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Ⅰ 公表の趣旨 

  本実施計画は、「千葉市市民参加及び協働に関する条例」に基づき、平成２５年度

における本市の市民参加・協働の取組予定を体系的にまとめたものです。 

これを公表することによって、多くの市民の皆さんに市民参加・協働の機会を活用

していただくとともに、皆さんからのご意見をいただきながら、市民参加・協働の取

組みを充実していきたいと考えています。 

 

 

Ⅱ 総括 

  平成２５年度は、２８１項目の市民参加・協働の取組みを予定しています。分野別

の取組項目数は次表のとおりです。 

（事業の進捗状況等によって市民参加・協働の取組みは変更されることがあります。） 

 

分 野 取組項目数 

内 訳（区分別*） 

市民参加の

取組み 

協働の取組

み 

市民の意向

の把握 

市民と職員

の意識向上

と人材育成 

１ 市政のしくみ １３ ７ １    ０    ５ 

２ 市民生活 ９１ ２０ ６３    １    ７ 

３ 健康・福祉 ４２ １１   ２０ ２ ９ 

４ こども・教育 ５１ １３   ３３    １    ４ 

５ 環境 １９ ３ １４    ０    ２ 

６ 経済・産業 １８ ５ １０    ０ ３ 

７ 都市・建設 ４７ １６ ３０ ０    １ 

合 計 ２８１ ７５ １７１    ４ ３１ 

 

* 区分 … 市民参加・協働の取組みを次頁のとおり整理しています。 
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  ＜参考＞市民参加・協働の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民参加の取組み 

市民の豊かな知識や社会経験を市政に生かすため、市の施策に対し市民が意見や提

案をする手続です。 

(1)パブリックコメント手続 

市の重要な施策を決定する際に、施策案を公表して広く市民の意見を募集し、提出された

意見を考慮して施策を決定するとともに、意見に対する市の考え方を公表する手続です。 

(2)公募委員を含む附属機関 

附属機関とは、法律や条例に基づいて設置する審議会などをいいます。公募による市民が

委員に加わる附属機関において施策の調査、審議等を行うことを市民参加手続として捉えて

います。 

(3)ワークショップ 

市民と職員、あるいは市民同士が、議論や作業を重ねながら意見をまとめていく会合をい

います。参加者が対等な立場で自由に意見を出し合い、お互いの考えを尊重しながら合意形

成していきます。 

(4)意見交換会 

市民と職員、あるいは市民同士が市の施策について意見を交換する手続です。また、施策

に対する市民の理解を得るために行う説明会の中で、意見の聴取や意見の交換を行うものも

あります。 

(5)意見募集 

市の施策に対する市民の意見を募集する手続です。パブリックコメント手続も市民の意見

を募集する手続ですが、この「意見募集」はパブリックコメント手続を除いたものとしてい

ます。 

(6)アンケート調査 

市の施策に対する市民の意向を把握するために行う調査です。「意見募集」のように自由

に意見を述べるものではなく、あらかじめ設定された質問に答える形式で行うものです。 

(7)その他の市民参加手続 

その他の市民参加手続として、随時に市政に対する意見、要望等を提出する「市長への手

紙」などの広聴制度あります。 

 

● 協働の取組み 

  市民と市が力を合わせて様々な公共の課題を解決するものです。 

(1)委託 

市が実施責任を負う事業を市民に実施してもらうものです。 

(2)共催 

市民と市が共に主催者（事業の実施主体）となって、事業を実施するものです。 
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(3)事業協力 

市民と市が相互の役割分担を定め、協力して事業を実施するものです。ただし、「共催」

に該当するものは除きます。 

(4)支援・補助 

市民が自発的・自主的に行う事業に対し、市が物的支援や財政的支援などを行うものです。 

 

● 市民の意向の把握 

市政に関する課題を分析・整理し、新たな施策の策定等に役立てるため、市政全般

や行政各分野に関する市民の意向（市民が持っている認識・評価・期待など）や市民

の考え方の傾向を把握するものです。 

 

● 市民と職員の意識向上と人材育成 

市民参加・協働を着実に推進するため、市民と職員の意識向上と人材の育成に取り

組むものです。 
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Ⅲ 概要 

※ 太字の項目は、平成２５年度に新規に掲載する取組みです。 

また、下線を引いた項目は、第１次実施計画で位置づけられた事業に関連がある

取組みです。 

第１次実施計画とは、 

千葉市新基本計画に基づく最初の実施計画として、千葉市新基本計画に定める 3 つの「実現すべ

きまちの個性」（「未来をつくる人材が育つまち」、「みんなの力で支えあうまち」、「訪れてみたい、

住んでみたいまち」）の実現を目指し、本市が将来にわたって持続可能なまちとして発展を続けるた

め、重点的、優先的に取り組む施策を総合的に明らかにするものです。 

 

１ 市政のしくみ 

  「市政のしくみ」に関連する取組みとして、平成２５年度は１３項目の取組みを実

施する予定です。 

 

 

1 外国人市民懇談会 意見交換会 

2 地域防災計画の改定 パブリックコメント手続 

3 国民保護協議会 公募委員を含む附属機関 

4 情報公開・個人情報保護審議会 公募委員を含む附属機関 

5 第２次実施計画の策定 意見募集 

6 千葉市資産経営推進委員会 公募委員を含む附属機関 

7 資産総量の縮減に関する方針（仮称）の策定 意見募集 

 協働の取組み  

8 ちば市国際ふれあいフェスティバル 共催 

 

 

9 防災リーダー養成講座  

10 防災リーダー研修会  

11 職員研修「市民主体のまちづくり」 

12 職員研修「協働コーディネート力養成研修」 

13 職員研修「ファシリテーション研修」  

 

市民参加の取組み 

市民と職員の意識向上と人材育成 

 

http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/kikaku/new-gplan.html
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２ 市民生活 

  「市民生活」に関連する取組みとして、平成２５年度は９１項目の取組みを実施す

る予定です。 

 

 

1 市民参加協働推進会議 公募委員を含む附属機関 

2 ちば市民活力創造プラザ運営協議会 意見交換会 

3 市長との懇話会 意見交換会 

4 ごみ問題検討委員会 意見交換会 

5 メディア接触度調査 アンケート調査 

6 ランチ・ミーティング 意見交換会 

7 市長との対話会 意見交換会 

8 市長の出前講座 意見交換会 

9 市政出前講座 意見交換会 

10 インターネットモニター アンケート調査 

11 市長への手紙等 その他の市民参加手続 

12 文化芸術振興会議 公募委員を含む附属機関 

13 スポーツ推進審議会 公募委員を含む附属機関 

14 男女共同参画審議会 公募委員を含む附属機関 

15 男女共同参画センター利用者懇談会 意見交換会 

16 若葉区自主企画事業 区民対話会 意見交換会 

17 緑区自主企画事業 区民対話会 意見交換会 

18 美浜区自主企画事業 区民対話会 意見交換会 

19 区役所窓口アンケート アンケート調査 

20 交通安全総点検 意見交換会 

 協働の取組み  

21 ちば市民活力創造プラザ運営 委託 

22 市民の日関連事業 事業協力 

23 町内自治会への行政事務委託 委託 

24 町内自治会連絡協議会運営補助 支援・補助 

25 千葉市を美しくする運動推進事業 事業協力 

26 地区コミュニティづくり懇談会運営補助事業 支援・補助 

27 地域開放モデル事業 委託 

28 空き教室地域開放モデル事業 委託 

29 地域防犯ネットワーク推進 事業協力 

30 防犯アドバイザー派遣 支援・補助 

31 防犯パトロール隊支援物品配付事業 支援・補助 

32 落書き消去支援 支援・補助 

市民参加の取組み 
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33 市民法律講座 共催 

34 市民芸術祭 共催 

35 文化活動支援事業 支援・補助 

36 運動広場管理運営事業 委託 

37 学校体育施設開放運営事業 委託 

38 スポーツ・レクリエーション祭 共催 

39 スポーツ振興会連絡協議会事業 共催 

40 体育協会事業 共催 

41 尐年スポーツ連盟事業 共催 

42 平和啓発事業 事業協力 

43 中央区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

44 中央区自主企画事業 中央区ふるさとまつり 事業協力、支援・補助 

45 中央区自主企画事業 ガーデニングボランティア 事業協力、支援・補助 

46 中央区自主企画事業 防犯ウォーキング 事業協力、支援・補助 

47 花見川区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

48 花見川区自主企画事業 地域主体型防災訓練 支援・補助 

49 花見川区自主企画事業 花見川区民まつり 支援・補助 

50 花見川区自主企画事業 チーム遊び場発見隊 事業協力 

51 花見川区自主企画事業 花見川どっとｃｏｍ！ 事業協力 

52 稲毛区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

53 稲毛区自主企画事業 稲毛区民まつり 事業協力、支援・補助 

54 稲毛区自主企画事業 セーフティマップ 事業協力、支援・補助 

55 稲毛区自主企画事業 防犯ウォーキング 事業協力、支援・補助 

56 ガーデニングボランティア 事業協力 

57 若葉区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

58 若葉区自主企画事業 まちづくりに対する意識向上 事業協力、支援・補助 

59 若葉区自主企画事業 若葉区の魅力伝承 事業協力、支援・補助 

60 若葉区自主企画事業 若葉区民まつり 事業協力、支援・補助 

61 若葉区自主企画事業 花のあふれるまちづくり 事業協力、支援・補助 

62 若葉区自主企画事業 防犯ウォーキング 支援・補助 

63 緑区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

64 緑区自主企画事業 防犯ウォーキング 支援・補助 

65 緑区自主企画事業 緑区合同パトロール 事業協力 

66 緑区自主企画事業 緑区ふるさとまつり 事業協力、支援・補助 

67 緑区自主企画事業 チューリップまつり 支援・補助 

68 緑区自主企画事業 芸術文化交流 事業協力 

69 緑区自主企画事業 都市部住民と農業生産者の交流 委託 

70 美浜区自主企画事業 地域活性化支援 支援・補助 

71 美浜区自主企画事業 美浜区安全会議 事業協力 
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72 美浜区自主企画事業 美浜区人財バンク 事業協力 

73 美浜区自主企画事業 こども防災体験 事業協力 

74 美浜区自主企画事業 防犯ウォーキング 事業協力 

75 美浜区自主企画事業 安心カードの配布 事業協力 

76 美浜区自主企画事業 美浜区民フェスティバル 事業協力、支援・補助 

77 美浜区自主企画事業 美浜区魅力発見ウォーキング＆マップ作成 事業協力 

78 美浜区自主企画事業 花のあふれるまちづくり 事業協力 

79 ごみゼロクリーンデー 事業協力 

80 災害時要援護者支援体制の構築 事業協力 

81 自主防災組織育成 支援・補助 

82 避難所運営体制の整備 事業協力 

83 応急手当インストラクター 事業協力 

 

 

84 男女共同参画に関する市民意識・実態調査 

 

 

85 ファシリテーター養成講座  

86 地域安全まちづくり講座  

87 防犯パトロール隊交流会  

88 自転車マナーアップフェスタ  

89 男女共同参画センター地域活動支援講座(人材育成講座) 

90 応急手当普及員講習  

91 応急手当インストラクター講習  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の意向の把握 

市民と職員の意識向上と人材育成 
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３ 健康・福祉 

  「健康・福祉」に関連する取組みとして、平成２５年度は４２項目の取組みを実施

する予定です。 

 

 

1 区地域福祉計画推進協議会 意見交換会 

2 新世紀ちば健康プラン次期計画の策定 パブリックコメント手続 

3 健康づくり推進協議会 公募委員を含む附属機関 

4 食育推進計画の策定 パブリックコメント手続 

5 国民健康保険運営協議会 公募委員を含む附属機関 

6 食品衛生監視指導計画の策定 パブリックコメント手続 

7 食の安全に関する講演会・意見交換会 意見交換会 

8 福祉有償運送運営協議会 公募委員を含む附属機関 

9 社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会 公募委員を含む附属機関 

10 千葉市病院運営委員会 公募委員を含む附属機関 

11 市立病院基本構想等の策定 ワークショップ 

 

 

12 ボランティア電話相談員研修事業 支援・補助 

13 自死遺族支援事業 支援・補助 

14 ヘルシーカムカム 共催 

15 市民健康づくり大会 共催 

16 ブックスタート事業 事業協力 

17 育児支援事業 支援・補助 

18 食育のつどい 事業協力 

19 がん集団検診時の子どもの見守り 事業協力 

20 エイズ対策促進事業 支援・補助 

21 食品衛生推進員制度 事業協力 

22 動物の譲渡事業 事業協力 

23 食の自立支援事業 委託 

24 ふれあい食事サービス事業 支援・補助 

25 脳の健康教室学習サポーター 事業協力 

26 地域見守り活動支援事業 支援・補助 

27 障害者の明るいくらし促進事業 委託 

28 介護相談員派遣事業 事業協力 

29 精神保健福祉ボランティア活動への支援 支援・補助 

30 青葉病院ボランティア事業 事業協力 

31 海浜病院ボランティア事業 事業協力 

 

市民参加の取組み 

協働の取組み 
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32 高齢者保健福祉推進計画策定のための実態調査 

33 障害者計画等策定実態調査 

 

 

34 ブックスタート研修会 

35 ヘルスメイト（食生活改善推進員）養成講座 

36 ことぶき大学校（ボランティア実践コース、創造活動コース） 

37 点訳ボランティア養成講座 

38 ヘルスサポーター養成教室 

39 音訳ボランティア養成講座 

40 精神保健福祉ボランティア入門講座 

41 精神保健福祉フォローアップ講座 

42 精神保健福祉ボランティアサポート講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の意向の把握 

市民と職員の意識向上と人材育成 
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４ こども・教育 

  「こども・教育」に関連する取組みとして、平成２５年度は５１項目の取組みを実

施する予定です。 

 

 

1 こども・若者の力ワークショップ ワークショップ 

2 こども・若者の力フォーラム 意見交換会 

3 子ども交流館子ども運営委員会 意見交換会 

4 学校適正配置地元代表協議会 ワークショップ 

5 学校評議員会 意見交換会 

6 学校・家庭・地域連携まちづくり推進会議 意見交換会 

7 社会教育委員会議 公募委員を含む附属機関 

8 生涯学習審議会 公募委員を含む附属機関 

9 各区公民館運営審議会 公募委員を含む附属機関 

10 公民館運営懇談会 意見交換会 

11 博物館協議会 公募委員を含む附属機関 

12 図書館協議会 公募委員を含む附属機関 

13 図書館利用アンケート アンケート調査 

 

 

14 こどものまちＣＢＴ 共催 

15 成人を祝う会 共催 

16 青尐年の日フェスタ 共催 

17 青尐年育成委員会活動事業 支援・補助 

18 青尐年相談員連絡協議会活動事業 支援・補助 

19 青尐年補導員連絡協議会活動事業 支援・補助 

20 学校セーフティウォッチ事業 支援・補助 

21 ボランティア教育推進事業 委託 

22 子どもの夢をはぐくむ学校サポート推進事業 委託 

23 小・中学生のためのオーケストラコンサート 共催 

24 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 事業協力 

25 長柄げんきキャンプ 事業協力 

26 中学校運動部活動指導者派遣事業 事業協力 

27 小学校プール管理補助員派遣事業 事業協力 

28 適応指導教室管理運営 事業協力 

29 教育センター教育相談 事業協力 

30 障害のある子どもの学校生活サポート 事業協力 

31 長柄ハッピーキャンプ 事業協力 

32 旧生浜町役場管理事業 委託 

市民参加の取組み 

協働の取組み 
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33 放課後子ども教室推進事業 委託 

34 指定文化財補助事業 支援・補助 

35 郷土芸能保護事業 支援・補助 

36 特別教室開放事業 委託 

37 科学都市戦略の推進 事業協力 

38 公民館主催事業への協力 事業協力 

39 新春凧揚げ大会 共催 

40 子どもリーダー講習会 事業協力 

41 加曽利貝塚解説ボランティア 事業協力 

42 郷土博物館展示解説ボランティア 事業協力 

43 市史編さん事業 事業協力 

44 ボランティアによる講座の開催 事業協力 

45 子ども読書まつり 事業協力 

46 地域おはなしボランティア活動 事業協力 

 

 

47 ユースリーダー研修  

48 生涯学習センター指導者養成事業  

49 加曽利貝塚解説ボランティア養成講座  

50 郷土博物館展示解説ボランティア養成講座 

51 地域おはなしボランティア養成講座  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民と職員の意識向上と人材育成 
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５ 環境 

  「環境」に関連する取組みとして、平成２５年度は１９項目の取組みを実施する予

定です。 

 

 

1 千葉市環境審議会 公募委員を含む附属機関 

2 廃棄物減量等推進審議会 公募委員を含む附属機関 

3 環境基本計画の点検・評価結果に対する意見募集 意見募集 

 

 

4 環境フェスティバル 共催 

5 エコメッセちば 共催 

6 環境教育等推進事業 事業協力 

7 地域環境保全自主活動補助 支援・補助 

8 地球温暖化対策地域協議会事業 事業協力 

9 地球温暖化防止アドバイザー 事業協力 

10 坂月川ビオトープの管理・運営 事業協力 

11 大草谷津田いきものの里推進事業 事業協力 

12 河川浄化活動の推進 事業協力 

13 生ごみ資源化アドバイザー派遣 支援・補助 

14 廃棄物適正化推進員 事業協力 

15 集団回収 支援・補助 

16 美しい街づくり活動支援 支援・補助 

17 廃棄物等不適正処理監視委員 事業協力 

 

 

18 生ごみ資源化アドバイザー養成講座 

19 自然保護ボランティア育成講座  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加の取組み 

協働の取組み 
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６ 経済・産業 

  「経済・産業」に関連する取組みとして、平成２５年度は１８項目の取組みを実施

する予定です。 

 

 

1 コミュニティビジネス・シンポジウム 意見交換会 

2 商店街の活性化 意見交換会 

3 いずみグリーンビレッジ推進会議 意見交換会 

4 「人・農地プラン」の策定 意見交換会 

5 移動農政懇談会 意見交換会 

 

 

6 港まつり 共催 

7 千葉市民花火大会 共催 

8 コミュニティビジネス支援事業 事業協力 

9 千葉都心イルミネーション 支援・補助 

10 農地・水保全管理支払交付金 支援・補助 

11 都市農業交流センター管理運営 委託 

12 里山の保全推進事業・市有林整備事業 事業協力、支援・補助 

13 いずみグリーンビレッジ協力員 事業協力 

14 富田町コスモス育成 事業協力 

15 森林ボランティア推進事業 支援・補助 

 

 

16 森林ボランティア技術研修  

17 森林ボランティア安全研修  

18 農業ボランティア制度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参加の取組み 

協働の取組み 
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７ 都市・建設 

  「都市・建設」に関連する取組みとして、平成２５年度は４７項目の取組みを実施

する予定です。 

 

 

1 都市計画審議会 公募委員を含む附属機関 

2 都市計画の決定・変更に係る公聴会等 意見交換会 

3 都市計画の決定・変更に係る公告・縦覧 意見募集 

4 景観総合審議会 公募委員を含む附属機関 

5 住宅政策審議会 公募委員を含む附属機関 

6 園長への手紙 その他の市民参加手続 

7 誉田駅周辺まちづくり協議会 意見交換会 

8 都市計画道路新港横戸町線道づくりに関する緑化検討会 ワークショップ 

9 都市計画道路新港横戸町線道づくり協議会 意見交換会 

10 都市計画道路新港横戸町線道づくりについての地区別検討会 意見交換会 

11 下水道事業経営委員会 公募委員を含む附属機関 

12 公共下水道事業計画の変更に係る公告・縦覧 意見募集 

13 せせらぎと心をいやす中溝花街道実現推進協議会 ワークショップ 

14 こてはし台調整池水辺づくり協議会 ワークショップ 

15 坂月川河川改修に関する意見交換会 意見交換会 

16 生実川環境整備に関する意見交換会 意見交換会 

 

 

17 屋外広告物適正化推進員 事業協力 

18 都市景観デザイン市民団体支援 支援・補助 

19 景観形成推進地区活動団体支援 支援・補助 

20 ｢やってみようよまちづくり｣支援制度 支援・補助 

21 子どもたちの森公園プレーパーク運営業務 委託 

22 花のあふれるまちづくり事業 事業協力 

23 河川敷等での花の種まきと苗の植栽 事業協力 

24 園生の森公園管理 事業協力 

25 市民の森清掃 事業協力 

26 市民緑地維持管理活動 支援・補助 

27 緑化推進協議会事業 支援・補助 

28 公園清掃 事業協力 

29 千葉公園市民協働による公園管理 事業協力 

30 花島公園市民花壇管理 事業協力 

31 泉自然公園市民の手作りによる野草園整備 事業協力 

32 昭和の森市民協働花壇づくり 事業協力 

市民参加の取組み 

協働の取組み 
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33 昭和の森自然観察会 事業協力 

34 泉谷公園ほたるの里づくり 事業協力 

35 あすみが丘地区コミュニティガーデン整備 事業協力 

36 昭和の森ビオトープの会 事業協力 

37 おゆみの道 緑とせせらぎの会 事業協力 

38 地域住民による稲毛海浜公園の樹木管理 事業協力 

39 都川水の里公園整備事業 事業協力 

40 花島公園整備事業 事業協力 

41 ちばＺＯＯフェスタ 共催 

42 動物公園花壇管理 事業協力 

43 動物公園ボランティア育成事業 事業協力 

44 花のあふれる道づくり事業 事業協力 

45 こてはし台調整池の水辺づくり 事業協力 

46 せせらぎと心をいやす中溝花街道の実現 事業協力 

 

 

47 緑と花の地域リーダー養成講座  

 

市民と職員の意識向上と人材育成 


