溝の改良 0.5km 118 

老朽化下水道施設の改築・更

新 

処理場（機械・電気設備） 

ポンプ場（機械・電気設備） 

1か所 

5か所 

119 

下水道施設の適正な維持管

理（施設の点検・補修） 

カメラ調査・点検 

人孔蓋更新 

40km 

20か所 

119 

道路施設の長寿命化 橋梁の補修 

横断歩道橋の補修 

15橋   

11橋 

121 

国道の整備（国道直轄事業負

担金） 

国道 357号湾岸千葉地区改良 地下立体本線及び平面改良工事 125 

歩道の改良 歩道の段差解消 

視覚障害者誘導用ブロック 

42か所 

9.1km 

130 
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事 業 名 取組項目 計画内容 ページ 

幕張新都心賑わいの向上 都市再生整備計画の策定 

賑わい向上の取組み 

策定 

実施 

140 

幕張新都心における住宅整

備促進 

若葉住宅地区の整備促進 

幕張ベイタウンの整備促進 

土地分譲 

308戸 

140 

QVCマリンフィールドの充実

（施設の充実） 

施設更新 身障者席増設 実施設計、スコア

ボード改修、バックネット交換、

夜間フィールド照明灯改修 実施

設計、中継モニター交換 

140 

幕張新都心コミュニティサ

イクル社会実験 

コミュニティサイクルに関する

調査 

調査 141 

美浜区の魅力発信 人財バンクを活用したスクール

の開催 

3回/年 147 

市場施設の改修 設備改修 水産物部冷蔵庫棟：冷凍設備改修 

青果部定温庫棟：冷蔵設備改修 

154 

※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するための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２７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２７年４月１日時点） 

局 計 画 名 策定年度 計画期間 

総
務
局 

千葉市国際化推進アクションプラン Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３２ 

定員適正化計画 Ｈ２６ Ｈ２６～Ｈ３０ 

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 Ｓ３８～ 

千葉市国民保護計画 Ｈ１８ Ｈ１８～ 

千葉市災害時要配慮者支援計画 Ｈ２６ Ｈ２６～ 

千葉市危機事案対応計画 Ｈ１７ Ｈ１７～ 

千葉市業務継続計画＜新型インフルエンザ編＞ Ｈ２２ Ｈ２２～ 

千葉市水防計画 Ｓ６３ Ｓ６３～ 

千葉市職員の子育て支援計画 Ｈ２７ Ｈ２７～Ｈ３１ 

千葉市人材育成・活用アクションプラン Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

千葉市内部管理システム構築計画 Ｈ２５ Ｈ２６～Ｈ２８ 

千葉市行政改革推進指針 Ｈ２７ Ｈ２７～ 

総 

合 
政
策
局 

千葉市ＣＩ総合計画 Ｈ２ Ｈ２～ 

財政局 
第２期千葉市財政健全化プラン Ｈ２５ Ｈ２６～Ｈ２９ 

千葉市公債費負担適正化計画 Ｈ２６ Ｈ２６～Ｈ３３ 

市
民
局 

第１０次千葉市交通安全計画 Ｈ２８ Ｈ２８～Ｈ３２ 

第３次千葉市地域防犯計画 Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

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 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３３ 

千葉市スポーツ推進計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３７ 

ちば男女共同参画基本計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３２ 

第２次千葉市消費生活基本計画 Ｈ２３ Ｈ２４～Ｈ２８ 
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局 計 画 名 策定年度 計画期間 

保
健
福
祉
局 

支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画） Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

千葉市自殺対策計画 Ｈ２０ Ｈ２１～Ｈ３０ 

千葉市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３２ 

健やか未来都市ちばプラン Ｈ２５ Ｈ２５～Ｈ３４ 

第２次千葉市食育推進計画 Ｈ２６ Ｈ２６～Ｈ３０ 

第２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 
Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画） Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

第 3次千葉市障害者計画及び第 4期千葉市障害福祉計画 Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

こ
ど
も 

未
来
局 

千葉市こどもプラン Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ３１ 

千葉市ＤＶ防止・支援基本計画 Ｈ２４ Ｈ２４～Ｈ２７ 

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 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３３ 

千葉市水環境保全計画 Ｈ２３ Ｈ２３～Ｈ３３ 

千葉市再生可能エネルギー等導入計画 Ｈ２４ Ｈ２５～Ｈ３２ 

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 

千葉市生活排水処理基本計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３７ 

千葉市産業廃棄物処理指導方針 Ｈ２３ Ｈ２３～ 

経
済
農
政
局 

千葉市地域経済活性化戦略 Ｈ２３ Ｈ２４～Ｈ３３ 

千葉市経済成長アクションプラン Ｈ２７ Ｈ２７～Ｈ２９ 

千葉市事業環境整備構想 Ｈ１７ Ｈ１７～ 

千葉市雇用促進マスタープラン Ｈ２４ Ｈ２４～Ｈ３７ 

千葉市農業基本計画 Ｈ２２ Ｈ２３～Ｈ３２ 

第２次千葉市農業推進行動計画 Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

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 Ｈ２６ 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 Ｈ２７ Ｈ２８～ 

千葉市森林整備計画 Ｈ２４ Ｈ２５～Ｈ３４ 

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 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３７ 

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 Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

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 Ｈ２４ Ｈ２４～Ｈ３２ 

千葉市営住宅長寿命化・再整備計画 Ｈ２３ Ｈ２４～Ｈ３３ 

千葉市耐震改修促進計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３２ 

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～ 
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局 計 画 名 策定年度 計画期間 

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（歩道橋編） Ｈ２４ Ｈ２５～ 

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） 
Ｈ２４ Ｈ２５～ 

千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３３ 

ちばチャリ・すいすいプラン Ｈ２５ Ｈ２６～ 

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 

千葉市全市域汚水適正処理基本構想 Ｈ２１ Ｈ２２～Ｈ３６ 

千葉市下水道長寿命化計画 Ｈ２４ Ｈ２５～Ｈ２９ 

消防局 消防局中長期計画 Ｈ２３ Ｈ２４～Ｈ４３ 

病院局 千葉市立病院改革プラン（第 3期） Ｈ２６ Ｈ２７～Ｈ２９ 

教
育
委
員
会 

第 2次千葉市学校教育推進計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３３ 

第 5次千葉市生涯学習推進計画 Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３３ 

千葉市科学都市戦略事業方針 Ｈ２３ Ｈ２３～ 

千葉市図書館サービスプラン２０１０ Ｈ２２ Ｈ２２～ 

千葉市子ども読書活動推進計画（第 3次） Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ３２ 

千葉市読書環境整備計画 Ｈ２５ Ｈ２６～Ｈ３０ 
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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 ページ 

１ 谷津田の保全と活用の推進 １４ 

２ 水環境保全対策の推進 １５ 

３ 水辺再生活動の推進 １５ 

４ 身近な公園のパークマネジメントの推進 ２１ 

５ 市民協働による公園管理 ２２ 

６ 公園を活用した健康づくりの推進 ２２ 

７ 手づくり公園の設置促進 ２２ 

８ プレーパークの設置促進 ２２ 

９ 緑地協定の推進 ２４ 

１０ 工場・事業所等の緑化の推進 ２４ 

１１ 緑化意識の普及啓発 ２４ 

１２ 花いっぱい地域活動の推進 ２５ 

１３ 緑と花の人材育成の活動拠点づくりの推進 ２５ 

１４ 緑と花のコンテストの実施 ２５ 

１５ 地球温暖化対策実行計画の策定 ２７ 

１６ ごみ減量のための「ちばルール」の推進 ３０ 

１７ ３Ｒ教育・学習の推進 ３１ 

１８ ごみ減量・再資源化の推進 ３１ 

１９ 環境学習・環境教育の推進 ３５ 

２０ 健康づくりの促進 ３８ 

２１ 若葉区ラジオ体操による健康づくり ３９ 

２２ 介護支援ボランティア制度の充実 ４８ 

２３ シニアリーダーの育成 ４９ 

２４ 高齢者見守りネットワークの構築 ５３ 

２５ 障害者職場実習の促進 ５７ 

２６ 学校支援地域本部の推進 ６４ 

２７ 放課後子ども教室の推進 ６５ 

２８ 家庭教育支援の推進 ６５ 

２９ こどもの参画の推進 ６７ 

３０ 美浜区高校生連携会議の推進 ６７ 

３１ 小学校の模擬選挙の推進 ６７ 

３２ トップスポーツとの連携の推進 ７５ 

３３ 障害者スポーツの推進 ７６ 

３４ 姉妹・友好都市との交流推進 ８２ 

３５ 国際交流ボランティアリーダーの育成 ８２ 

３６ 市民シンクタンクの設置 ８５ 

３７ 地域運営委員会の設置の促進 ８６ 
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No 事 業 名 ページ 

３８ まちづくりポイント付与システムの構築 ８６ 

３９ まちづくり活動団体への助成 ８６ 

４０ 稲毛区模擬投票イベントの実施 ８６ 

４１ 若葉区まちづくり支援 ８６ 

４２ 避難所運営体制の整備 ９６ 

４３ 避難行動要支援者の支援体制の強化 ９６ 

４４ 自主防災組織の結成促進 ９６ 

４５ 地域の防災力の向上 ９６ 

４６ 防災リーダーの育成 ９７ 

４７ 消防団活動体制の充実 １００ 

４８ 応急手当の普及啓発 １００ 

４９ 中央区ご近所防犯 １０５ 

５０ 花見川区地域防犯対策 １０５ 

５１ 美浜区地域防犯力の向上 １０６ 

５２ 地域防犯ネットワークの促進 １０６ 

５３ 消費者教育の推進 １０８ 

５４ 「やってみようよまちづくり」支援 １１１ 

５５ 地域参画型コミュニティバス等導入の推進 １２３ 

５６ オープンデータの推進・ビッグデータの活用 １３４ 

５７ 幕張新都心賑わいの向上 １４０ 

５８ 若葉区の魅力発信 １４６ 

５９ 美浜区の魅力発信 １４７ 

６０ 産業人材の育成 １５１ 

６１ 里山の保全 １６１ 
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６６  用用語語解解説説  

 

一時預かり（Ｐ４２） 

保護者の就労形態の多様化に伴う断続的な保育や、保護者の育児疲れの解消、急病、裁判員等に伴う一時的な

保育などの保育需要に対応する保育のこと。 

 

イノベーション（Ｐ１５１） 

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。 

 

インバウンド（Ｐ１４６） 

訪日外国人旅行 

 

オープンイノベーション（Ｐ１５０、１５２） 

高い技術力や優秀なアイデアを持つ中小企業と未利用特許を持つ大企業とのマッチングを図ること。 

 

 

環境マネジメントシステム（Ｐ２７） 

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。 

 

救急情報共有システム（Ｐ９９、１３５） 

モバイル端末を、全救急隊及び医療機関等に設置することで、医療機関等の入力した受入れ可否等の情報や救

急隊が入力した傷病者情報を、相互にリアルタイムで確認できるとともに、傷病者の傷病や緊急度に応じた受

入れ医療機関を迅速に選定するシステム。 

 

救急ワークステーション（Ｐ４０、９９、１００） 

救急救命士等の救急技術向上のほか、医療機関と消防機関の連携を深め、救急医療体制を強化することを目的

として、救急救命士等が病院内で医師の指導のもと応急処置・救急救命処置等の研修を行うもの。 

 

行政改革推進指針（Ｐ３、７） 

本市を取り巻く中長期的な動向を踏まえた５つの基本方針及び７つの改善・改革の手法を活用して行政改革に

取り組むための基本的な考え方を示すもの。 

 

光化学オキシダント（Ｐ３３） 

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。 
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コミュニティバス（Ｐ１２３、１２４） 

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。 

 

コンベンション（Ｐ１４２） 

会議、集会、大会 

 

 

サイクルツーリズム（Ｐ１４６） 

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（Ｐ２７、２８、９２、１１６） 

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、９） 

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。 

 

里山（Ｐ１５、３５、１１２、１１３、１６０、１６１） 

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（Ｐ１１４） 

住宅としての居室の広さや設備・バリアフリー、ケアの専門家による安否確認と生活相談サービスの提供、契

約条件などの要件を満たした高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅。 

 

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。 

 

障害者グループホーム（Ｐ５６） 

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。 

 

スクールソーシャルワーカー（Ｐ６４） 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地

域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援をする専門家。 

 

スケアード・ストレイト教育技法（Ｐ１０４） 

スタントマンによる歩行者・自転車と、自動車による仮想事故の再現により、交通事故の恐怖を直視する体験

型教育手法。 
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スタートアップ（Ｐ１５０、１５１） 

事業構想がアイデア段階に留まっている者や創業間もない起業家。 

 

スーパーグローバルハイスクール（Ｐ６１、８２） 

国際的に活躍できる人材育成を重点的に行う高等学校等を文部科学省が指定する制度。語学力だけでなく、社

会の課題に対する関心や教養、コミュニケーション能力、問題解決能力などを身に付けたグローバル・リーダ

ーの育成を目指している。 

 

３Ｒ（Ｐ３１） 

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（Ｐ５２） 

地域で、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた資源開発やネットワーク構築の機能を果たす

者。 

 

生物の多様性（Ｐ３５） 

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（Ｐ１１８、１２６） 

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（Ｐ８、４８、５０、５１） 

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（Ｐ９０） 

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。 

 

都市基盤施設（Ｐ１０９） 

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。 

 

特別支援教育（Ｐ６４） 

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。 
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特別緑地保全地区（Ｐ１４） 

「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。 

 

トライアル認定事業（Ｐ１５０、１５１） 

中小企業の優れた商品等の販路開拓を支援するため、市が商品等を認定して PR 等を行うと共に、一部を試験

的に購入し評価を行うことにより、普及の支援を行う。 

 

 

 

 

燃料電池自動車（Ｐ２８） 

水素と空気中の酸素を反応させて発電する燃料電池を搭載し、その電気でモーターを駆動させて走る自

動車のこと。 

 

 

パークマネジメント（Ｐ２１、２３） 

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。 

 

バスロケーションシステム（Ｐ１２３） 

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。 

 

発達障害（Ｐ５５） 

脳機能の発達が関係する生まれつきの障害。自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害な

どがある。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）（Ｐ３３） 

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（Ｐ１０） 

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（Ｐ１００） 

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。 

 

人・農地プラン（Ｐ１５８、１５９） 

集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するため、集落・地域で話し合い決める、農林水産省が作成を推進

している地域農業マスタープラン。 

 

 

な 
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普通会計（Ｐ６） 

地方公共団体間の財政指標を比較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。 

 

 

 

ＭＩＣＥ（Ｐ１４２、１４４、１４７） 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（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、イベント（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などの総称。 

 

マンホールトイレ（Ｐ９２） 

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。 

 

 

ライフサイクルコスト（Ｐ１１７） 

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。 

 

６次産業化（Ｐ１５７） 

地域の第 1次産業とこれに関連する第 2次、第 3次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等により地域ビジ

ネスの展開と新たな業態の創出を行う取組。 

 

 

ワークショップ（Ｐ６８、７７） 

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（Ｐ４２） 

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。 

http://kotobank.jp/word/%E4%BB%95%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%A5%E5%A4%96
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://kotobank.jp/word/%E8%AA%BF%E5%92%8C
http://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E5%88%A5
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E9%BD%A2
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７７  索索引引  

※ゴシック体が本掲ページ、明朝体が再掲ページ 

 

 

ICTを活用した救急業務の推進・・・・・・・・・・・・・・99、135 

青葉病院救急棟の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

青葉病院救急ワークステーションの設置・・・・・・・・・・40、100 

空き家対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 

「あなたにお知らせサービス」の導入・・・・・・・・・・・・・134 

あんしんケアセンターの充実・・・・・・・・・・・・・・・51、48 

 

 

胃がんリスク検査の試行実施・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

いきいきプラザの改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

泉自然公園の魅力向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

磯辺スポーツ広場の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

市場施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154 

市立高校のグローバルスクール化推進・・・・・・・・・・・61、82 

市立病院医療機器の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定・・・・・・・・・・・・30 

稲毛海浜公園の再整備・・・・・・・・・・・・・・・・17、20、145 

稲毛区模擬投票イベントの実施・・・・・・・・・・・・・・86、68 

 

 

雨水貯留施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

海辺の活性化（海浜公園及び人工海浜）・・・・・・・・17、141、145 

 

 

営農指導の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 

ＳＭＳによる保育情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

 

 

応急手当の普及啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

汚水の排除（汚水管渠の整備）・・・・・・・・・・・・・・・・119 

オープンデータの推進・ビッグデータの活用・・・・・・・・・・134 

親子ふれあい本の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

 

 

介護支援ボランティア制度の充実・・・・・・・・・・・・・・・48 

介護人材の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

科学教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 

学力向上サポーターの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

河川の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93、15 

加曽利貝塚の特別史跡指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

学校教育に関する広報・広聴の充実・・・・・・・・・・・・・・64 

学校支援地域本部の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・64、66 

学校施設開放の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

学校施設の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62、92 

学校施設の環境整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

学校適正配置に伴う施設改修・・・・・・・・・・・・・・・・・63 

学校適正配置の推進（小・中学校の統合等）・・・・・・・・・・63 

学校図書館活性化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

学校防犯対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63、106 

家庭教育支援の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

家庭的養護の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

川や海の水質保全（高度処理施設の整備）・・・・・・・・・・・34 

環境学習・環境教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

環境保健研究所の検査機器の整備・・・・・・・・・・・・・40、41 

 

 

企業立地の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150 

救急救命士の養成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

急傾斜地崩壊防止工事の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

QVCマリンフィールドの充実（施設の充実）・・・・・・140、20、75 

狭あい道路の拡幅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 

業務プロセス改革の推進（内部管理システムの導入）・・・・・・135 

橋梁の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91、122 

緊急輸送道路沿道の建築物耐震診断費用の助成・・・・・・・・・92 

 

 

区役所の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 

区役所窓口改革の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 

 

 

ケアマネジメントの充実・・・・・・・・・・・・・・・・・51、48 

景観形成の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 

下水道施設の耐震化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90、119 

下水道施設の地球温暖化対策・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

下水道施設の適正な維持管理（施設の点検・補修）・・・・・・・119 

検見川・稲毛土地区画整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

健康づくりの促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

県道幕張八千代線（実籾 4号踏切）の整備（県事業負担金）・・・128 

 

 

公園施設の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
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公園緑地の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・21、15、94、141 

公園を活用した健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・22、39 

公共施設等の総合的管理の推進・・・・・・・・・・・・・・・・121 

公共施設の吊天井の補強・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

公共施設予約システムの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・134 

航空機騒音測定体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

航空消防防災体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 

耕作放棄地対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158 

交差点の改良・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103、129 

工場・事業所等の緑化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

交通安全施設の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 

公民館の改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

公民館の改築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

公立保育所の改築・改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

高齢者見守りネットワークの構築・・・・・・・・・・・・・・・53 

国際交流ボランティアリーダーの育成・・・・・・・・82、143、147 

国道の整備（国道直轄事業負担金）・・・・・・・・・・・・・・125 

古紙・布類の資源化拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

こてはし学校給食センターの整備・・・・・・・・・・・・・・・62 

こどもカフェの運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

子ども・子育て支援新制度給付対象施設の整備・・・・・・・・・42 

子ども読書活動推進計画（第 3次）の策定・・・・・・・・・・・71 

こどもの参画の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

子どもルームの拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45、43 

ごみ減量・再資源化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

ごみ減量のための「ちばルール」の推進・・・・・・・・・・30、83 

コミュニティセンターの改修・・・・・・・・・・・・・・・87、70 

雇用対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155、83 

 

 

斎園周辺（斎場・平和公園）環境の整備・・・・・・・・・・・・121 

災害時受援計画（地震対策編）の策定・・・・・・・・・・・・・95 

サイクルツーリズムの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 

在宅医療・介護連携の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

在宅介護者支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 

里山の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161、15、113 

サービス付き高齢者向け住宅供給の促進・・・・・・・・・・・・114 

寒川第一土地区画整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

産業人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151、83 

三世代家族同居の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

 

 

ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進・・・・・・・・・124 

ＪＲ千葉駅建替えの促進・・・・・・・・・・・・・・・・139、124 

市営住宅の整備（市営住宅の改善）・・・・・・・・・・・・・・116 

市営住宅の整備（市営住宅の建替え）・・・・・・・・・・・・・115 

市街地液状化対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

次期国際化推進プランの策定・・・・・・・・・・・・・・・81、142 

次期スポーツ推進計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・74 

次期文化芸術振興計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

自主防災組織の結成促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

地震被害想定の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

事前キャンプ誘致の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 

自転車安全利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 

自転車走行環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・103、131 

自転車によるまちづくりの推進・・・・・・・・・・・・・104、132 

市道天戸町横戸町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 

市道川戸町５４号線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 

市道三角町柏井町線（柏井橋）の橋梁架替・・・・・・・・・91、122 

自動車公害防止対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

私道の整備助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118 

市道平川町３０号線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・128 

市道誉田町平山町線の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・127 

市道幕張町２１５号線（花立踏切）の整備・・・・・・・・・・・129 

市道横戸町２３号線の整備・・・・・・・・・・・・・・・117、127 

市道若松町金親町線（千城台東工区）の整備・・・・・・・・・・128 

市内産品の競争力強化・・・・・・・・・・・・・・・・・150、157 

シニアリーダーの育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

市の花・オオガハスの系統保存・・・・・・・・・・・・・・・・26 

姉妹・友好都市との交流推進・・・・・・・・・・・・・・・82、143 

市民ギャラリー・いなげ旧神谷伝兵衛稲毛別荘の改修・・・・・・80 

市民協働による公園管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

市民シンクタンクの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

社会保障・税番号制度導入に伴うサービスの実施・・・・・・・・134 

集客プロモーションの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・146 

住宅防火対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

住民情報系システムの再構築・・・・・・・・・・・・・・・・・135 

主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋梁架替・・・・・・・・91、122 

主要地方道千葉大網線（土気駅北口）の整備・・・・・・・130、128 

主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線の整備・・・・・・・・・・・・・・126 

主要地方道浜野四街道長沼線（大井戸工区）の整備・・・・・・・125 

障害者グループホームの整備・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

障害者職場実習の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 

障害者スポーツの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・76、148 

障害福祉サービス事業所の整備・・・・・・・・・・・・・・・・56 

小学校の模擬選挙の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

小規模多機能型居宅介護事業所の整備・・・・・・・・・・・・・51 

上下水道料金の徴収一元化・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 

浄水場の設備の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 

上水道配水管布設等の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

小中連携教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

消費者教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 
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