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１ 202２年度の主なプロジェクト



政令指定都市移行３０周年
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●区役所の設置
6か所の区役所が設置され、市役所で

しかできなかった、日常生活に密着し
た手続きやサービスが、身近な区役所
で行われるようになりました。

●市議会議員選挙
市全体で選出されていた市議会議員

は、区単位で選出されるようになり、
より地域に密着した意見が市政に反映
されやすくなりました。

●きめ細かな子育て支援
県と市が別々に提供していた、妊

娠から乳幼児期までの行政サービス
を、区保健福祉センターや児童相談
所などで、市が一体的に提供できる
ようになりました。

●地域の実情に応じた市街地整備
千葉駅周辺をはじめ、市内の多

くの場所で地域の実情に応じた計
画的な市街地形成が進みました。
都市計画などを決定する権限が県
から移譲されたことから、今後さ
らに政令市にふさわしいまちづく
りを進めていきます。

政令市移行による千葉市の主な変化

主な取組み

●学級編成や教職員の配置
市立小・中・特別支援学校の学級編

成や教職員の配置などを決められるよ
うになり、市民ニーズに応じた教育を
提供できるようになりました。

●認定こども園の認可・許可
県が行っていた、認定こども園の

認可・許可を市が行うようになりま
した。

千葉市は、1992年4月1日に全国12番目の政令指定都市（政令市）に移行してから30

周年を迎えました。これにより６区が設置されるなど、市民サービスや暮らしやすさが
向上してきました。
今後も皆さんとともに、魅力あるまちづくりを進めていきます。



政令指定都市移行３０周年
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●未来のまちづくりに向けて
市では、R5年度から始まる新しい基本計画（市全体のまちづくりの方向性を示した計画）の策定

を行っています。
これまでに、千葉市100人未来会議や、市民の皆さんが研究し政策提言を行う千葉市まちづくり未

来研究所などでいただいたさまざまな意見を踏まえながら、R4年度中に計画を策定します。

【担当課】政策企画課／043-245-5046

●政令市移行30周年記念動画
千葉市の政令指定都市移行30周年を記念して、千葉市育ちのタレント小島よしおさんと神谷市長の

スペシャル対談を実施しました。
政令市移行による市民サービスの変化、未来のまちづくりについて2人が熱く語り合います。ホーム

ページにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。

千葉市 政令市 30周年 🔍

●政令市移行30周年記念フォトコンテスト
インスタグラムを活用したフォトコンテストを開催します。

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

R4年度主要事業

主な取組み

今後のまちづくりに向けて

主な取組み

政令指定都市移行30周年に係るお知らせ

●千葉ロッテマリーンズ・㈱ZOZOと連携し、政令指定都市30周年をPRします！！
千葉市は政令指定都市30周年を、千葉ロッテマリーンズは千葉市移転30周年を迎えました。
この大きな節目を多くの方に知っていただくことを目的とし、記念コラボポロシャツ、リーフレットの

販売など、㈱ZOZO・㈱千葉ロッテマリーンズと連携した取り組みを実施します。

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660



新型コロナウイルス感染症対策
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：
感染者等への対応

主な取組み

●保健所の体制確保

新型コロナウイルス感染症流行に伴う業務の増大に対応する

ため、R3年度に引き続き、外部委託等を活用し、保健所の体制を

確保

●軽症者等の宿泊療養施設の確保

重症患者を優先し、限られた医療資源を有効活用するため、

軽症患者・無症状感染者の療養施設を確保（酸素ステーション

を含む）

●軽症者等の自宅療養支援

パルスオキシメーターの貸し出し、配食サービス、健康観察

センター運営、医療提供支援等を実施

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や経済の回復、市民生活の
支援に向けた取組みを推進します。

●PCR検査体制の確保

必要な検査需要に対応できるよう､医療機関に加え保健所に

おいて検体採取を行うとともに､環境保健研究所で検査を行う

ほか、医療機関で実施する検査についても、医療保険適用検

査に係る患者自己負担分を公費で負担

●感染症入院医療費公費負担

新型コロナウイルス感染症による入院費用について、医療

保険が適用される患者自己負担分を公費で負担

●高齢者施設等PCR検査

感染リスクが高い高齢者施設等における感染拡大を防止す

るため、従事者に対するPCR検査を実施するとともに、新規入

所者の検査に要する費用を助成

【担当課】医療政策課／043-245-5207

【担当課】介護保険事業課／ 043-245-5068
障害福祉サービス課／043-245-5174
保護課／043-245-5241

【担当課】医療政策課／043-245-5204

【担当課】医療政策課／043-245-5739



： 感染拡大防止

主な取組み

●介護施設等における感染拡大防止対策支援

施設での感染症拡大を防止するため、簡易陰圧装置の設置

や、家族との面会室整備に加え、生活空間等の区分け（ゾー

ニング）に要する費用の一部を助成

●地域公共交通における感染防止対策支援

路線バスやタクシー等の公共交通事業者に対し、感染防止

対策に要する費用を助成

●区役所窓口混雑状況配信システム改修

区役所窓口の混雑緩和のため、混雑状況のインターネット

配信などに加え、来所日時をオンライン予約できる機能を追加
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●電子書籍サービスの実施

図書館に来館することなく自宅などで読書が可能となる電

子書籍について、利用者サービス向上のため、蔵書数を拡充

●動物公園入園券オンライン決済等導入

動物公園の魅力・集客力向上を図るとともに、入園券購入

時等の三密回避のため、オンラインサービスを充実

●新型コロナウイルスワクチン接種

希望する方が円滑にワクチンの接種を受けられるよう、接

種体制を確保

新型コロナウイルス感染症対策

【担当課】区政推進課／043-245-5134

【担当課】交通政策課／043-245-5351

【担当課】動物公園／043-252-7566

【担当課】中央図書館課情報資料課／043-287-3980

【担当課】介護保険事業課／ 043-245-5256
障害福祉サービス課／043-245- 5174

【担当課】医療政策課／043-245-5872

新規
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：
経済の回復

主な取組み

：
市民生活の支援

主な取組み

●中小企業者事業継続支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少が生じ

た中小企業者等の支援のため、事業継続支援金を支給

●トライアル発注認定

商品の見本市や商談会のオンライン開催の増加を踏まえ、

出展時に必須となる商品動画を作成し、販路拡大を支援

●就職氷河期世代就労支援

新型コロナウイルス感染症の影響による職種変更を希望す

る者などの就職氷河期世代の雇用を促進するため、企業と求

職者のミスマッチ解消に向けた取り組みを実施

●ハイブリッド型MICE開催促進支援
ハイブリッド型の会議・展示会等を開催する主催者を支援

●在宅高齢者・障害者へのサービス継続支援

新型コロナウイルス陰性の濃厚接触者への在宅サービス継

続を支援するため、訪問サービス等を提供した事業所等に対

し、支援金を支給

●夜間・休日の心のケア相談

新型コロナウイルス感染症の影響による心のケアに関する

相談に対応するため、夜間休日の電話・SNSによる相談体制

をR3年度に引き続き確保

●女性のためのつながりサポート

コロナ禍で困難・不安を抱える女性を支援するため、新た

に相談会等を実施

●生活困窮者自立支援相談支援

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕

事相談センター」を新たに美浜区に開設するとともに、相談

件数の増加に対応するため、支援員を増員

新型コロナウイルス感染症対策

【担当課】保護課／043-245-5188【担当課】精神保健福祉課／043-238-9972

【担当課】介護保険事業課／043-245-5068

【担当課】雇用推進課／043-245-5278

【担当課】観光MICE企画課／043-245-5282

【担当課】男女共同参画課／ 043-245-5060

【担当課】産業支援課／043-245-5277

【担当課】産業支援課／043-245-5284



分野１「環境・自然」
～気候変動に対応し、豊かな自然と共生する持続可能なまちを実現します～

： 自然保護対策

主な取組み

●大草谷津田いきものの里事業の推進
●谷津田の保全
●有害鳥獣対策
●谷津田の森林整備 等

身近な自然とふれあえる環境を提供するため、谷津田の保全や
生物多様性に関する施策を推進するとともに、有害鳥獣対策も行
います。

【担当課】環境保全課／ 043-245-5195

： 新清掃工場（北谷津用地）整備の推進

主な取組み

●旧北谷津清掃工場解体
●新清掃工場の建設
●環境影響評価
●土壌汚染処理対策

3用地で2清掃工場を運用する体制へ移行し、北谷津清掃工場跡
地を活用した安全で環境に優しい新清掃工場の整備を計画的に進
めていきます。

【担当課】廃棄物施設整備課／043-245-5243
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： 地球温暖化対策の推進

主な取組み

●地球温暖化対策実行計画の策定
●再生可能エネルギー等導入の推進
（市民に向けた新規の取組）

・電気自動車+太陽光発電セット購入費助成
・集合住宅向け電気自動車充電設備設置費助成
（事業者に向けた新規の取組）
・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）普及促進
・省エネ最適化診断支援

気候変動に対する意識を共有し、立ち向かう行動を促進するため、
地球温暖化対策に関する施策を推進します。

【担当課】環境保全課／ 043-245-5504

完成イメージ図

新規

新規

大草谷津田いきものの里

： ごみ減量・資源化推進

主な取組み

●二次電池拠点回収・再資源化
●プラスチックごみ削減推進
●食品ロス削減普及啓発（エコレシピ動画）
●年齢層別の啓発
●学校給食残渣再資源化モデル
●ごみ減量イベントでのＰＲ

焼却ごみの多くを占める生ごみなどの減量・再資源化を推進する
とともに、市民や事業者に向けて焼却ごみの更なる削減について
の積極的・効果的なＰＲ活動を展開します。

【担当課】廃棄物対策課／043-245-5379

学校に設置した生ごみ処理機

新規
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： 塵芥収集運搬

主な取組み

分野１「環境・自然」
～気候変動に対応し、豊かな自然と共生する持続可能なまちを実現します～

家庭ごみの分別徹底について、周知・啓発するとともに、効率的
な収集を推進します。

●家庭ごみ、粗大ごみ収集
●剪定枝等再資源化
●環境事業所へのキャッシュレス決済の
導入
●家庭ごみチャットボットによる分別啓発

新規

剪定枝等の排出イメージ

【担当課】収集業務課／043-245-5246

：
千葉公園の再整備

主な取組み

●ドーム前広場の整備
●民間活力導入による
賑わいエリア（野球場跡地）の整備

千葉公園の魅力向上や周辺地域の活性化のため、千葉公園再
整備マスタープランに掲げた「人が集まり まちを育てる 都心のオ
アシス」の実現に向け、公園全体の再整備を進めます。

【担当課】緑政課／043-245-5789
千葉公園再整備のイメージ

： 動物公園リスタート構想の推進

主な取組み

●トイレ改修 2か所
●動物科学館学習施設改修実施設計
●動物公園オンラインチケットシステム導入
●デジタルコンテンツ制作・配信強化のための
機材の導入

「動物公園リスタート構想」に沿って園の再生を図るため、施設改
修及び各種事業を展開します。

【担当課】動物公園／043-252-7566

新規

新規

新規

：花見川を活かしたまちづくり

主な取組み

●UR都市機構や民間企業と連携し、
以下のイベントの企画及び同時開催
・花見川上流域でのカヤック体験
・花見川団地商店街イベント
・花島公園、花見川サイクリングコー
スなどの地域資源を取り込んだイベント

花見川を活かしたまちづくりを進めるため、河川空間と花島公園、
花見川団地周辺の魅力創出のための社会実験を行います。

【担当課】都市政策課／043-245-5333
緑政課／043-245-5772

ｶﾔｯｸ体験 (社会実験)の様子

新規



分野１「環境・自然」
～気候変動に対応し、豊かな自然と共生する持続可能なまちを実現します～

11

： オオガハスの魅力発信

主な取組み

●開花70周年記念フォーラム開催
●蓮華亭常設展示リニューアル
●系統保存栽培維持管理

オオガハスの開花70周年に向けて情報発信の強化やイベントの
充実を図り、都市アイデンティティとしての魅力を広く発信します。

【担当課】緑政課 緑と花の推進室／043-245-5775

千葉公園のオオガハス

：

1951年（昭和26年）、東京大学検見
川厚生農場（現東京大学検見川総合
グラウンド）でハスの実3粒が発掘され
ました。

そのうち一粒は順調に成長し、翌年
7月18日に開花しました。

今年は開花70周年の年を迎えるに
あたり、さらにオオガハスを内外にPR
していきます。

オオガハス開花70周年

大賀博士と開花したオオガハス
（千葉市立郷土博物館所蔵）



分野２「安全・安心」
～災害など様々なリスクに対応し、安全・安心に暮らせるまちを実現します～

： 地震時における下水道施設機能の確保

主な取組み

●管渠の耐震化 8.17km
●処理場・ポンプ場の耐震化
●マンホールトイレの設置 20か所

大規模な地震発生時における下水道機能を確保するため、下水
道施設の耐震化を進めるほか、避難所へのマンホールトイレの設
置を進めます。
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新庁舎の整備

主な取組み

総合防災拠点となる新庁舎の整備と共に、什器調達や移転など
開庁に向けた準備を進めます。災害時の的確な意思決定や迅速な
情報発信のため、防災情報を一元的に管理する総合防災情報シス
テムを構築します。

【担当課】下水道整備課／043-245- 5611
下水道施設建設課／043-245-5443

●新庁舎整備（総合防災拠点）
（供用開始予定：令和5年度）
・新築工事
・新庁舎開庁準備支援業務 等

●総合防災情報システムの構築
R3～ システム構築
R5 新庁舎危機管理センターにおいて

稼働開始予定
【担当課】新庁舎整備課／043-245-5044

防災対策課／043-245-5113

新庁舎外観

●活動支援補助金 125か所
●避難所開設・運営動画作成
●自主防災組織訓練支援
・スタンドパイプ、煙体験ハウスの整備

： 避難所運営委員会・自主防災組織の活動支援

主な取組み

【担当課】防災対策課／043-245-5113

新規

耐震化
施工前

耐震化
施工後

避難所開設・運営動画

避難所運営委員会の活動に要する経費を助成するほか、感染
症対策を含む避難所開設・運営を解説する動画を製作します。また、
自主防災組織の訓練を支援する資機材を整備します。

： 電線共同溝整備（無電柱化の推進）

災害時における電気、通信などのライフラインの安全性・信頼性
の向上及び電柱の倒壊などによる二次災害の防止を図り、災害に
強いまちづくりを進めるとともに、安全で快適な歩行空間の確保を
図るため、無電柱化を実施します。

●無電柱化の推進
・青葉町地区
(千葉大網線他2路線)
本体工事の施工

・幕張地区
(若葉5号線他2路線)
本体工事の施工

整備事例(市道栄町1号線)

整備後整備前

【担当課】土木保全課 ／043-245- 5396
中央・美浜土木事務所維持建設課／043-232-1153

主な取組み



分野２「安全・安心」
～災害など様々なリスクに対応し、安全・安心に暮らせるまちを実現します～

：
屋根耐風診断・改修助成

主な取組み

： 防災ラジオの更新

主な取組み

●設置個所
公民館
R3：12個所 → R4：47個所
（全公民館に設置拡充）

：

主な取組み
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【担当課】防災対策課／ 043-245-5113

【担当課】環境保全課／043-245-5199
危機管理課／043-245-5136

●活動内容
・平常時：イベント等におけるＥＶ等の普及啓発
・災害時：停電により電力が必要な避難所等への

給電活動
●登録対象者：EV等を所有する市内在住者
●対象車両（外部給電が可能な以下の自動車）
・電気自動車（EV）、プラグインハイブリッ

ド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）

デジタルサイネージによる災害情報などの配信

主な取組み

災害時に避難所となる公民館において、災害情報を配信する
ほか、平常時には市政情報等の配信を行うデジタルサイネージ
の設置個所を拡充します。

●屋根耐風診断助成 30件
補助率：2／3
上限額：2.1万円

●屋根耐風改修助成 30件
補助率：23％
上限額：55.2万円

【担当課】建築指導課／043-245-5836

令和元年房総半島台風による被害
出典：関東地方整備局ホームページ

（https://www.mlit.go.jp/common/001354162.pdf）

公民館でのデジタルサイネージ

「災害に強いモデル都市」を実現するため、災害等による停
電時に市民が所有する電気自動車（EV）等で、支援を必要とす
る人や施設に電力を届ける共助の取り組みを実施します。

強風による住宅屋根の被害を防止し、市民生活の安全を確保す
るため、既存住宅の瓦屋根の耐風診断及び耐風改修に係る費用
の一部を助成します。

新規 EVサポーター制度 新規

防災行政無線のデジタル化に伴い町内自治会などへ配付した防
災ラジオが緊急情報を受信できなくなるため、コミュニティFM
「SKYWAVE FM 89.2MHz」経由で緊急情報を受信し、自動起動する
ラジオを導入します。

●町内自治会などへの配付（更新）
1,900台

●私立幼稚園への配付（更新）
58台

●民間保育施設などへの配付（新規）
364台

【担当課】防災対策課／043-245-5113
防災ラジオ

FCVによる外部給電

https://www.mlit.go.jp/common/001354162.pdf


分野２「安全・安心」
～災害など様々なリスクに対応し、安全・安心に暮らせるまちを実現します～

： 防犯カメラ設置

主な取組み

犯罪抑止効果を高め、安全で安心なまちづくりを推進するため、
JR駅周辺に防犯カメラの設置を進めます。また、町内自治会など
が設置する防犯カメラに係る経費の一部を助成します。
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：

主な取組み

【担当課】地域安全課／043-245-5264

●運用台数 60台 → 68台
（西千葉駅、稲毛海岸駅周辺に設置）
●補助台数 30台 → 40台

補助率 1／2 → 3／4
上限額 20万円 → 30万円

：
通学路の安全対策

主な取組み

学校・警察・道路管理者による合同点検結果に応じた対策工事を行
います。

●路肩カラー化整備 48km
●防護柵の設置
●路面標示の設置
●車止めの設置

【担当課】土木管理課／043-245-5389
土木保全課／043-245-5396
各土木事務所

路肩カラー化整備状況

繁華街客引き対策

●指導員の配置 9名
●条例の周知・啓発

【担当課】地域安全課／043-245-5264

新規

市民や来街者が安心して通行できる環境を確保するため、指導
員を雇用し、客引き行為等禁止区域での指導を行うほか、警備会
社による街頭啓発など、条例の周知啓発を実施します。



分野３「健康・福祉」
～みんながいきいきと、健やかに安心して暮らせるまちを実現します～

：
新病院整備

主な取組み

●新病院概要
所在地：美浜区若葉3丁目
階 数：地上5階
病床数：333床

●今後のスケジュール
R3～ 実施設計
R5～ 建設工事(R7年度竣工見込)

海浜病院に代わる新病院の整備に向け、実施設計及び建設用地
取得などを行います。

【担当課】病院局経営企画課／043-245-5741

： 動物愛護の推進

主な取組み

動物愛護を推進するため、地域猫活動の推進に係る事業を拡充
するほか、動物保護指導センターの機能強化を図ります。また、引
き続き、動物行政などのあり方について検討を進めます。
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：
禁煙の支援

主な取組み

●助成対象者
R3 ：妊婦と同居または15歳以下の

子どもと同居する市民
R4 ：千葉市に住民登録のある方
補助率 1／2 → 10／10
上限額 1万円

喫煙及び受動喫煙による健康被害を防止するため、禁煙外来治
療費助成の対象者及び補助率を拡大するとともに、普及啓発を実
施します。

【担当課】健康推進課／043-245-5794 

：
生涯現役応援センター運営

主な取組み

●相談員
R3 ： 2人 → R4 ： 3人（1人増）

●出張相談回数
R3 ： 36回 →  R4 ： 100回（64回増）

シニア層の社会参加による生きがいづくりを支援するため、就労、
ボランティア・地域活動に関する情報提供や相談に応じるほか、移
行や技能等に応じたマッチングを行います。

【担当課】 高齢福祉課／043-245-5169

●ボランティア活動支援
・飼い主のいない猫の不妊去勢手術
の拡充 300頭 → 360頭

●動物保護指導センターの機能強化
・電話対応スタッフの配置
・手術用医療機器の購入

●動物行政などのあり方検討
・懇談会の開催

【担当課】生活衛生課／043-245-5215
動物保護指導センター／043-258-7817

「受動喫煙のない社会
を目指して」ロゴマーク

新病院完成イメージ

相談の様子



：
発達障害者支援の充実

主な取組み

●療育センター運営
心理判定員 R3 ： 4人 → R4 ： 6人

●発達障害者支援センター運営
巡回相談員 R3 ： 2人 → R4 ： 4人

発達障害の可能性がある児童を早期に発見し早期療育につなげ
るため、支援体制を強化します。

【担当課】障害者福祉サービス課／043-245-5227
障害者自立支援課／043-245-5175

： 重度強度行動障害支援

主な取組み

重度強度行動障害者の施設入所を促進し、本人と家族が必要な
支援を受けられる体制を整えるため、民間施設が受け入れに要す
る費用を助成します。
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：
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

主な取組み

●配置場所
R4：花見川区・若葉区 各3人

●実施内容
・高齢者に対する個別支援
・通いの場等でのフレイル予防の普及啓発

フレイルが疑われる高齢者に対する保健指導などの支援や、通
いの場等への積極的な関与を進めるため、各区保健福祉センター
に医療専門職を配置します。

【担当課】健康推進課／043-245-5146

：
コミュニティソーシャルワーカーの配置強化

主な取組み

●コミュニティソーシャルワーカー
R3：10人 → R4：12人（2人増）

様々な困りごとを抱える方やその家族を支援するとともに、地域
が主体となり課題を解決する力を高めるため、千葉市社会福祉協
議会のコミュニティソーシャルワーカーを増員します。

【担当課】 地域福祉課／043-245-5158

●対象経費
支援員加配に要する経費

●補助単価
14,430円／日（1人あたり）

【担当課】障害福祉サービス課／043-245-5174

新規

新規

分野３「健康・福祉」
～みんながいきいきと、健やかに安心して暮らせるまちを実現します～

療育センター外観
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： 生活困窮者自立相談支援

主な取組み

●設置場所 R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区 → R4：美浜区に開設し全区で実施
開設時期 R4年9月予定、自立相談支援員 R3：29人→R4：31人（2人増）、アウトリーチ支援員 R3：4人→R4：6人（2人増）

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕事相談センター」を新たに美浜区に開設するとともに、相談件数の増
加に対応するため、支援員を増員します。

【担当課】保護課／043-245-5188

地域包括ケアシステムの構築・強化の推進

主な取組み

●あんしんケアセンターの充実
・高齢者人口の増加に対応するため、あんしんケアセンターに配置する包括3職種を増員するとともに出張所を増設
●若年性認知症支援
・若年性認知症の方やその家族、若年性認知症の方を雇用する企業等への支援を新たに実施
●病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修
・高齢者と接する機会の多い、診療所や介護事業所等の医療従事者に対し、認知症の人の状況に応じた適切な対応等について研修を実施
●在宅医療・介護連携推進
・医療・介護資源情報の一元化を図り、必要なサービスを速やかに市民・事業者に情報提供できる情報サイトを開設
●特別養護老人ホーム整備費助成
・社会福祉法人等による特別養護老人ホームの整備に対し助成
●介護施設等の新規整備を条件に行う既存施設の大規模修繕等
・高齢者の増加に伴う受け皿の整備量拡大と、老朽化した施設の修繕を同時に進めるため、介護施設等の新規整備を行った法人に対し、
他の施設の大規模修繕等に要する費用の一部を助成
●高齢者等階段昇降支援
・階段昇降が困難な高齢者等の外出支援や、在宅復帰、家族などの介護負担軽減を図るため、階段昇降機を活用した支援を行う訪問介
護事業者等に、導入等に要する費用を助成

新規

新規

新規

新規

分野３「健康・福祉」
～みんながいきいきと、健やかに安心して暮らせるまちを実現します～

【担当課】 地域包括ケア推進課／043-245-5267
在宅医療・介護連携支援センター／043-305-5021

介護保険事業課／043-245-5256
高齢福祉課／043-245-5166



分野４「子ども・教育」
～夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子どもたちが育つまちを実現します～
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： 保育の質の確保

主な取組み

●園庭の無い民間保育園へのキッズガード の配置
●キッズゾーンの整備（稲毛駅周辺）
●民間保育園等巡回指導員配置

（栄養士資格指導員1人 → 2人）
●各種研修実施

保育の質の確保を図るため、引き続き各種研修等を行うとともに、
栄養士巡回の配置を拡充します。また、児童の事故を未然に防ぐ
ため安全対策を行います。

【担当課】幼保運営課／043-245-5726

：
ヤングケアラー支援体制強化

主な取組み

●参加者
学校関係職員、保育所・幼稚園職員、

子育て支援関係施設職員、
介護・障害支援関係機関職員 等

●開催回数
年3回

ヤングケアラーに関する支援体制を強化するため、福祉・介護・
医療・教育などの関係機関の職員がヤングケアラーについて学ぶ
ための研修を行います。

【担当課】こども家庭支援課／043-245-5608

新規 ： 里親制度の推進

主な取組み

●里親養育包括支援
・心理的訪問支援：1人

●里親サポーター制度
・育児・家事支援、学習支援
・それぞれ週1回（2時間/回（無料））

●里親委託前養育等支援
・調整期間中の生活費等：5,196円／日（上限）
・研修参加交通費 ：3,490円／日（上限）

●里親活動個人賠償責任保険加入

里親の負担軽減を図るため、様々な援助・支援を行います。

【担当課】こども家庭支援課／043-245-5608
東部児童相談所／043-277-8820

新規

新規

新規

新規

新規

： 産後ケア事業

主な取組み

●宿泊型 6泊7日まで
●訪問型 7回まで
●日帰り型 7回まで

●利用できる方
市内在住で体調や育児に不安がある
産後4か月まで（5か月未満）の母子

産後の母子ケアを充実するため、宿泊型・訪問型に加え、日帰り
型を導入します。

【担当課】健康支援課／043-238-9925

R３里親パネル展示



分野４「子ども・教育」
～夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子どもたちが育つまちを実現します～

： 学校における性暴力対策

主な取組み

●子どもを性暴力から守る仕組みの強化
（危機対応チームの設置等）
●生命（いのち）の安全教育推進
●電話・無料手紙相談「子どもにこにこ
サポート」の実施

子どもが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないように、生
命の尊さ等を学ぶための教育活動の充実、相談体制の強化を進め
るとともに、子どもを性暴力から守る仕組みを構築します。

【担当課】教育職員課／043-245-3008
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：
公立夜間中学設置

主な取組み

●今後のスケジュール
R4.4 ～ 開校準備（指導計画策定等）
R4.8 ～11 入学説明会
R5.2 ～ 入学生徒説明会
R5.4 開校予定

義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方や、様々な事情
により十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方に対応
するため、夜間中学校を設置します。

【担当課】教育委員会企画課／043-245-5911

：

主な取組み

●R4年度より中央区で業務開始
●R5年度の花見川区、稲毛区での業務開始に向けて、
R4年度中に整備を実施

子どもとその家庭、妊産婦等に対する支援を充実するため、
各区に子ども家庭総合支援拠点を整備します。

【担当課】こども家庭支援課／043-245-5608

子ども家庭総合支援拠点運営・整備 新規： 新児童相談所基本計画策定

主な取組み

●現施設内で2所化体制開始
●新たな児童相談所開設に向けた
基本計画策定

R9 供用開始予定

増加、複雑・困難化する児童虐待に適切に対応するため、新たな
児童相談所開設に向け基本計画を策定します。

【担当課】東部児童相談所／043-277-8820

新規

新規

新規

現在の児童相談所



分野４「子ども・教育」
～夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子どもたちが育つまちを実現します～

：
ネットパトロール

主な取組み

●AI等を用いたネットパトロールの実施
・千葉市内の小・中・高等学校を中心に

インターネット上の巡回をする
（217校）

・ネット安全教室の開催
・専門事業者への業務委託

青少年がインターネットを通じた犯罪の加害者・被害者にならない
よう、学校及び関係機関と連携した取組みを行うため、ネットパト
ロールを実施します。

【担当課】健全育成課／043-245-5973
青少年サポートセンター／043-245-3700

： 不登校対策

主な取組み

不登校児童生徒の増加等に対応するため、教育支援センター「ライ
トポート」に小学生専用の教室を開設するなど支援体制を強化します。
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●スクールカウンセラー活用
・小学校への配置：37週 → 40週
・総括スーパーバイザー：340時間→ 380時間
・教育支援センター（ライトポート）：1名配置

●スクールソーシャルワーカー活用：10人→ 12人
●家庭訪問カウンセラー 2人配置
●ライトポート指導員配置：30人→ 36人

【担当課】教育支援課／043-245-5935
教育センター／043-285-0900

：
子どもルーム運営（夏季休業時拡大実施）

主な取組み

●実施個所 3か所
●対象校

・ 院内、みつわ台南、泉谷小学校
・各校の教室等を臨時的に利用

●受入枠拡大数
・１施設40人 合計120人

待機児童解消に向け、特に利用希望の多い夏季休業期間に試
行的に受入拡大枠を設定します。

新規

【担当課】健全育成課／043-245-5177

：
アフタースクール運営

主な取組み

●導入校
R3:18校 → R4:24校

●開設準備 R5:10校
●土曜日開所時間延長

～R3：8：00 ～ 16：30
R4～：8：00 ～ 19：00

児童の放課後における安全・安心な居場所の提供と学びのきっか
けづくりのため、導入校を拡大するとともに、土曜日の開所時間を延
長します。

【担当課】生涯学習振興課／043-245-5957

新規

新規

新規

体験活動の様子

所員によるネットパトロール

子どもルームの様子



分野５「地域社会」
～多様性を力に、みんなでまちづくりを進める地域社会を実現します～

：
LGBT専門相談の実施

主な取組み

●相談受付日数
R3：1回／月 → R4：2回／月

●相談方法

R3：電話のみ → R4：電話・LINE

日常生活において、LGBT当事者や、家族などの周囲の方が抱え
る悩み等の相談に広く対応するため、相談日数を拡充するとともに
LINEによる相談を追加します。

【担当課】男女共同参画課／043-245-5060
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：
コミュニティ通訳・翻訳サポーター制度の導入

主な取組み

●実施主体：（公財）千葉市国際交流協会
●対象分野
・行政手続きに関すること
・医療・健康・福祉に関すること
・町内自治会の活動に関すること
●制度の運用開始：R5.1月予定

外国人市民の円滑な意思疎通や情報伝達を支援するため、新た
な通訳・翻訳ボランティア体制を構築します。

：
女性の活躍推進

主な取組み

●アドバイザー派遣（50回分）
●セミナー開催（年1回）

女性活躍推進法に基づく計画を策定する事業者を支援するため、
アドバイザーを派遣するとともに、セミナーを開催します。

【担当課】男女共同参画課／043-245-5060

新規

新規

【担当課】国際交流課／043-245-5018

：
（仮称）多文化共生推進アクションプラン策定

主な取組み

●ワークショップ開催
●有識者への意見聴取
●策定時期

R5.3月予定

外国人市民の増加・多国籍化、多様性・包摂性のある社会実現
の動きなど、社会経済情勢の変化を踏まえ、具体的な取組みを整
理した行動計画を策定します。

【担当課】国際交流課／043-245-5018

新規



分野５「地域社会」
～多様性を力に、みんなでまちづくりを進める地域社会を実現します～

：
ちば市民協働レポート（ちばレポ）

主な取組み

●運用開始時期
R4.4.20

ICTを活用し、まちの不具合を市民と行政の協働により解決する
システムである「ちばレポ」について、誰でも気軽にレポートできるよ
うに、LINEによるレポート機能を追加します。

【担当課】広報広聴課／043-245-5294

：
花見川図書館とこてはし台公民館の複合化

主な取組み

●R4：花見川図書館改修工事等
●供用開始時期：R5.4月予定

施設の長寿命化、利便性の向上を図るため、こてはし台公民館を
花見川図書館へ移転させ、複合化する改修工事を行います。

【担当課】中央図書館管理課／043-245-4081
花見川図書館／043-250-2851
生涯学習振興課／043-245-5954
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新規
：
市民自治の推進

主な取組み

●若い世代を対象としたワークショップ
（意見交換会）

●町内自治会とNPO等とのマッチング 等

【担当課】市民自治推進課／043-245-5138

現在の花見川図書館

住民同士の助け合いと支え合いによる地域運営を維持可能なも
のとするため、多様な主体の連携を促進する取組みなどを実施し
ます。

：
多言語タブレット端末の配置

主な取組み

●導入台数 17台
（区役所市民相談窓口、保健福祉セン
ター等に導入）

外国人市民への行政サービス向上のため、各区役所・保健福祉
センターの窓口に多言語対応タブレット端末を配置します。

【担当課】国際交流課／043-245-5018

窓口でのイメージ

新規

LINEでのレポートイメージ



分野６「文化・スポーツ」
～市民の文化芸術・スポーツ活動が広がる、創造性豊かなまちを実現します～

：
音楽団体等支援

主な取組み

●対象団体
活動拠点が市内にある団体 等

●対象事業
県内の室内ホール等で観客を動員し開催される音楽鑑賞公演 等

●補助率 1／2
●上限額 30万円／件
（1団体あたり最大5件／年）

音楽団体等の活動を支援するため、音楽鑑賞公演等の開催に対
し、会場費の補助を行います。

【担当課】文化振興課／043-245-5961

：
特別史跡加曽利貝塚新博物館・史跡の整備

主な取組み

●便益施設新築（多目的トイレ等）工事
●復元住居茅葺 等
●新博物館整備運営事業者選定のための
アドバイザリー業務

●整備用地現況測量
●新博物館開館時期 R9年度

縄文文化とSDGsを学ぶことができる博物館を目指し、新博物館
の整備を推進するとともに、来場者の利便性向上を図るために施
設整備を進めます。

【担当課】文化財課／043-245-5960
新博物館整備室／043-245-5949
加曽利貝塚博物館／043-231-0129
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：
郷土博物館の充実

主な取組み

●千葉氏に関する特別展・パネル展
の開催

●千葉氏関係資料の複製製作
●5階展望フェンス等改修
●展示リニューアル調査検討

千葉開府900年に向け、市の歴史を効果的にPRするための取組
み等を進めます。

【担当課】郷土博物館／043-222-8231

：
市民会館の再整備

主な取組み

●R4：基本設計、運営手法検討
●R9年度 供用開始予定

市民の多様な文化芸術のニーズに対応し、本市の文化芸術の中心
施設となるよう、市民会館を建替えるための基本設計等を行います。

【担当課】文化振興課／043-245-5262

新規 新規

郷土博物館と騎馬武者像

没入型展示「縄文体験空間」
イメージ

現在の市民会館



分野６「文化・スポーツ」
～市民の文化芸術・スポーツ活動が広がる、創造性豊かなまちを実現します～

24

：
（仮称）千葉公園体育館の整備

主な取組み

●R4：本体工事、外構工事
（R4年度中供用開始予定）

現千葉公園体育館、武道館、中央コミュニティセンターのスポーツ
施設を集約し、競輪場跡地の一部に新体育館を整備します。

【担当課】スポーツ振興課／043-245-5659

：
パラスポーツの推進

主な取組み

●パラアスリート学校訪問
●パラスポーツ振興補助金
●ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営
●パラスポーツフェスタちばの開催
●オープンボッチャ大会の開催

パラスポーツや障害者への理解を深めるとともに、障害者のス
ポーツ活動の参加を支援します。

【担当課】スポーツ振興課／043-245-5966

（仮称）千葉公園体育館イメージ図

パラアスリート学校訪問



分野７「都市・交通」
～市民の快適な暮らしと活発な交流を支える、魅力と愛着が感じられる都市を実現します～
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：
千葉駅東口地区市街地再開発

主な取組み

●整備箇所
中央区富士見2丁目 ほか
H28～整備（R4年度竣工見込）

●再開発ビル建築
●R4.11 供用開始予定

千葉都心の土地の高度利用や、施設の機能更新により、駅前の
にぎわいの創出を図るため、千葉駅東口駅前広場周辺で進められ
ている民間の再開発事業を促進します。

【担当課】市街地整備課／043-245-5325 再開発ビルのイメージ

：： 幕張新都心まちづくり機運醸成

主な取組み

●PR映像の制作
●イベントの開催
●SNS等での情報発信

幕張新都心の更なる成長に向けて、まちの一体感の創出やまち
づくりへの参加の機運を醸成するため、将来構想の策定にあわせ
て情報発信やイベントなどを行います。

【担当課】幕張新都心課／043-274-8648
幕張新都心

：千葉駅周辺における官民連携まちづくり
（ウォーカブル推進）

主な取組み

●ウォーカブル推進社会実験等
・市道弁天31号線 プラン検討、測量等
・市道新千葉22号線 周辺交差点への

影響検討等

千葉駅周辺において、自動車中心からひと中心へのまちづくり
に転換し、官民の保有する空間の一体的な利活用を図ることで、多
様なライフスタイルを実現できる「居心地が良く歩きたくなるまちな
か」の形成による都市の再生を図ります。

【担当課】都心整備課／043-245-5327

：千葉駅周辺における官民連携まちづくり
（リノベーションまちづくり）

主な取組み

●リノベーションスクール開催
●「（仮称）リノベーションまちづくり構想」を

新たに策定

千葉駅周辺において、官民が連携し遊休不動産等の既存資源を
活用した事業創造や、まちづくり人材の育成等を行うことにより、エ
リアの価値向上や複合的な地域課題の解決を図ります。

【担当課】都心整備課／043-245-5328
スクール関係者による

既存資源を活用した取り組み

道路空間を活用した取組み



分野７「都市・交通」
～市民の快適な暮らしと活発な交流を支える、魅力と愛着が感じられる都市を実現します～
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：
新たな地域公共交通導入に向けた社会実験

主な取組み

●実施地区
緑区高津戸町北部エリア

公共交通不便地域において、新たな地域交通の導入に向けた検
討及び社会実験の実施を含め、地域主体による移動手段の確保
に向けた取組みを進めます。

【担当課】交通政策課／043-245-5351
地域での話し合いの様子

新規

：
グリーンスローモビリティ導入調査

主な取組み

●実施地区
若葉区桜木地区 ほか

スポット的に公共交通へのアクセスが困難な地域などにおいて、
地域が主体となって運行する持続可能な生活交通のモデルを確立
するため、グリーンスローモビリティ導入の実証調査を実施します。

【担当課】交通政策課／043-245-5352
過去の実証調査の様子

（R2年度若葉区桜木地区）

新規

：
ZOZOマリンスタジアムのあり方検討

主な取組み

●基礎調査
「新スタジアムの建設」または

「現スタジアムの改修」の方向性
を明らかにするため、スタジアム
の規模及び機能、概算事業費、官
民連携手法、まちづくりへの影
響・効果等について総合的に検討
します。

竣工から30年以上が経過し老朽化が進んでいるスタジアムの今
後のあり方を検討するため、まちづくりの視点から基礎調査を実施
します。

【担当課】都市政策課／043-245-5269
ZOZOマリンスタジアム

新規

：
広域道路ネットワークの形成

主な取組み

●道路整備
東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域） ほか

●街路整備
塩田町誉田町線、磯辺茂呂町線（園生町地区）、誉田駅前線、
幕張本郷松波線（幕張町地区）、
南町宮崎町線 ほか

●（仮称）検見川・真砂スマートICの整備検討

ちば共創都市圏の形成に資する幹線道路整備や東京方面との
アクセス向上を図る（仮称）検見川・真砂スマートＩＣの整備検討など
を進めます。

塩田町誉田町線（塩田町地区）
イメージパース

【担当課】道路計画課／043-245-5339
道路建設課／043-245-5383
街路建設課／043-245-5342



分野７「都市・交通」
～市民の快適な暮らしと活発な交流を支える、魅力と愛着が感じられる都市を実現します～
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：
国家戦略特区の推進

主な取組み

●ドローン宅配実証実験支援
●ドローン活用推進
●自動運転モビリティ等実証実験
支援

●サービスロボット実証実験支援
●幕張新都心版MaaS実証実験支援

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推進す
るとともに、未来技術の社会実装に向けた民間事業者による実証
実験などを支援します。

【担当課】国家戦略特区推進課／043-245-5346
ドローン宅配実証実験

：
スマートシティの推進

主な取組み

●スマートシティ実証補助
対象者：民間企業、大学、

研究機関、その他団体
補助率：1/2
補助上限額：500万円

●デジタルデバイド対策
スマートフォン講座
スマートフォン相談員養成

「千葉市スマートシティ推進ビジョン」に基づき、民間企業などが
行うスマートシティ推進に係る取組みを支援するとともに、高齢者な
どのデジタル活用の不安解消に向けた取組みを実施します。

【担当課】スマートシティ推進課／043-245-5362

新規

：
おくやみコーナーの設置

主な取組み

●設置場所
R3：緑区役所 → R4：全区役所

●設置時期
R4.5月下旬～（予定）

死亡に伴う各種手続きに関する遺族の負担を軽減するため、申
請書代行作成等の支援を行う、ワンストップ窓口設置を拡充します。

【担当課】区政推進課／043-245-5135
窓口の様子



分野８「地域経済」
～地域経済を支える産業や人材が育ち、新たな価値が生まれるまちを実現します～

：
新規市場開拓支援

主な取組み

●対象経費
R3：出展料
R4：出展料 + 映像コンテンツ制作経費

●補助率 1／2
●上限額 20万円

商品のオンライン展示会の増加に対応するため、新規市場開拓
支援制度に係る対象経費を拡充します。

【担当課】産業支援課／043-245-5284

28

：
（仮称）産業振興ビジョン策定

主な取組み

●事業者・市民意見の募集
●策定時期

R5.3月予定

本市経済の目指すべき姿や施策の方向性を示し、事業を効果
的・効率的に推進するため、（仮称）産業振興ビジョンを策定します。

【担当課】経済企画課／043-245-5318

新規

：
市内観光バス活用促進

主な取組み

●イベント等活用型
対象者：市内観光バスを利用するイベント等主催者
対象経費：バス借上げ料
上限額：1台あたり7.5万円／日

●周遊プラン活用型
対象者：旅行業法における旅行業登録事業者
対象経費：周遊プランの催行料金
上限額：1催行あたり50万円

※補助率はどちらも1／2

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、利用が減少した市内観
光バスの稼働率向上を図り、観光面から市内経済を活性化するた
め、市内観光バスを利用した取組みを支援します。

【担当課】観光プロモーション課／043-245-5066

新規 ：
ＭＩＣＥ推進

主な取組み

●Ｘ Games開催に伴う負担金
ZOZOマリンスタジアムで日本初となる
X Gamesに合わせて、体験イベントやフード
フェスティバルを開催
●女子ソフトボール開催に伴う集客促進

ZOZOマリンスタジアムで開催されるポス
トシーズンにおける賑わい創出や地域経済
の活性化
【担当課】観光ＭＩＣＥ企画課／043-245-5897

国際観光の振興、地域経済の活性化等を図るため、国際会議等
を誘致するほか、新たな方向性として大規模イベント開催を支援し
ます。

©ESPN IMAGES

新規

新規

展示会（イメージ）



分野８「地域経済」
～地域経済を支える産業や人材が育ち、新たな価値が生まれるまちを実現します～

：
農政センターリニューアル

主な取組み

●イチゴ栽培施設の整備
・栽培試験及び研修用ハウス新設
・育苗用ハウス改修

●燃油使用量削減設備の導入・技術実証
・ヒートポンプ及び高保温性カーテン
・環境影響評価、マニュアル作成

農政センターを機能強化するため、イチゴ栽培施設を整備すると
ともに、SDGｓや環境への対応の観点から、燃油削減技術を用いた
加温設備を導入し、実証を行います。

【担当課】農政センター農業生産振興課／043-228-6280

：
次世代向け農育講座

主な取組み

●R3：単発講座
R4：単発講座及び連続講座

・単発講座
養蜂体験、ドローン、トラクター体験等

・連続講座
栽培管理、植物生理学、栄養学、食文化など
を体系的に扱う

農業への関心を高めるため、小学生・中学生を対象に、農業及び
その周辺の自然科学などに関する講義、実習を行います。

【担当課】農政課／043-245-5758
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：農業継承者経営発展支援

主な取組み

●助成メニュー
・専門家によるコンサルティング支援
・研修の受講、資器材の導入等支援
●補助率

認定農業者の場合：10／10（上限額100万円）
その他：1／2（上限額50万円）

【担当課】農政センター農業経営支援課／043-228-6273

農業経営の継承や、継承者が経営を発展させるために必要な経
費の一部を助成します。

新規

：
企業立地の促進

主な取組み

●企業立地促進補助金
所有型：46社（新規16社、継続30社）
賃借型：49社（新規13社、継続36社）
農業法人：12社（新規6社、継続6社）

●リモートワーク補助 10社
補助率：2／3、補助上限額：100万円

●社員採用補助
補助率：1／2、補助上限額：50万円

市外企業の立地及び市内企業の追加投資に伴い取得した資産
に係る固定資産税相当額などを助成するほか、賃借型での企業誘
致を促進するため、リモートワーク補助等を拡充し、助成します。

【担当課】企業立地課／043-245-5276

幕張新都心地区
イチゴ栽培施設（イメージ）

講座の受講（イメージ） 研修の受講（イメージ）
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２ 千葉市の現状



市制施行 1921年（大正10年）1月1日

政令指定都市移行 1992年（平成 4年）4月1日

面積 271.76k㎡(2022.1.1現在)

位置
東京都心まで約40㎞
成田空港まで約30㎞

人口
976,925 人(2022.4.1現在)

※推計人口

世帯数 456,281世帯(2022.4.1現在)

年間平均気温 17.1℃(2021年）

千葉市の概要
・都市としての千葉市は、１１２６年（大治元年）千葉常重が、

この地に本拠を置いたことに始まる。

・東京都心まで約４０㎞、成田国際空港まで約３０㎞の

位置にあり、立地条件は良好

・立地条件の良さを活かしたまちづくりを進め、人口は年々増加。

現在約9８万人
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千葉市章のデザインは、
千葉氏の月星紋に、
千葉の「千」を配したもの



「空から千葉県（千葉日報社）」をもとに千葉市作成

千葉市は房総半島の豊かな自然の入口

千葉市の自然

32



通勤流動と昼夜間人口比率

首都圏政令市の昼夜間人口比率*

（備考）H27年国勢調査

▶市内通勤者が６割近く。東京都への通勤は約２割にとどまる
⇒ いわゆる“千葉都民”というイメージとは異なる結果

▶約１５万人の人々が市外から千葉市に働きに来ている

▶昼夜間人口比率*が中央区（123.7％）、美浜区（116.3％）を中心に、
首都圏政令市で最も高い ⇒ 職住のバランスが良く、多くの人が集う拠点都市

首都圏政令市の勤務先別割合（％）

*昼夜間人口比率とは

夜間人口と昼間市内にいる人の割合を比べた値。
市外への通勤・通学者が少なく、市外から通勤・
通学者が多く集まる都市ほど、割合が高くなる。

千葉市からの通勤状況
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千葉市 さいたま市 横浜市 川崎市 相模原市

97.9 93.0 91.7 88.3 88.3

千葉市 さいたま市 川崎市 横浜市

市内 58.0 50.5 42.2 60.0

県内他市 18.7 15.5 12.8 12.2

東京都 21.4 30.5 43.4 26.4

勤
務
先



千葉商圏（買い物動向）

千葉商圏
商圏人口：1,922,987人

市町村吸引率
千葉市 ：85.5%(地元購買率)

四街道市：21.2
習志野市：17.7

大網白里市：16.4
長柄町：14.9
茂原市：13.0
長生村：12.8
白子町：11.6
長南町：11.5

九十九里町：10.2
一宮町：10.2

・商圏人口約192万人

・県内最大の商圏

・県内で高い商業拠点性を発揮

（備考）千葉県の商圏 平成30年度消費者購買動向調査 34

第１次商圏
買い物客の30％以上が千葉市
に流入している地域

第２次商圏
買い物客の29～10％が千葉市
に流入している地域

第３次商圏
買い物客の9％～5%が千葉市
に流入している地域

東京都への流出
浦安市 ：19.4%（2次商圏）
市川市 ：6.1%（3次商圏）
松戸市 ：5.0%（ 〃 ）

千葉市
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千葉市のライフスタイル


