
千葉市・大学等共同研究事業実績一覧

所管 大学等

14 ① ちば子ども学研究

子ども家庭福祉課
子育て支援課
教育委員会企画課
生涯学習振興課

千葉大学
教育学部
教授　明石　要一他

1,000
放課後の子どもたちの受入場所でもある子どもルームに焦点をあて、子どもルームの指導員や子
どもたちの協力により、福祉・教育双方から「子どもの居場所」に関する研究を行った。

公民館主催事業のちば子ども学講座
において、「地域子育て入門」とし
て事業化された。

H14.10.10
～H15.3.31

15 ①
公園緑地を舞台とした市民参加型の
ソフト事業の展開

公園管理課
千葉大学
工学部
教授　清水　忠男他

1,500
千葉市を代表する大規模公園について、現在の活用及びニーズを調査分析し、行政主体の管理運
営だけでなく、市民や企業などの民間の活力を活かし、ともに活性化するための具体的手法等に
ついての研究を行った。

市民に対するアンケート調査実施・
分析を基に、今後の管理手法に活か
す。

H15.12.19
～H16.3.31

15 ②
水辺再生プランにおける『市民と行
政の協働システム』についての研究

下水道局水辺検討会
（下水道計画課、都
市河川課、下水道維
持課
南部下水道建設課）

千葉大学
工学部
教授　立本　英機他

1,500
　水辺再生基本プランを実効性あるものとするため、市民と行政のパートナーシップによる協働
システムづくりの研究を行った。

懇話会を実施し、市民と行政の連携
体制の基礎となった。また、16年度
の共同研究(こてはし調整池)につな
がった。

H15.12.19
～H16.3.31

16 ①
事業系ごみ資源化システムの構築に
関する研究

資源循環推進課
東京情報大学
総合情報学部
教授　岡本　眞一

1,300
　本市における事業系ごみの増加は、ごみ量増加の大きな原因となっているため、(1)事業所を対

象としたアンケート調査、(2)古紙資源化モデル事業、を実施し、実効性の高い事業系古紙の回収
システムを構築するための施策提案を行った。

モデル的に行った事業系古紙資源化
実験が、今後の事業系古紙回収シス
テムの構築の基礎となる。

H16.7.12
～17.3.31

16 ②
コミュニティビジネスの実践を通じ
た地域課題の解決のあり方に関する
研究

経済振興課

千葉大学大学院
自然科学研究科
教授　服部　岑生

NPO、商店街、市民

1,000

地域の課題を、地域資源を活用しビジネスの手法で解決するという「コミュニティビジネス」が
近年注目されている。
実際に高洲地区においてモデル活動を行い、実施主体の課題解決を通じて、コミュニティビジネ
スのノウハウを取得し、効果的な支援方策についての研究を行った。

研究を基に千葉市コミュニティビジ
ネス推進協議会(千葉市、千葉まち
づくりサポートセンター、千葉開業
支援センター、国民生活金融公庫)
を設立し、起業化支援を行ってい
る。

H16.810
～H17.3.31

16 ③
千葉市における住宅団地再生指針に
関する研究

住宅政策課

千葉大学
工学部
教授　小林　秀樹

都市再生機構

500

千葉市において老朽化しつつある大規模集合住宅団地の再生方策を、市内の実際の団地を対象と
して具体的に検討した。
　①行政の具体的支援方策についての費用対効果の試算
　②団地再生マニュアル策定のための基礎資料作成

団地再生マニュアルの基礎資料とし
て活用されている。（H18年度予算
に計上）

H16.8.10
～H17.3.31

16 ④
水辺づくりにおける市民と行政の
パートナーシップに関する研究

下水道局水辺検討会
（下水道計画課、都
市河川課、下水道維
持課
南部下水道建設課）

千葉大学
総合安全衛生管理機構
教授　立本　英機他

800
地域に密着した水辺づくりを題材に、実際のフィールド・こてはし台調整池で、周辺住民や市民
団体からの要望、意見等を収集し、水環境づくりを実施するとともに、維持管理に至るまでの
パートナーシップのあり方を検証した。

こてはし台調整池周辺の自治会、小
学校、市民団体、住民とが協力し維
持管理行う体制が整った。こてはし
台調整池水辺づくり協議会結成で整
備手法等について検討継続。

H16.8.10
～H17.3.31

17 ①
外国語版ホームページのあり方に
ついて

国際交流課
東京情報大学
総合情報学部
講師　朴　鍾杰

800

世界的なボーダレス化の進行により、市内及び市外の外国人に対する情報伝達手段として、また
市のＰＲ等世界的な情報発信の手段として、市ホームページの充実が急務である。
　①市内在住の外国人市民への情報提供の内容、②海外在住の外国人へのPR手段としてのホーム
ページの活用方法、③多言語化したコンテンツの管理体制のあり方、以上の項目について検討
し、本市ホームページ外国語版の改善を行う。

外国語版ホームページの作成方針を
提案した。
19年度以降に自動翻訳サービスとリ
ンクし外国語版HPを充実させる。
外国へ発信するシティセールスとし
ても活用する。

H17.7.15
～H18.3.31

17 ②
地域情報基盤としてのCATV網活用
方策に関する研究

政策調整課
千葉大学
工学部
助教授　塩田　茂雄

850

本市では、電波障害解消策と地域情報化基盤としてケーブルテレビの全市的普及を促進してき
た。平成15年12月に地上デジタル放送が開始され、放送のデジタル化、通信のブロードバンド化
との差別化のため、CATVへの新たなサービスが期待されている。また、CATVは地域密着型の総合
的通信基盤としても有用であることから、活用方策の検討も必要である。
　①地上デジタル化の動向、②CATVの有用性、③他市の活用事例、④実施可能な活用メニュー、
以上の項目について検討し、行政サービス向上に有効な活用方策の立案を行う。

地域活性化につながるCATVの利用法
を提案した。
①効果的な行政情報提供、②市民の
地域活動の紹介、③市民自らが地域
情報を発信、④インターネットとの
連動、を実行するツールとしての活
用が今後考えられる。

H17.9.1
～H18.3.31

17 ③
ごみの「ポイ捨て」防止・対策に
関する研究

資源循環推進課
千葉大学
工学部
教授　宮崎　清

1,200

本市では「千葉市空き缶等の散乱の防止に関する条例」に基づき、美しいまちづくりの各種事業
を展開しているが、駅周辺や商店街などでの空き缶等の散乱ごみが見受けられ、都市景観に悪影
響を及ぼしている。また、ボランティアを中心に美化活動が行われているが，その活動を活性化
するしくみづくりや、ごみ「ポイ捨て」の未然防止策の検討が必要である。そこで、本共同研究
により、ごみ「ポイ捨て」発生過程等の分析し、ごみ「ポイ捨て」の未然防止策やボランティア
活動の支援方策の検討を行う。

未然防止解決策の提言を行った。
①音声による啓発装置の開発
②ごみとなる容器にポイ捨て防止の
メッセージを掲載
③美化ボランティア活動のためのゴ
ミ袋デザイン化⇒18年度実施

H17.9.1
～H18.3.31

年度
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18 ①
千葉市文化芸術振興計画（仮称）
策定に向けた調査・研究

文化振興課
東京情報大学
総合情報学部
教授　岩本　俊彦

1,300

本市では、平成１０年度に「千葉市文化振興マスタープラン」を策定し、これに基づき文化振興
を図ってきたが、少子高齢化や地方分権の進展、官民の役割分担の変化など、「文化」を取り巻
く環境は大きく変化している。
今後、「新しい千葉文化」を創造するため、戦略的なアクションプラン「千葉市文化芸術振興計
画（仮称）」を策定することとし、その調査・研究を行う。

アンケート調査結果から、プラン策
定に向けた政策提言を行った。
・利用者高齢化への対策、一部の料
金設定、ボランティア活用等の検討
が引き続き必要
・千葉市らしさを、音楽関連に窺う
ことができ、そこに注力することも
一法

H18.6.26
～H19.3.31

18 ②
起業等における団塊世代の活用に
ついて

経済振興課
千葉大学
工学部
助手　鈴木　雅之

1,000

団塊世代が退職期を迎え、地域社会に戻る時期が近づいており、本市においても団塊世代（1947
～1949年生）に属する市民が約５万人居住している。（H12年国勢調査）現在、団塊世代の専門
知識、技術、ノウハウなどを地域経済の資源として活用したり、次世代へ継承していく方策がな
い。
この研究により、団塊世代、市内企業・大学・NPOなどの市内活動団体を対象にしたアンケート
調査及び先進事例調査等を実施し、本市における団塊世代を活用する方向性の提示を行う。

調査結果に基づき、今後の支援方策
の検討を行った。
団塊世代の定年後に向けた取組みに
おける障害によって生じるそれぞれ
の分岐点を「支援が必要なステー
ジ」とし、本市が取り組むべきと考
えられるステージ別の支援方策と課
題を整理。

H18.7.3
～H19.3.31

18 ③
市民が体験した千葉市の近現代史
の調査・研究

郷土博物館
千葉大学
教育学部
教授　田村　孝

1,250

本市の戦前・戦中・戦後の状況は、印刷物、刊行物、写真などの資料により収集しているが、
人々の歩んできた歴史をライフヒストリーという形でとらえ、後世に伝える試みは、学術的、組
織的にはほとんど行われていない状況である。
この研究により、①聴き取り調査（７０歳以上対象、ライフヒストリー）、②補足資料調査（主
に文献調査）、③調査の分析、研究成果の取りまとめ、を行い、本市に戦前から戦後に在住した
人々の体験した歴史を、千葉市の近現代史の資料として記録保存する。

調査カードと録音に基づき、聴き取
り要旨の取りまとめを行った。
対象者の性別･地域バランスの均衡
をとり、調査項目を拡充して、さら
に調査を継続していきたい考え。

H18.8.1
～H19.3.31

19 ①
がん検診事業における市民および医療
者に対する情報提供のあり方と精度管
理のしくみの構築

保健指導課
千葉大学大学院
看護学研究科
教授　吉本　照子

1,200

これまでのがん検診の事業分析、市民への情報提供は現在まで必ずしも充分とは言えず、医療機
関からも検診のアウトカムをフィードバックしてほしいとの希望が出されている。また、要精検
率のバラツキが大きいなど、医療機関ごとの検診精度の管理が必要な状況にある。
本市の悪性新生物による死亡数に関し、男女ともに多い肺がん、大腸がんおよび市が独自に実施
している前立腺がんに注目し、一次検診の判定結果による「要精検者」を対象者として、一次・
二次検診の過程における行動と認識をもとに、その類型および関連因子を明らかにする。

調査結果に基づき、千葉市がん検診
の精度解析プログラムを作成した。
精度管理された質のよいがん検診を
提供することで、受診者と医療者と
の信頼関係を築きつつ受診勧奨を行
うしくみが構築し得ることが示唆さ
れた。

H19.8.21
～H20.3.31

19 ②
大規模団地における高齢化に対応した
福祉サービスのあり方について

高齢福祉課
淑徳大学
総合福祉学部
教授　下山　昭夫

1,000

高齢化が進行する大規模団地において、高齢者の安全で快適な暮らしを確保するため、団地の状
況に応じた福祉サービスのあり方を検討し、実効性のある施策を展開する必要がある。そこで、
行政が果たすべき方策の検討に役立てるため、大規模団地の中でも高齢化率が高い大宮台団地を
モデル地区として、福祉サービスについての調査・研究を行う。

アンケート調査・インタビュー調査
の結果から、以下の支援方策を６点
検討した。①ひとり暮らしの不安解
消②日常生活の相互支援③生活の安
全・安心対策④移動・交通手段の確
保⑤商店街の活性化、商業施設の誘
致⑥健康増進・介護予防サービス

H19.7.11
～H20.3.31

19 ③
ごみ減量を促進するＰＲ戦略等に関す
る研究

資源循環推進課
淑徳大学
総合福祉学部
教授　松薗　祐子

1,200

「焼却ごみ１／３削減」の目標実現には、市民及び事業者へのアピールと意識啓発が不可欠であ
る。より一層成果に結びつけるための、市民への働きかけやＰＲの手法について検討を行い、社
会実験を通じて効果を検証することにより、今後のＰＲ・啓発事業の効果を高め、効果的に焼却
ごみ削減を推進する施策を導き出すことを目的とする。

調査結果から社会実験を行い、それ
に基づきごみ減量を促進するＰＲ戦
略（既存事業の見直し・新規事業に
関する手法）を提案した。

H19.7.11
～H20.3.31

20 ①
大学との連携によるパークマネージメ
ントの推進

公園管理課・緑政課
千葉大学大学院
園芸学研究科
教授　田代　順孝

1,000
公園の管理運営について、安全安心な公園に向けた基本方針や管理マニュアル、厳しい財政状況
の中での新たな仕組み及び協働の仕組みと組織づくりを検討・調査することにより、千葉市版の
「パークマネジメントプラン」を策定し、千葉市緑の基本計画に反映させる。

マネージメントプランに、公園の意
味・目的の明示・プランの性格の明
示・構成の原則・継続的評価の必要
性・新たな主体・現行の管理システ
ムの評価を行い、ラフスケッチを提
示した。

H20.8.1
～H21.3.31
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21 ①
千葉市版パークマネージメントプラン
の構成とマネージメント項目の検討お
よびモデルプランの作成

公園管理課
千葉大学大学院
園芸学研究科
教授　田代　順孝

1,000
前年度に実施した調査研究の成果をふまえ、小規模公園および総合公園クラスのマネージメント
項目の具体的検討を行い、汎用的モデルプランを作成する。

パークマネージメント活動に係る調
査分析結果を踏まえ、千葉市版パー
クマネージメントプランについてモ
デル的な提案をし、パークマネージ
メント活動を支える主体や組織の在
り方について提示した。

H21.7.30
～H22.3.25

21 ②
外国人市民との共生について調査・研
究・分析（次期国際化推進基本計画の
策定に向けて）

国際交流課
千葉大学
国際教育センター
教授　新倉　涼子

1,000
千葉市の外国人在住の現状を把握し、次期国際化計画の策定に資するための調査を実施し、千葉
市におけるこれからの多文化共生のあり方を提案する。

千葉市における多文化共生の現状分
析に基づき、行政としての整備課題
を導き出し、課題解決のための施策
を提案した。

H21.8.6
～H22.3.25

21 ③
千葉市における再生可能エネルギーの
導入可能性の把握

環境調整課
千葉大学
法経学部
教授　倉阪　秀史

1,000

千葉市における再生可能エネルギーの導入ポテンシャルについて、太陽光、太陽熱、風力、小水
力、バイオマス、地熱/地中熱という再生エネルギーごとに検討を行う。その際に、経済性を無
視した物理的な導入上限のみならず、実現性の伴う普及政策との組み合わせでどの程度再生可能
エネルギーが導入されるのかについて検討を行う。

調査により、千葉市のおかれている
現状を分析し、千葉市における再生
可能エネルギー（太陽光発電、太陽
熱利用、マイクロ風力、バイオマス
発電、バイオガス発電、地中熱）の
導入可能性を検討し、施策の方向性
を提案した。

H21.8.6
～H22.3.25

22 ①
市民をはじめとする多様な主体の参画
による中心市街地内未利用公有地の有
効活用について

政策調整課
千葉大学大学院
工学研究科
准教授　森永　良丙

594
市民生活の質の向上を目指し、公的資源（中心市街地内未利用公有地）の有効活用について、ス
テークホルダーと行政が一体となって考え、計画し、運用するための方法論を検討する。

都市のオープンスペースと交流空間
としてのハードウエアと、利用・運
営のプログラムを構築したソフトウ
エアをセットにした、みんなの顔の
みえる小さな公共施設・市民の居場
所づくりの方法論を提案した。

H22.7.1
～H23.3.25

22 ②
産業人材の育成の一環としてのキッ
ズ・アントレプレナーシップ（起業家
精神）教育の在り方について

経済企画課
千葉大学
教育学部
教授　藤川　大祐

556
千葉市版のキッズ・アントレプレナーシップ教育のモデル版を構築するため、先進市における起
業家教育の事例調査、千葉市内の企業へのアンケートやヒアリング調査、試験プログラムの開
発・実施等を行う。

「問題解決型B to Bアントレプレ
ナーシップ教育プログラム」として
実践したモデル事業「西千葉子ども
起業塾」及びヒアリング調査、アン
ケート調査の結果から導き出した成
果と課題を踏まえ、千葉市版アント
レプレナーシップ教育プログラムを
提案した。

H22.6.25
～H23.3.25

22 ③
教師のコンピテンシー育成のための校
内研修　ＯＪＴの在り方

教育センター
千葉大学大学院
教育学研究科
教授　上杉　賢士

748

ＯＪＴのあり方に注目し、優れた教員の学習指導に関わる力量の総体を広く若年層教員のＯＪＴ
研修に効果的に役立てることを意図し、教師力に関するコンピテンシーを明確にするとともに、
それらを育成するための校内研修ＯＪＴプログラムを開発する。また、授業のあり方について、
実際の授業の紹介や解説等をＤＶＤやガイドブック等により示す。

校内研修、とりわけ若年層教員の増
加という事態に適切に対応する情報
源として、ＤＶＤ「授業の達人に学
ぶ授業力」、報告書「コンピテン
シー育成プログラムの開発と校内研
修（ＯＪＴ）の在り方」を作成し
た。

H22.6.25
～H23.3.25

23 ①
こどもに信頼される大人とこどもの居
場所のあり方

こども企画課
放送大学
教養学部
教授　仙田　満

1,000
千葉市における「こどもに信頼される大人」と「こどもの居場所」のあり方について、ハードか
らソフトにまたがるさまざまな分野の研究者が市職員と共同して、こども参画のワークショップ
などを開催し、アクションリサーチ形式で、研究成果を取りまとめる。

「信頼される大人」及び「こどもの
居場所」を中核として、千葉市全体
から各区ごと、地域ごと、学校区ご
となど様々なレベルで地域社会全体
が、「こどもにやさしい千葉」と
なっていくための地域づくりの中長
期計画マスターシステムを提案し
た。

H23.5.23
～H24.3.23
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24 ①
福祉作業所・授産施設等の生産物購入
者の意思決定過程に関する研究

障害企画課
淑徳大学
総合福祉学部
准教授　岩井　阿礼

747
福祉施設の生産物購入の意思決定過程を明らかにし、人々がどのような情報に接し、何を理由に
「購入すること」、あるいは「購入しないこと」を決定しているのかを明らかにする。

緑の普及啓発や協働事業について、
ワークショップやケーススタディ等
を行い、現在の事業の課題の抽出と
新たな提案の方向性を検討し、地域
住民の緑地保全・緑化活動への主体
的な参加を促進するための基本方針
を掲げるとともに、具体的なアク
ションとしての７つの「プロジェク
ト」及び各プロジェクトに関連する
取組みの施策例を示した。

H24.5.1
～H25.3.25

24 ②
地域住民の緑地保全・緑化活動への主
体的な参加を促進するための方策に関
する研究

緑政課
千葉大学大学院
園芸学研究科
准教授　柳井　重人

750
身近な生活空間に存在する緑が発揮している多面的機能・効果を顕在化させ、具体的な体感・体
験を通じて、その意義を一般住民に認識させると同時に、緑地保全・緑化活動への参加により地
域の緑の価値を向上させるプログラムを提案する。

研究により、品質管理の強化、広報
活動の強化、特定の技術を有するボ
ランティアによる支援（福祉施設に
対する技術的支援、負担軽減）等が
必要であることを提言した。

H24.5.1
～H25.3.25

25 ① 千葉市国民健康保険事業の医療費分析 健康保険課
千葉大学大学院
医学研究院
教授　羽田　明

800

千葉市国民健康保険（以下、千葉市国保）事業に関する医療費適正化に向けた分析を行う。
千葉市国保の医療費総額の年次推移、疾病別の医療費を算出し、医療費の動向、医療費が多くか
かっている疾患を明らかにする。
その結果を基に、重点的に対策を行う疾患を定め、疾患予防のハイリスクアプローチ及びポピュ
レーションアプローチの可能性を検討する。
ハイリスクアプローチの一つである医療への受診勧奨実施に向けた資料として、特定健康診査
（特定健診）データと診療報酬明細書（レセプト）データの突合分析を行う。特定健診データか
ら、医療が必要と考えられる受診者を抽出し、その方の個別のレセプトの発生状況を調べ保健活
動などの対象者の絞り込みに役立つ資料を提供する。
また、疾病別の医療費を所得状態により分割されたグループで比較することにより、所得による
社会的格差が疾病の発症や重症化等に関わっているか調べる。

研究により、
１対策を行うべき疾患
２疾病の予防対策を行うべき年齢
３特定健康診査受診率向上対策
４重複受診対策
について、提言を行った。

H25.5.1
～H26.3.25

25 ②
定住人口増加に向けた千葉市ブランド
構築に関する研究

政策企画課
東京情報大学
総合情報学部
教授　櫻井　尚子

800

潜在する千葉市の魅力再発掘のために、従来千葉市で行われてきた調査等のデータを再度分析
し、眠っているポイントを探索する。
同時に、別の顔を持つ他市の調査を並行して行い、新たに採取したデータとともに、総合的な分
析を行って、千葉市ブランド構築の可能性を現実的な手法で考察・提案する。

市のＰＲとして、短期的な視点とし
ては「名刺の裏面を活用したPR」や
「新たなPRチラシの作成」、長期的
な視点としては「都会と田舎がミッ
クスされた実用性の高い都市」を徹
底してPRしていくことでブランド構
築の土台を見いだせるのではないか
との提言を行った。

H25.5.1
～H26.3.25

26 ①
環境にやさしい農業推進のための千葉
市発土着天敵の有効利用について

農業生産振興課
千葉大学大学院
園芸学研究科
准教授　野村　昌史

800
IPMの技術の一つである「天敵」をキーワードに、千葉市発の土着天敵を探索し、その有効活用
方法を検討することで、貴市の「千葉市農業基本計画」や「千葉市農業推進行動計画」に位置づ
けられている「環境にやさしい農業の推進（減農薬の推進）」に寄与する。

市における有望な土着天敵として、
「ミナミマキバサシガメ」と「オオ
フタオビドロバチ」を提言した。

H26.5.1
～H27.3.25

26 ②
医療・介護の新たな枠組みの構築に向
けた地域別データ分析

経営企画課

千葉大学
医学部附属病院
客員准教授　井出　博
生

800
市が保有する関連のデータを地域別に統計的に分析し、地理情報システム上で可視化する。研究
の成果は、行政の業務に還元されるだけではなく、市民に対する情報公開、市民自身が考える契
機としても貢献する。

高齢人口に伴って増加する救急搬送
対策として、「転院搬送の抑制」、
「搬送時間の短縮」、「医療機関の
役割分担の見直し」、「市民啓
発」、「救急隊の整備」が必要であ
ることを提言した。

H26.5.1
～H27.3.25
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27 ①
事務事業に係る行政資源の可視化につ
いて

業務改革推進課
千葉大学大学院
人文社会科学研究科
教授　大塚　成男

795
市の実情を踏まえたコスト情報を算出するために、コストとして「何を（対象）」「いつ（タイ
ミング）」「どのように（計算方法）」把握するのかを検討し、戦略策定に資するコスト情報の
算定・利用方法について実現可能な提案を行う。

平成２８年度に作成する主要事務事
業戦略から、ヒト、モノ、カネに係
るコストを金額換算する様式に変更
し、ヒトに係るコストについては、
本研究の成果である概算人件費算出
シートを活用して算出することとし
た。

H27.5.1
～H28.3.25

27 ②
災害時の障害者等への支援に向けた人
材の育成

障害者自立支援課
植草学園短期大学
准教授　高倉　誠一

800
災害弱者対策に対応する人材（学生・市職員）を持続的に育成するために、福祉避難所での災害
時要配慮者支援を想定した実践的な体験活動等を実施し、これを検証することで、課題や改善点
を抽出し、マニュアル等に体系化する。

今回の共同研究の成果を踏まえ、平
成28年10月に植草学園短期大学にお
いて２回目の避難所運営訓練を実施
し、本市はこの訓練に協力した。
これらを踏まえ、平成２９年３月に
本学を福祉施設以外の民間施設とし
て初めて拠点的福祉避難所に指定し
た。

H27.5.1
～H28.3.25

28 ①
千葉市における小・中学校の適正規
模・適正配置のあり方について

教育委員会教育総務部企画課
千葉大学教育学部
教授　貞廣　斎子

785
次期実施方針策定に向けて、本市における適正規模・適正配置の基本的な考え方や学校規模への
対応の基本方針や個別地域の方策について、各地域の実情に即した実現可能性の高い方策を提言
することを目標とする。

本市では、第３次学校適正規模・適
正配置実施方針を策定することとし
ており、共同研究により実証的に検
証された基礎的知見を活用するとと
もに、提言された内容を基に検討を
進めていくこととしている。

H28.5.1
～H29.3.25

28 ②
都市公園等における民間活力の導入に
よる施設整備に関する研究

都市局海辺活性化推進課
千葉大学工学部
准教授　岡田哲史

800

海辺のグランドデザインの実現を目指して、民活事業による都市公園等における施設整備等を推
進するため、法令・経営・建築・造園など、民活事業に関わる様々な分野の専門的知見から、本
市の既存の民活導入事例や、国内他都市、海外で民活導入事例を進めながら、効果的・効率的な
事業提案のしくみづくりを行う。

平成29年度に実施した「稲毛海浜公
園リニューアル整備・運営事業」の
事業提案募集にあたり、当該研究に
よって作成した募集要項試案をベー
スに、募集要項を作成した。

H28.5.1
～H29.3.25

29 ①
千葉市民のための安全・安心な歩道空
間を活用したパーソナルモビリティ等
自動運転の実現に向けた研究

国家戦略特区推進課
千葉大学大学院
工学研究院
准教授　大川　一也

800
近未来技術を活用したまちづくりの推進の取組みの１つとして、安全・安心なパーソナルモビリ
ティシェアリングサービス実現に向けた研究を行う。

幕張新都心内の歩道空間を活用し
た、日常環境での小型の自律走行ロ
ボットによる実証実験により、走行
場所に起因する自己位置推定の課題
や走行エリアごとに適した障害物回
避方法等のデータが得られた。

H29.4.26
～H30.3.25

29 ②
「千葉氏」と市民に関する研究
－近現代の「千葉氏」の受容をめぐっ
て－

政策調整課アイデンティティ推進室

千葉大学大学院
人文科学研究院
助教　久保　勇

437
人々が千葉氏を受け止めた歴史を研究対象とし、資料の蓄積と整理、共有を行うとともに、学生
を中心とした市内フィールド調査の試験的実施を行うことで、今後の都市アイデンティティ推進
事業に結びつける。

「千葉氏」にかかる資料の収集・整
理、近代における年表の作成、
若年層である大学生の研究・活動へ
の参加等を実施した。

H29.4.26
～H30.3.25

30 ①
地域活動における認知症への対応を学
びあうシミュレーション学習教材

在宅医療・介護連携支援センター

千葉大学大学院
看護学研究科
准教授　石丸　美奈

740

本研究は、超高齢社会の進む千葉市において、認知症サポーター養成講座の発展編となる市民教
育のためのシミュレーション学習教材を千葉市民との協働により開発することである。そして、
開発した学習教材を活用し、支えあいや集いの場などの地域活動への参加を期待される高齢者
が、自分自身や家族、身近な人に認知症やその疑いがあらわれた時、それぞれにとって望ましい
対応ができるよう、前もって話し合い、学びあえる機会を提供することを目指している。

医療・介護専門職や地域住民の協力
を得て、映像教材を主とするシミュ
レーション学習教材を開発した。
　また、町内自治会などの単位で、
学習教材を用いた研修会を実施し
た。
　様々な地域・場面で学習教材を用
いた研修会を開催できるよう、関係

H30.5.26
～H31.3.26

30 ②
湧水地における水環境の改善に関する
研究

環境保全課
千葉大学大学院
園芸学研究科
教授　唐　常源

800

湧水量の減少や水質の悪化も懸念されているなかで、水源として貴重な湧水地を後世に残してい
くためには、水源涵養域の保全・再生など、継続的な保全活動を行う必要がある。
そこで本研究では、大学、市、ボランティアの三者協力により、千葉市の湧水の水量や水質、年
代などの現状を把握し、大学で研究している食物チップを用いた原位置バイオリアクター浄化方
法を市が協定を締結している谷津田内の湧水地において実践し、湧水水質の改善効果を検証し、
湧水地の水環境再生を試みることを目標とする。

湧水地に原位置バイオリアクターを
設置することにより、湧水の水質に
ついて一定の浄化効果が確認され、
今後の湧水の保全・活用を検討して
いく中で有用なデータが得られた。

H30.5.26
～H31.3.26
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