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（１）千葉駅周辺の活性化推進  

Ⅰ 新たな千葉市の骨格を作る都市政策 

１ 千葉都心の整備     

         
 

～西銀座周辺の整備による 
    駅前業務・商業コアの形成～ 
駅ビルから人の流れを引き込み、恒常的な 

賑わいを創出 …など 

～図書館と千葉公園の連携に 
     よる文教空間の活用～ 
公園から図書館に行きやすい 
アプローチの整備 …など 

～中央公園・通町公園の 
  連結強化と賑わいの創出～ 
千葉神社を活かし、中央公園と通町公園の
見直し・拡充などを行い、まちの賑わいと
回遊性を高める憩い空間を整備 …など 

千葉
公園 

～都心居住の推進～ 
良好な環境を維持した質の 
高い居住機能の導入…など 

～中央公園を中心とした  
  賑わい拠点の形成～ 
千葉駅からの来街者を誘因し、
周辺へ賑わいを波及 …など 

 千葉駅周辺の活性化 
        グランドデザイン 
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Ｂ工区建築敷地 

完成済(ウェストリオ3棟) 

＜凡例＞ 
     再開発事業区域 
     Ａ工区 
     Ｂ工区 

（２）千葉駅西口地区市街地再開発事業  

平成２９年７月時点 

土地の高度利用及び都市機能の更新を目的として、平成２年度から事業を開始し、
平成２６年度にＡ工区が完成、Ｂ工区のビルが平成３１年度までに完成予定。 



Ａ工区 （ホテル・店舗・事務所） 
 ・平成２５年１０月完成 
 

 民間資金・ノウハウ等を利用し、再開発ビルを建築 

西口再
開発 

Ｂ工区 （病院・店舗・住宅・屋上公園など） 
 ・平成３０年４月建築工事着手 
 ・平成３２年３月完成予定 

都心における臨海部への玄関口にふさわしい商業・業務機能の集積と、医療・健康
づくり・保育等の多様な魅力を備えた質の高い居住機能（都心居住）など、複合機能
の導入を図り、千葉駅周辺全体に活気と賑わいを波及します。 
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（３）千葉駅東口地区市街地再開発事業  

 千葉駅東口が生まれ変わります！ 
 

【 事業概要 】 
 老朽化した３棟の既存ビルを機能更新 

して共同化するとともに、大街区化による 

土地の高度利用を進め、新たな賑わいの 

創出と魅力の向上を図ります。 

 
 
 
 
  

施行地区 千葉市中央区富士見２丁目１番地 
施行面積 約１．０ｈａ 
施行者 千葉駅東口地区市街地再開発組合 
施行期間 平成２８年度～３４年度 
再開発ビル 
の概要 

敷地面積：約３，３００㎡ 
建築面積：約２，８００㎡ 
延床面積：約２４，８８０㎡ 
階  数：地上９階／地下１階 
主要用途：業務、商業、駐輪場など 
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【再開発ビルのイメージ】 【位置図】 



【 事業の特徴 】 
 再開発ビルの１階と２階部分を貫通する通路（グランドモール）は中心市街地へのゲートとな
り、後背地に人の流れを呼び込むとともに、連続した賑わいの創出、回遊性の向上を図ります。 

  

 

【 グランドモールのイメージ 】     【 事業のスケジュール 】 
                             再開発ビルは平成３４年度の竣工の予定です  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 当事業は千葉都心地区の再生をリードする先導的な位置付けとして期待されています。 

平成２８年３月 都市計画決定 

平成２８年１０月 再開発組合設立 

平成２９年８月 既存駐輪場解体着工 

平成３０年度 既存建物解体着工予定 
施設建築物工事着工予定 
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（４）中央区役所移転・美術館拡張整備  

市民の利便性向上や千葉都心の活性化に向けた一体的な取組みとして、中央区役
所を「Qiball（きぼーる）」へ移転及び千葉市美術館の拡張整備を行います。 

移転のイメージ  

スケジュール（予定） 

平成３０年１２月 

 中央保健福祉センター移転 

 

平成３１年５月 

 中央区役所移転 

 

平成３２年７月 

 美術館リニューアルオープン 

 

        ※東京オリンピック 

           H32.7.24～ 
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Qiball（きぼーる） 

11～
12Ｆ 

中央保健福祉 
センター 

Qiball（きぼーる） 

12～
15Ｆ 

中央保健福祉 
センター 

11Ｆ 中央区役所 

美術館・中央区役所 

6～ 
12Ｆ 

美術館 

5～ 
3Ｆ 

中央区役所 

1Ｆ 
美術館・区役所 

入口 
（さや堂ホール） 

美術館 

1～ 
12Ｆ 

美術館 

(1Ｆ) 美術館入口 
（さや堂ホール） 

【現状】 【移転・拡張後】 



【各フロアの構成案】      【使い方】 

１階 

 

 

 

４階 

 

 

 

 

 

区役所と保健福祉センターの集約により、関連する手続きを同一施設で完了できるよう
になり、移動時間が約１０分短縮 

中央区役所移転の効果 

美術館拡張整備の内容 

・常設展示室 

・体験・交流ゾーン 

・エントランス(さや堂) 

文化面から千葉都心の活性化を図る 

 
「さや堂」をエントランス化することで、１階に人々が集い、地域の 
コミュニケーションの場に ⇒ 地域の活性化に資する美術館 
 

・子ども達が主体的な造形体験を通して、感性や想像力を育む場 
・子どもから大人まで全ての人々が、多様な芸術文化を体験できる場 
 ⇒ 美術を体験し市民の感性を育む美術館 

浮世絵など展示リクエストの多い作品を、ハイライト的に展示し、常
時鑑賞できる状態に  
⇒ 全国的にも評価されるコレクションをいつでも鑑賞できる美術館 

５階 
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（１） (仮称 )千葉公園ドームの整備  

２ 千葉競輪場・千葉公園再整備     

 ①競輪事業の廃止検討 
  ・長引く車券売上の低迷と施設の老朽化 

   ⇒車券売上がこのまま推移すると、走路全面改修等、近い将来必要となる施設の大規模 

    修繕費用を賄えるだけの事業利益の確保が困難 

   ⇒「平成２９年度末をもっての事業廃止に向けた調整作業の着手」を公表（平成２７年１月） 
 

 ②民間事業者からの提案（平成２８年６月） 
  ・事業者負担による自転車トラック競技の国際規格走路を有する多目的スポーツ施設の整備 

  ・上記施設における、オリンピック競技等と同様の競走ルールで行う「（仮称）２５０競輪」による 

   競輪事業継続 

   ⇒「競輪事業の今後の選択肢の一つ」として検討を開始（平成２８年１２月） 

 

 ③（仮称）２５０競輪による事業存続方針 
  ・競輪業界における（仮称）２５０競輪実施に向けた検討の進捗 

  ・本市としての事業性確保の見通し 

   ⇒（仮称）２５０競輪による事業継続方針を公表（平成２９年９月） 
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 ④千葉競輪場リニューアル事業 
  ・民間事業者による多目的スポーツ施設「（仮称）千葉公園ドーム」の整備・所有・運営 

  ・（仮称）千葉公園ドームにおける（仮称）２５０競輪による競輪事業の運営 

  ・現千葉競輪場施設の市負担による解体・除却 

  ・千葉競輪場敷地のうち国有地部分について市が取得 

   ⇒事業者からの事業提案を審査し、日本写真判定㈱を事業予定者に決定（平成３０年１月） 

 

 ⑤今後のスケジュール（予定） 
  ・平成３０年度：現競輪場施設解体・除却第１期、（仮称）千葉公園ドーム整備着手 

  ・平成３２年度： （仮称）千葉公園ドーム供用開始、（仮称）２５０競輪開始、 

             現競輪場施設解体・除却第２期着手 

（イメージ画像提供：日本写真判定㈱） 

（仮称）千葉公園ドーム内観イメージ （仮称）千葉公園ドーム外観イメージ 
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（２）千葉公園の更なる魅力向上  

   （千葉公園再整備マスタープラン策定）  

千葉公園の大賀ハス 

千葉公園 ＝ 千葉駅周辺北エリアのまちづくりの核となる施設 

再整備マスタープランでは、 
 
◎千葉駅北エリア全体で、 
  「千葉公園のあるべき姿」を考えます 
 
◎「千葉公園のめざすべき将来像」を描きます 
 
 

具体的には、 
 ・（仮称）千葉公園ドーム等周辺施設との調和 
 ・既存施設の見直しや新たな機能の導入 
 ・周辺地域との回遊性の向上 
 ・防災機能の強化 

千葉駅周辺の活性化グランドデザインに位置付けられた 
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：対象区域 

中央図書館と
の連携 

千葉駅からの 
回遊性向上 

跡地の 

利活用 

平成３２年秋頃 

供用開始予定 

平成３４年度 

供用開始予定 

【スケジュール】 
平成３０年度 ： 再整備マスタープラン策定 

平成３１年度～ ： 整備事業化 

            （設計・施設整備）  

再整備にあたって重要となる視点 

公園内の 
   魅力向上 
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（３） (仮称 )千葉公園体育館の整備  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  

    

○老朽化した施設 
 千葉公園体育館（中央区弁天３） 

 千葉市武道館（中央区末広２） 

 千葉市中央コミュニティセンターの 

     スポーツ施設（中央区千葉港） 

集約再整備 （仮称）千葉公園体育館 
（中央区弁天４） 

【新施設のコンセプト】 
  「するスポーツ」に対応できる施設 ・・・・ 本市の競技スポーツの拠点 

  「観るスポーツ」に対応できる施設 ・・・・ 市民スポーツやパラスポーツ観戦の拠点 

  「ささえるスポーツ」に対応できる施設・・・ スポーツを通じた市民交流の拠点 

  人と環境にやさしい施設 ・・・・・・・・・・・・ ユニバーサルデザイン対応、経済性・維持 

                            管理に配慮した施設 

  災害時の避難所として機能する施設・・・ 地域防災の拠点としての必要機能を備えた 

                            施設 

【今後のスケジュール】 
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平成３０年度 基本設計 
平成３１年度 実施設計 
平成３２年度～ 建築工事 
平成３４年度 供用開始 



３ 幕張新都心の整備     

Ｖ 

Ｖ 

（１）若葉住宅地区の整備促進  

未来型の国際都市として進化を続ける幕張新都心において、 
開発面積１７．５ｈａの首都圏最大級のまちづくりが始動 

構成企業名 
三井不動産レジデンシャル㈱ 
ほか 

総供給戸数 約４，５００戸（予定）  

計画人口 
１０，０００人  
※平成３１年から４１年まで 
 段階的に入居予定 

○事業概要 ○位置図 

若葉住宅地区 

〇コンセプト 
 周辺の教育機関と連携し、国際性を育む
コンテンツを導入するとともに、多世代がま
ちの中で心地よく過ごすことができる環境を
創出し、千葉県のベイエリアの振興と幕張新
都心のまちづくりの更なる進化を目指す 

海浜幕張駅 
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○若葉住宅地区竣工予定年度 

             
 

Ａ街区（商業街区） 
・平成３１年４月 
    イオン開業予定 

Ｂ－７街区【第１期】 
・着工：平成２８年１１月 
・竣工予定：平成３１年３月 

Ｂ－２街区（第２期） 
・着工：平成３０年１月 
・竣工予定：平成３３年３月 

 市の取組方針 
 他市にない先進的なまちづくりを目指す 
  ・地区管理システム（エリアマネジメント）の導入やＩＣＴの活用 
  ・ドローン宅配などの先端技術を取り入れた「次世代の生活インフラ」構築の推進 

○完成予想図（まちづくりイメージ） 
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（２）新駅設置  

○若葉住宅地区竣工予定年度 

             
 

○Ａ街区（商業街区） 
・２０１９年４月 
    イオン開業予定 

○Ｂ－７街区【第１期】 
・着工：２０１６年１１月 
・竣工予定：２０１９年３月 

○Ｂ－２街区（第２期） 
・着工：２０１８年１月 
・竣工予定：２０２１年３月 

 市の取組方針 
 他市にない先進的なまちづくりを目指す 
  ・地区管理システム（エリアマネジメント）の導入やＩＣＴの活用 
  ・ドローン宅配などの先端技術を取り入れた「次世代の生活インフラ」構築の推進 

  

新習志野駅 

南船橋駅 

海浜幕張駅 

検見川浜駅 

新駅予定地 
約１．７ｋｍ 

約１．７ｋｍ 

約２．０ｋｍ 

約２．３ｋｍ 

出典：国土地理院 

○目的 交通利便性やまちの回遊性の向上により、さらなる幕張新都心の発展を目指す 

○経緯 
平成２９年１２月 幕張新都心拡大地区新駅設置協議会を設立 
           （構成員： 千葉市、千葉県、ｲｵﾝﾓｰﾙ(株)） 
平成３０年１月  協議会からJR東日本(株)に対し新駅設置を要請  
平成３０年４月  協議会とJR東日本（株）が基本協定を締結 

 費用負担割合 

費用負担者 負担割合 

協
議
会 

地元企業 
（代表:ｲｵﾝﾓｰﾙ㈱） 

3/6 

5/6 千葉県 
（企業土地管理局） 

1/6 

千葉市 1/6 

JR東日本㈱ 1/6 1/6 
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（平成２８年度基本調査の結果による） 
○新駅の概要 
  位 置： 海浜幕張駅と新習志野駅のほぼ中間点 
  駅 舎： 線路南側（海側）に設置 
 
〇概算事業費  約１３０億円 
 
○概算工期    約６年（設計・事業認可等：２年半、駅舎工事：３年半） 

○Ｂ－２街区（第２期） 
・着工：２０１８年１月 
・竣工予定：２０２１年３月 

 市の取組方針 
 他市にない先進的なまちづくりを目指す 
  ・地区管理システム（エリアマネジメント）の導入やＩＣＴの活用 
  ・ドローン宅配などの先端技術を取り入れた「次世代の生活インフラ」構築の推進 

（新駅のイメージ） 

○ホーム断面イメージ 
・上り線（高架（２階）） 
・下り線（地上（１階）） 
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一般国道3 5 7号湾岸千葉地区改良事業  

ア 千葉地区 
○国道３５７号千葉地区は、主要渋滞箇所が連続しており、慢性的な交通渋滞が発生していた 

○地下立体区間は平成２７年１２月に開通、平成２８年１０月に全線開通 

【地下立体区間 断面図】 【平面改良区間 断面図】 

一般国道３５７号 湾岸千葉地区改良（千葉地区） 延長５.6Ｋｍ 

至 

東
京 

至 

木
更
津 

平面改良区間 延長４.６Ｋｍ 
地下立体区間 
延長１.０Ｋｍ 

H27.5～12開通 H27.12開通 

美
浜
区
真
砂 

中
央
区
問
屋
町 

H28.10.27開通(海側) 
（延長 約0.6km） 

■湾岸千葉地区改良（千葉地区） 

○千葉市中心部の交通円滑化と安全性・快適性の向上を目的に平成１５年事業化 

ポートアリーナ前交差点 稲毛浅間神社前交差点 

【開通前】 

【開通後】 

【開通前】 

【開通後】 
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４ 道路の整備 
     



 市役所前の地下立体化と千葉西警察署前までの６車線化を実現 
 渋滞ピーク時の所要時間（ポートアリーナ前～千葉西警察入口交差点間）が約３割短縮 
 主要な交差点で発生していた渋滞が大幅に解消 

事業効果 

調査日 開通前：H26.12.2(火) 開通後：H28.1.14(木) 

ピーク時の所要時間が 

３割短縮 

ピーク時の所要時間が 

３割短縮 

登戸交差点 
【木更津行き方面】 

430 m 
渋滞 
解消 

開通前 開通後 

0 m 

(m) 

稲毛浅間神社前交差点 
【木更津行き方面】 

開通前 開通後 

(m) 

860 m 

250 m 

■主要箇所の渋滞延長 
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イ 蘇我地区 （平成２９年度に新規事業化が決定） 

【事業効果】  
①エネルギー供給や物流の円滑性の確保 
 ⇒蘇我地区における混雑度が約４割減少 
②完成自動車の物流生産性の向上 
 ⇒千葉港→新車整備工場（茂原）までの所要時間が 
   約９分短縮 
③蘇我副都心への来訪者増加及び安全性の向上 
 ⇒蘇我副都心⇔市原市の往復時間が約１５分短縮 
 ⇒蘇我地区における死傷事故率が約１割減少 

【事業箇所】 千葉市中央区塩田町 ～ 問屋町（延長：約５．０ｋｍ） 

 【現況課題】 ①首都圏へのエネルギー供給ラインのボトルネック化 
          ②千葉港の物流出荷能力（完成自動車）の阻害 
          ③蘇我副都心「大型商業施設群」へのアクセスの阻害 

【事業内容】 車道部の６車線化  

■蘇我地区新規事業化要望活動 

石井国土交通大臣へ 

要望活動 

平成28年7月28日 
  

麻生財務大臣へ 

要望活動 

平成28年11月24日 

■事業区間 

新 規 事 業 化 区 間 
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海辺のグランドデザイン  
～20～30年先を見据えた活性化の方向性～ 

 

★ ３つの人工海浜と２つの 

  海浜公園を一体的に活用 

★ 民間の強みを活かして施設 

   の整備・改修や魅力的な 

  コンテンツの導入等を実施 

（１）海辺のグランドデザイン  

１ 海辺の活性化 

活性化 

コンセプト 

 ３つの人工海浜と２つの海浜公園 

★日本一長い人工海浜（３つの浜の合計）➔ 約4.3km 

★東京都心からもっとも近い海水浴場   ➔ いなげの浜 

いなげの浜  

～わが国初の人工海浜～ 

検見川の浜 
～ウインドサーフィンのメッカ～ 

活性化方針 

H28.3策定 

地域資源 

 稲毛海浜公園のリニューアル 
～INAGE SUNSET BEACH PARK～ 

活性化事業 

■主な整備内容  白い砂浜、海と森を感じるグランピング施設、 

             芝生のバーベキュー場、オーシャンビューの温浴施設、 

             海へ延びるウッドデッキ、 大人も楽しめるプール 

 

■事業者       株式会社ワールドパーク連合体 

 

■整備期間     平成３０年度～３２年度 
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Ⅱ 民間活力を導入した自然豊かなまちづくり 



活性化事業 

（2）千葉中央港地区まちづくりの推進  

 市民に開かれた初めての本格的な「みなと」 

★千葉港で唯一の旅客船専用さん橋 

★さまざまなイベントで賑わう緑地 

旅客船のターミナル機能を有する 
商業施設「ケーズハーバー」 

活性化方針 地域資源 

賑わいと憩いの感じられるみなとづくり 

★千葉県と連携したみなとの整備 

★ 民間の強みを活かした旅客船ターミナルの運営 

★「みなとオアシス千葉みなと」を中心とする地区の活性化 

★駅・街・海が一体となったまちづくりの推進 

平成２９年５月に拡張整備した 
「千葉みなと港湾緑地」 

「みなとオアシス千葉みなと」による地区の活性化 

■構成施設  ケーズハーバー（代表施設）、千葉みなと港湾緑地・公園緑地、 

          千葉ポートタワー・ポートパーク、蘇我寒川緑地など、９施設 

■運営者    千葉市みなと活性化協議会 

■取り組み   イベントの実施、観光情報等の提供、旅客と住民等との交流機会 

          の創出、みなと啓発活動、海上交通の促進など 

千葉湊大漁まつり 工場夜景クルーズ 千葉ポートタワー・ポートパーク 

海上交通の促進（支援制度） 

 

みなとの整備 旅客船ターミナルの運営 

「みなとオアシス千葉みなと」 

登録記念モニュメント 除幕式 
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■  泉自然公園  
 
 
 
 
 
 
 

   
➣日本のさくら１００選に選ばれた桜の名所 

➣貴重な野草や動物も見られる千葉市の 
  内陸部を代表する風致公園 

➣秋の紅葉時期にも多くの来園者で賑わう 

（１）泉自然公園の魅力向上（フォレストアドベンチャー・千葉）  

２ 公園の活性化     

■ 課題 
  ・１９６９年のオープンから半世紀。利用者数は年々減少。 
 ・春のサクラと秋の紅葉シーズン以外は、利用者は少ない。 
 ・自然環境の保全をメインとした公園のため、家族で楽しめる施設（例：遊具）がない。 
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 目   的 ： 民間活力による泉自然公園の魅力（自然環境など）向上 
 募集条件 ： 公園の魅力向上に繋がり、掛かる費用全てを事業者が負担する事業 
 事業決定 ： ① フォレストアドベンチャー （㈲パシフィックネットワーク) 
               ② 駐車場運営と魅力発信  （㈱オリエンタルコンサルタンツ)                 

事業提案募集の概要 

① スリルと爽快感を満喫できるフランス発祥の新次元アドベンチャースポーツ。 
②木から木へのダイナミックな空中散歩や、木の上から地上へ一気に滑走する 
  ジップスライドが魅力。 
③フォレストアドベンチャーは全国に２８か所（千葉市は２７か所目）※H30.5.1現在 

フォレストアドベンチャーとは 

公園の活用事業提案募集 
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■ フォレストアドベンチャーの魅力 
 ① 難易度の異なる複数のコースがあり、大人から子供まで楽しめる。 
 ② 動物や鳥と同じ目線で自然とふれあうなど、ここでしかできない体験ができる。                 
 ③ 自然の森をそのまま活用・保全するため、環境への負荷を最小限に抑えられる。 

フォレストアドベンチャー・千葉 

◎ 期待される効果 
 ① 高速道路からのアクセスの良さ ⇒ 東京都内など、首都圏からの集客 
 ② 若者に人気の施設           ⇒ ＳＮＳなどの情報拡散によるＰＲ                  
 ③ ２万人／年規模の集客を予定  ⇒ 市内陸部活性化の拠点の一つとして機能 
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千葉市内には約１，０８０か所の都市公園が存在 

市内に公園はたくさんあるものの、一方で、市民利用が少ない公園も存在する 

⇔ 公園は本来、利用されないと意味がない  

 

利用者ニーズも時代により変化。“スピード感”   も重要に （＝行政には限界も） 

 

民間の自由なアイデアを取り入れることで、公園のポテンシャルを最大限生かすべき 

 

 
 

（２）都市公園の魅力向上（マーケット型サウンディング調査）  

■ サウンディング調査とは？ 
   民間事業者等との「対話」を通じて、公園の賑わい創出や新たな楽しみかた    
  など、公園の魅力を高めるような活用方法や事業手法について、自由かつ実現 
  可能な活用アイディアを広く募るもの 26 



「ザ・サーフ オーシャンテラス」／(株)ディアーズ・ブレイン 

民間事業者による都市公園の魅力向上事例 

海辺の眺望を活かしたレストランやカフェなどの整備・運営 

公共施設を跡地活用。合宿をテーマとした宿泊施設やキャンプ場を整備・運営 

昭和の森 

稲毛海浜公園 

「昭和の森フォレストビレッジ」／(株)R.project  
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