
【重点戦略１】自立した“ちば”共創都市圏で、わたしたちが果たす役割の追求

　施策（１）「競争」から「共創」の地域連携へ
事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

ＪＲ京葉線新駅設置の実現に
向けた取組み

幕張新都心の交通機能の強化や分散化を図るため、ＪＲ京葉
線新駅設置の実現に向け、関係者との協議、検討を進める

55,000

グリーンツーリズムの推進

「緑」「里」「農」をキーワードとする農業体験や観光資源
を活用した滞在型余暇活動の促進を図るため、特区民泊施設
の環境整備の助成を行うとともに、里山サイクリングにおい
て実証実験を行うほか、外部人材による戦略的な集客プロ
モーションを推進する。

25,800

地域間連携による夜景観光推
進

夜景観光の推進を図るため、「全国工場夜景サミット」を本
市で開催する。

3,150

【重点戦略２】都市の活力を支える産業の振興と人材の育成

　施策（１）企業立地の一層の促進と、競争力のある産業集積の形成

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

産業用地整備支援
市内で枯渇しつつある産業用地を早期に確保するため、周辺
インフラ整備に係る費用について建設負担金による支援を行
う。

1,000,228

企業立地の促進

税源涵養や雇用創出を図るため、先端技術のドローン関連産
業をはじめとした今後成長が見込まれる幅広い産業を対象
に、企業の立地や立地後の追加投資などに対する助成を行
う。

1,095,608

【新規】
コア産業業界団体等立地促進

先進・重点産業の企業集積を図るため、核となる業界団体を
誘致する。

2,000

　施策（２）市民生活を支える持続性の高い地域経済の構築

中小企業の事業継続支援
中小企業の経営上の課題解決に向け、事業承継講座を実施す
るとともに、事業継続に向けた支援を行う。

4,500

【新規】
商学連携型商品開発

大学等と商業団体との連携による商品開発費の経費を助成
し、商品の付加価値を高め消費を促す。

200

　施策（３）「技術」と「産業」と「資金」をつなぐ仕組み

成長期にある企業の育成支援

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。また、優秀
なビジネスプランの事業化を支援するコンテスト「ベン
チャーカップ」にアグリビジネスやロボット・ＡＩ分野の賞
を新設する。

6,089
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　施策（４）MICEの誘致・観光プロモーションによる世界の観光需要の取り込み

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

【新規】
（仮称）千葉公園ドームの整
備

自転車スポーツの普及を通じ、新たな賑わいを創出するた
め、現千葉競輪場を民間活力により再整備し、国際ルールに
基づく２５０競輪や自転車スポーツ振興に向けた取組みを進
める。

930,204

【新規】
夜間の経済・文化活動の振興

夜間における経済・文化活動の振興を促進し、消費活動を促
すため、実証実験を含めた調査を実施し、効果的な手法を検
討する。

20,100

　施策（５）地域経済を支える人材の育成

【新規】
人材採用力向上支援

市内企業の人材採用力と定着率の向上を図るため、ニーズ調
査を行うとともに､働きやすい職場づくりや、生産性向上に係
る課題抽出と解決策の提案を行うアドバイザーを実証事業と
して企業に派遣する。

9,000

【新規】
産業人材育成

中学生や高校生にとって技術系の職種が将来の職業選択のひ
とつとなるよう、市内のものづくり企業での職場見学や社員
との対話を行うバスツアーなどを実施する。

2,000

【重点戦略３】出産・子育ての希望をかなえ、若い魅力にあふれたまちづくり

　施策（１）妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

発達障害等の早期発見・早期
療育の推進

発達障害者及び家族への支援の充実を図るため、発達障害者
支援センターの人員体制を強化するとともに､市内の医療従事
者に対して、発達障害への対応力向上に資する研修を実施す
る。

606

【新規】
結婚新生活支援

少子化対策の強化並びに若年層の人口流入及び定住促進を図
るため、低額所得者の婚姻に伴う新生活に係る住居費及び引
越費用の一部を補助する。

9,000

　施策（２）充実した教育・保育の提供

子どもルームの整備運営
放課後の遊びや生活の場を提供する子どもルームの整備・運
営を行う。また、待機児童解消に向けた施設整備などを実施
する。

3,063,258

民間事業者による放課後等の
遊びや生活の場の提供への支
援

民間事業者が実施する放課後児童健全育成事業の安定的な運
営を確保し児童の健全育成を図るため、運営事業に要する費
用の一部を助成する。

27,002

子ども・子育て支援新制度給
付対象施設の整備

増加する保育重要に対応するため、国有地を活用した民間保
育園の新設や私立幼稚園の認定こども園の移行に関する支援
を行うとともに、保育園などの開設前に必要となる賃借料が
一定額以上となる場合に、新たな地域を限定して助成するな
ど、施設整備を進める。

1,068,409
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事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

【新規】
保育の質の確保

保育園などを対象に、一定期間職場を離れ、研究などを行う
「サバティカル研修」を、保育士を養成する市内の三短大と
の連携により実施する

2,800

【新規】
スクール・サポート・スタッフ
配置

地域の人材を活用し、学習プリントの印刷などを、教員に代
わって行うサポートスタッフを配置する。

4,074

小学校英語教育の充実

学習指導要領改訂による、小学校英語の教科化などに対応す
るための学習環境整備として、外国人講師の配置を拡充する
とともに、英語教育支援員（イングリッシュ・サポーター）
を新たに配置する。

66,462

放課後こども教室の推進

放課後施策を総合的・計画的に推進するため、放課後子ども
プランを新たに策定するとともに、放課後子ども教室・子ど
もルーム一体型事業のモデル校拡大に向けた開設準備を行う
など、支援体制を強化する。

77,695

　施策（３）ダイバーシティ（多様性）と男女共同参画の推進

【新規】
啓発シンポジウムの開催
（ダイバーシティ推進）

多様な人材が持つ個性と能力を発揮できる社会をめざしダイ
バーシティを推進するため、新たに啓発シンポジウムを開催
するとともに、市内企業などとの連携を強化する。

954

地域生活支援拠点整備
障害者や障害児が住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、モデル的に緊急時の受入れを想定した居室を確保する。

12,500

　施策（４）若さにあふれた活気あるまちづくり

大規模音楽イベント出場支援
若者の文化芸術への参加を促進するため、市内開催の大型
ロックフェスの出場権をかけたオーディションを実施する。

1,000
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【重点戦略４】高齢者が心豊かに暮らせるまちづくり

　施策（１）地域包括ケアシステムの構築・強化

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

在宅医療・介護連携の推進
在宅医療と介護の一体的な提供及び連携の強化を図るため、
「在宅医療・介護連携支援センター」を新たに設置する。

26,352

生活支援サービスの充実
（生活支援体制の整備）

中央区において、地域で高齢者を支え合う体制づくりを行う
生活支援コーディネーターを、モデル的に日常生活圏域ごと
に配置する。

47,209

介護ロボットの普及促進
介護従事者の負担軽減のため、大学やメーカーなどとの連携
により、介護ロボットの普及促進に向けた取組みを行う。

3,289

　施策（２）健康づくりの推進による健康寿命の延伸

100年を生きる健やか未来都
市の実現

健康寿命を延伸し、誰もが健康でいきいきと暮らせる社
会を実現するため、今後、重点的に取り組む項目につい
て、広報・啓発活動を行う。

3,000

【新規】
禁煙の支援

子どもや妊婦への受動喫煙による健康被害を防止するため、
禁煙治療費の一部を助成する。

2,600

　施策（３）アクティブシニアの活躍推進

シニアリーダーの育成
介護予防に役立つ体操教室などを開催するシニアリーダーの
活動を支援するため、シニアリーダー教室運営経費に対する
助成制度を創設する。

20,828

【重点戦略５】都市資源を活用し、ひととひととがつながるまちづくり

　施策（１）都市のコンパクト化により活力を生み出す地域空間の形成

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

JR千葉駅西口地区市街地再開
発

千葉都心の土地の高度利用及び都市機能の更新を図るため、
Ｂ工区の再開発ビルやペデストリアンデッキなどの整備を進
める。

157,800

JR千葉駅東口地区市街地再開
発

再開発組合が行う市街地再開発事業に対して、事業費の一部
を助成する。

294,000

【新規】
JR稲毛駅東口地区のまちづく
り

ＪＲ稲毛駅東口周辺における駅前広場などを含めた一体的な
まちづくりを行うため、実態調査を実施します。

5,000

【新規】
千葉公園の再整備

千葉公園の魅力向上や周辺地域の活性化のため、公園全体の
再整備に向けたマスタープランを策定する。

18,000
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　施策（２）ネットワーク化の促進による、地域の拠点づくり

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

自主防災組織の育成

自主防災組織の育成強化を図るため、各種助成を行うほか、
防災・減災に必要な知識や技術をもったリーダーを養成する
防災ライセンス講座などの開催や防災アドバイザーを派遣す
る。

19,655

主要幹線街路整備（塩田町誉
田町線）

・塩田町地区
　地域高規格道路の一部を構成する区画の整備を進める。
・誉田町地区
　大網線のバイパス的役割と市東南部の交通需要に対応する
整備を行う。

448,000

　施策（３）幕張新都心の競争力の向上

国家戦略特区の推進
民間主導による近未来技術の実証実験を実施するとともに、
その他国家戦略特区を活用した規制緩和事業を推進する。

9,000

【新規】
海浜幕張駅北口駅前広場周辺
の再編整備

海浜幕張駅の交通結節点としての機能強化を図り、利用者の
円滑な移動と利便性の向上を図るため、駅前広場の再編に着
手する。

16,000

【重点戦略６】千葉市を知り、そして好きになる仕組みづくり

　施策（１）都市アイデンティティの確立

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

都市アイデンティティの確立

４つの地域資源の魅力を伝える映像を使ったプロモーション
活動を実施するとともに、千葉常胤生誕900年記念行事や第2
回千葉氏サミットを開催するほか、千葉開府900年に向けた
行動計画を市民団体と協力して策定する。

19,554

オオガハスの普及啓発
市の花「オオガハス」制定25周年を記念した講演会の開催や
「オガハスＰＲアクションプラン」を策定するとともに、市
内小学校へのオオガハス分根などを実施する。

8,000

海辺の活性化

海辺のグランドデザインに基づき、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るとともに、まちづくり団体
などで構成する「海辺の活性化検討会」が実施する事業に対
し支援を行うほか、稲毛海浜公園検見川地区における景観形
成や環境整備の検討を行う。

7,000

稲毛海浜公園施設リニューア
ル

海辺に立地する稲毛海浜公園の持つポテンシャルを最大限に
活かし、より多くの来園者で賑わうよう、民間活力導入によ
る施設のリニューアルを推進する。

1,880,280

特別史跡加曽利貝塚の魅力向
上

加曽利貝塚の魅力や重要性を知ってもらうため、縄文体験や
イベントを実施するとともに、加曽利貝塚の史跡整備や縄文
貝塚文化の研究を進める。

133,993
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　施策（２）市民全員参加のまちづくり

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

【新規】
地域ポイント制度の導入

市民公益活動及び健康維持・増進活動の促進のため、民間と
連携した利便性の高い地域ポイント制度の導入に向けた実証
実験を行う。

25,000

地域運営委員会の設置促進
住民同士の助け合い、支え合いによる持続可能な地域運営が
行われるよう、地域運営委員会の設立及び活動を促進する。

13,299

　施策（３）「時間を返す」市民サービスの実現

【新規】
特殊車両通行許可の迅速化

特大トラックなどの通行に際し、事業者が交通許可申請書を
作成するために必要な道路情報データベースの整備を進め、
事業者の負担を軽減させるとともに、通行許可の迅速化を図
る。

5,000

千葉市認定道路網図システム
の高度化

千葉市認定道路網図システムを改修し、公共基準点の情報を
ホームページに公開する。

3,000

【重点戦略７】未来へと引き継がれる「オリンピック・パラリンピック・レガシー」の創出

　施策（１）有形・無形の「レガシー」の、未来への承継

事業名 事業の概要 Ｈ30年度予算

東京オリンピック・パラリン
ピック開催に向けた普及イベ
ントの実施

大会開催に向けた機運の醸成を図るため、2年前イベントな
どの普及イベントを開催する。

27,538

東京オリンピック・パラリン
ピック開催に向けた都市ボラ
ンティア体制づくり

大会開催時に駅や観光地などで交通・観光を案内などを行う
「都市ボランティア」の体制を構築する。

26,000

東京オリンピック・パラリン
ピック会場周辺のバリアフ
リー化

駅から会場までの歩道の段差解消やエレベーター設置などを
実施する。

608,000

オリンピック・パラリンピッ
ク教育の推進

東京2020大会を契機に、道徳教育用教材の作成や授業におけ
るパラスポーツの実施、パラスポーツの試合観戦など、多様
性理解の力をはぐくむための教育を推進する。

19,800

　施策（２）パラリンピックを通じた共生社会の実現

障害者スポーツの推進とパラ
リンピックの機運醸成

障害者を対象としたスポーツ体験会の実施や、障害の有無に
関わらずスポーツに親しむことのできるスポーツ交流会を実
施するとともに、パラリンピアンによる学校訪問や体験会な
どを行う。

43,035

障害者理解の促進
障害への理解や共生社会に向けた意識の醸成を図るため、市
内の小学校において、障害者が自らの体験などを語る講話を
拡充します。

556
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