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千葉市都市アイデンティティ戦略プラン（改定版）（案）に対する意見の概要と市の考え方 

 

No 区分 意見の概要 市の考え方 修正 

1 
戦略プラン 

全体 

改訂版全体を通して 4 資源の認知度、理解度をいかにして高く

するかに終始しているように思える。 

P1 に記載されている“本市固有の歴史やルーツを大切にし、

「千葉市らしい」まち・ひと・くらしづくりを積み重ね”の前

半部分ばかりが強調されており、後半部分の「千葉市らしい」

まち・ひと・くらしづくりに関する取組みの記載が少ないよう

に感じる。 

戦略プランでは、本市固有の歴史やルーツに根差した 4 資源を

起点・基準点として活用しながら、市民の愛着や誇りを醸成し、

市外の認知や評価を獲得することで「住み続けたい」「訪れて

みたい」と思っていただける都市となれるよう取組みを進めて

まいりました。 

また、戦略プランにおける「千葉市らしい」まちづくり・ひと

づくり・くらしづくりは、4 資源を活用した取組みを積み重ね

ることであり、施策体系として施策 1「4 つの地域資源に見て

触れる環境づくり」や施策 2「「千葉市らしさ」を知り親しむ

機会づくり」、施策 3「千葉市らしさ」を知り親しむ機会づく

りを P25 に、各施策の想定される取組みを P26～28に記載して

います。 

― 

2 
戦略プラン 

P2 目的 

目的を簡潔に言うと、4資源を千葉市の観光資源として県内外

にアピールし、訪れてみたいと思われる都市としたいというこ

とか。そのように言い換えれば認知度・理解度を高くする手法

の考え方も変わり成功すると思う。 

戦略プランでは、4資源を観光資源としてだけではなく、市民

の愛着や誇りを醸成する資源としても捉えており、訪れてみた

いだけではなく、住み続けたい、住んでみたい、企業等からも

選ばれる都市を目指していることから、戦略プランに記載の表

記としています。 

― 

3 
戦略プラン 

P2 目的 

4 資源のアイデンティティは全く異なる。加曽利貝塚は歴史遺

産、オオガハスは古代植物の起源、千葉氏は歴史上の人物、海

辺は産業や都市の変遷である。 

4 資源はそれぞれ性質や価値は異なるものの、いずれも本市固

有の歴史やルーツに根ざした歴史的・文化的に重要な資源であ

ると捉えており、世界的に見ても貴重な独自性の高い財産とい

えるものです。 

― 
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これらの性質が全く異なる地域資源を千葉市都市アイデンテ

ィティの柱とした場合、千葉市らしいものとは何か。 

4 資源から千葉市らしさに結び付けることができないのは、4

資源に対する好意度、理解度が低いからか。 

4 資源から千葉市らしさや「住みたい」へと繋がるストーリー

を説明願いたい。単に 4資源は自慢できるものという位置づけ

か。 

また市民自らの発見、保存などを通じて高めてきたその価値

は、P5「4つの地域資源に見られる価値観」にも記載のとおり、

現在や将来に通じるものであり、4資源への理解や愛着を高め

ていくことで、郷土への愛着や誇りを醸成し「住み続けたい」

「訪れてみたい」都市となることを目指しています。 

4 
戦略プラン 

P4 推進期間 

推進期間の図によると、2021～2022 年以降はステージ 3 のフ

ェーズに入っているが、千葉市らしいまちづくり・ひとづくり・

くらしづくりの実践が積み重ねられているとあまり感じられ

ない。 

多彩な主体によるまちづくり・ひとづくり・くらしづくりの具

体例は何か。他のページに述べられているなら「詳しくは○ペ

ージへ」と誘導した方が良い。 

P10～14に記載されているように、これまで縄文体験プログラ

ムや YohaS、千葉氏サミット、稲毛海浜公園のリニューアルな

ど多様な主体との連携を通じながら千葉市らしいまちづくり・

ひとづくり・くらしづくりを推進してまいりました。 

実績については、第 2 章「2.これまでの取組み」として、まと

めて掲載しているため、原文のままとさせていただきます。 

また、今後の取組みについては、P25「施策体系」、P26～29「今

後の取組み」にまとめて記載しています。 

― 

5 

戦略プラン 

P12、13多様

な主体による

取組み・意見 

様々な主体からの意見要望が述べられており、具体的に支援を

求めている団体もある。千葉市がそれらにどう応えていくの

か、返事を記載した方が、団体の方にも読み手にもわかりやす

い。 

戦略プランは、目指すべき方向性を示すものであり、個別のご

意見に対する回答などは掲載しておりません。 

なお、戦略プランでは、関連団体へのヒアリング等を通じて整

理した課題を踏まえ、P26以降に関係団体への支援など、今後

の想定される取組みを記載しています。 

― 

6 

戦略プラン 

P15目標及び

指標の状況 

成果指標の多くは、2014 年度に比べて減少している。コロナ禍

に調査したとはいえ、認知度・好意度共に低いのは大変残念で

ある。「コロナ禍でこんな施策が予定通りに行かなかった」な

コロナ禍での緊急事態宣言の発令等による施設の閉鎖やイベ

ントの中止が要因の一つとなった可能性が考えられます。 

新型コロナウイルス感染症の影響は長期間で多岐にわたるた

め、個別の施策に関する記載は見送らせていただきますが、い

加筆 

修正 
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ど、認知度が上がらなかったと思われる原因についての記載が

あったほうが良い。 

ただいたご意見を踏まえ、P15の説明文に「イベント等の一部

が中止になったことに加え」と追記します。 

7 

戦略プラン 

P15目標及び

指標の状況 

成果指標の数値の減少をコロナ禍で片づけるはいかがなもの

か。文中で一つの要因と断りを入れているが、他の要因は何か

を記載しなければ状況を見誤ることになる。 

戦略プランの達成度に関する成果指標で、なぜ千葉市に親しみ

を感じる人の割合（県外）は 7.2ポイントも増えているのか。

施策の進捗度に関する指標において、なぜ加曽利貝塚博物館入

者数が 235.8％増加し、郷土博物館入館者数が 17.7％減少した

のか。 

アンケート結果は「2020年度（令和 2）」と記載しているが、

次ページの「3.現状の評価と分析」には年度の記載がないため、

タイトルは「(1)2020 年度（令和 2）アンケート調査の分析」

と表示していただきたい。 

コロナ禍のアンケート調査結果が、回答者の特殊性（テレワー

ク在宅者と WEB アンケート）から 2014 年度と比較する対象に

値するかどうか疑問に思う。 

要因を正確に把握することは困難ですが、長期にわたりコロナ

での自粛期間が続く中での調査となったことが、消極的な回答

が増加した要因の一つであると考えています。 

千葉市に親しみを感じる人の割合（県外）の上昇についても、

コロナ禍で東京近郊でのテレワークが評価されたことなどが

要因の一つになった可能性が考えられるものの、今回の調査だ

けでは正確な分析は難しく引き続き検討が必要となります。 

P20に記載した平成 26年度から令和 3年度の推移を示した「施

策の進捗度に関する指標」をご覧いただくと、令和元年度、令

和 2 年度に新型コロナウイルス感染症による減少傾向がお分

かりいただけます。 

「(1)アンケート調査の分析」については、いただいたご意見

を踏まえ「(1)2020（令和 2）年度アンケート調査の分析」と修

正します。 

調査会社の登録モニターを対象とした WEB アンケート調査と

いう実施手法は、2014（平成 26）年度と変更しておりません。 

今回の調査結果には、コロナ禍の影響があったと考えておりま

すので、次回調査の際は、今回の結果も合わせて分析する予定

です。 

加筆 

修正 
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8 

戦略プラン 

P16現状の評

価と分析 

アンケート調査方法欄に記載の「対象者からの有効回答が規定

数に達し次第募集を終了する先着方式で実施」とあるが、これ

は有効回答の内訳が市 2,000 件、県内市外 500 件、県外 500件

に達した場合と理解してよいか。 

アンケート結果は市民に関するものだけになっており、県内市

外と県外の結果が示されていないがなぜか。 

P15と P16～19の数値が微妙に異なり関連が不明。 

有効回答数については、お考えのとおりです。 

これまでの取組みの多くが市民を対象としたものであること

から、市民分の分析を詳しく掲載することとしました。 

目標と指標については、当初から県外・県内市外が設定されて

いることから、数値のみを掲載しています。 

なお P15 の表と P16 のグラフの合計値が合わないのは端数処

理によるものでしたが、ご意見を踏まえ、P16のグラフの数値

等を修正します。 

なお、2020（令和 2）年度アンケート調査の詳細については別

途公表を予定しています。 

加筆 

修正 

9 

戦略プラン 

P22今後の課

題 

情報を行き渡らせること、様々なひとが関わり交流することが

足りていないと感じる。 

市民参加型の実行委員会形式で企画を考える、企画案をいくつ

か提示し人気投票で実施を決めるなど、市民がお客様になるの

ではなく「自らも参画している」と感じられるような取組みが

必要である。 

ご意見のとおり、市民の皆様に主体的に参加していただくこと

は重要なことと考えています。 

そのため、P23推進の視点に「官民の多様な主体による取組み

の推進」を、P25施策体系の施策３に、「(2)市民が知る・学べ

る機会の充実」と「(3)人材の育成・関係団体の支援」を位置付

けています。 

いただいたご意見も参考にしながら、今後の取組みを検討して

まいります。 

― 

10 

戦略プラン 

P23推進の視

点 

「歴史が現在・未来につながる展開」や「現在や未来のライフ

スタルにつながるエッセンスを再認識・再評価していくこと

で、真に歴史やルーツに裏打ちされた千葉市らしさ」の部分が

最も重要な視点である。 

P14 に記載のとおり、4 資源はそれぞれ性質や価値は異なるも

のの、いずれも本市固有の歴史やルーツに根ざした歴史的・文

化的に重要な資源でありかつ世界的に見ても貴重な独自性の

高い財産といえるものであり、市民自らの発見、保存などを通

じて高めてきたその価値は現在や将来に通じるものです。 

ご意見のとおり、歴史と現代のつながりは重要と考えており、

― 



5 

 

残念ながら、この冊子ではこの点の深堀りが示されておらず、

4資源から千葉市の都市アイデンティティへと繋がっていかな

いと感じる。 

歴史や伝統を学ぶことによって人間の幅が広がり、人格が形成

されると言われている。歴史上の事象をピンポイントで学んで

も得られるものは限られるため、歴史の流れや現代への繋がり

を記述する必要がある。 

P23推進の視点に「歴史が現在・未来につながる展開」を位置

付けているところであり、今後のプロモーションや学ぶ機会等

において留意して進めてまいります。 

11 

戦略プラン 

P24 4資源

の発展方向 

千葉氏については、歴史的な事実を示す資料が不足しており

「見て触れる」や「知り親しむ」機会がつくりづらいと思う。 

そのような中でどうしたら千葉氏に関する理解度・好意度を高

めていけるか、研究家などのご意見を聞いて具体的な取組みを

考えていただきたい。 

また、エンターテイメント性のある取組みを考えるときには、

史実に反したイメージを伝えることがないよう気をつけてい

ただきたい。 

千葉氏については、今後、一族が活躍した時代の遺跡や一族に

ゆかりのある史跡の発掘や調査などを進め、歴史的な事実の収

集に努めるとともに、専門家の意見も参考にしながら取組みを

進めてまいります。 
― 

12 

戦略プラン 

P29 戦略プ

ラン計画期間

後を見据えた

取組みについ

て 

戦略プラン計画期間後を見据えた取組みについて、次の 100年

に向けた取組みとして、4資源にこだわらない地域資源の活用

を進めて欲しい。 

4 資源以外にも千葉市には自慢できる地域資源があるが、4 資

源を定着させるためにだけ予算が使われ、他の地域資源は埋も

れてしまっているような印象がある。 

P26「魅力あるコンテンツづくり」にも関連するが、自転車やモ

ノレール・バスなどを使って複数の地域資源をつなげてアピー

4資源間でのつながりや関連性のある取組みは重要な視点だと

考えており、いただいたご意見も参考にしながら、今後の取組

みを検討してまいります。 

また、戦略プランの計画期間である 2026（令和 8）年度までは

4 資源を起点・基準点として都市アイデンティティの確立を目

指すこととしていますが、今後は、計画期間後も見据え、新た

な地域資源の可能性についても検討してまいります。 

― 
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ルすることに、様々な立場の人が関わる形で積極的に取り組ん

でいただきたい。 

13 4 資源 

市内の貝塚を結んでオオガハス、千葉氏、海辺の地域資源を多

くの方に見てもらうためには適切な交通手段の整備が不可欠

である。4 資源と他の地域資源を戦略的に結び、千葉市全体の

発展を目的とした基幹アクセスとして千葉都市モノレールの

拡充策を提案したい。 

現状、千葉都市モノレールを延伸する計画はありません。 

戦略プランでは、4 資源だけでなく他の地域資源と関連付けた

活用に取り組むこと、また「見て」「感じて」「触れる」こと

ができるようソフト・ハード両面の整備を進めることとしてお

り、いただいたご意見は、今後の取組みの参考にさせていただ

きます。 

― 

14 4 資源 

4 資源のうち、有形で残存している資源は加曽利貝塚とオオガ

ハスである。 

千葉氏は、中央区の千葉神社や稲毛区の大日寺が千葉氏十六代

の廟所として残っているが、関連性が薄い気がする。 

海辺は、中央区の登渡神社（葛飾北斎「富嶽三十六景」）や美

浜区の民間航空発祥の地などが現存しているが、海岸の埋め立

てにより海外線が当時より遠くなっている。 

千葉市らしさを歴史から確認するには、有形の歴史資産である

ことが必要かもしれない。アンケートで千葉氏の値が低いのは

無形の影響が大きく、海辺の値が高いのは単に娯楽の意味合い

が強いからだと思う。 

千葉氏については、残存している有形資産が少ないことや、本

拠地など不明な点が多いことが課題のひとつであると考えて

おり、今後、一族が活躍した時代の遺跡や一族にゆかりのある

史跡の発掘や調査などを進めてまいります。 

海辺については、広い空間を有するエリアであり、多くの方々

に親しんでいただいていることから、あわせて海辺の歴史等に

ついて知っていただける機会を提供できるよう検討してまい

ります。 

― 

15 4 資源 

アンケート調査は、現状が一目瞭然で、やはり千葉氏の理解度

が低いことが特徴だと思う。 

戦略プランの計画期間である 2026（令和 8）年度までは 4資源

を起点・基準点として都市アイデンティティの確立を目指すこ

ととしていますが、今後は、いただいたご意見も参考にしなが

― 
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アイデンティティを市民の誇れるものと啓蒙するのであれば、

この 4資源にこだわるのではなく、今後も市民の声を反映して

変化させていくのも良い。 

コロナ禍において、故郷千葉市は、安らげ、住まう場所として

の需要の高まることが期待される。長く住む市民、新しく住む

市民にとって、わかりやすく理解できるアイデンティティの策

定を期待する。 

ら、計画期間後も見据え、新たな地域資源の可能性についても

検討してまいります。 

16 4 資源 

オオガハス、貝塚、海辺はそれぞれはとても良いものだが、目

につきにくい。千葉市は、情報が目に入りにくく、知らせ方が

下手だと感じる。 

アイデンティティと言うのは、千葉市の見どころというわけで

はないのか。ネットで検索しても出てこない。 

戦略プランというすごい名前で、かえって何がしたいのかよく

わからない。 

ご意見のとおり情報発信は重要と考えています。 

そのため、P25施策体系で施策４「「千葉市らしさ」を知り親

しむ機会づくり」を位置付けており、今後の効果的な情報発信

に努めてまいります。 

プランの名称については、「都市アイデンティティ」の確立を

都市政策として中長期的な観点から戦略的に進めることから

つけたものです。 

― 

17 4 資源 

千葉市都市アイデンティティの PR動画を見たことがある。 

面白く作ろうとしているのは伝わったが、率直に言って、安直

で薄っぺらい印象を持った。 

地域資源として、加曽利貝塚や千葉氏を選んだのは理解できる

し、郷土教育により加曽利貝塚や千葉氏認知が上がることは良

いことだと思うが、もう少し歴史理解を元にした研究の成果が

感じられるものにしてほしい。 

歴史研究の裏付けが感じられず、千葉市に知的な厚みがないと

いう悪いイメージを与えるのではないか。 

4 資源の動画は 2017（平成 29）年度に制作、配信を始めたもの

であり、当時は戦略プランを策定して間もないことから、まず

は 4資源に興味を持ってもらうことを目的に、親しみやすく楽

しめる内容を前提に制作しました。 

効果的な情報発信が行えるよう、いただいたご意見も参考にし

ながら、今後の取組みを検討してまいります。 

― 
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PR 動画を作るときに、大学生などに作ってもらってコンペを

するなど若い人たちの千葉市への理解を深めつつ、関心を集め

るようなことを考えてはどうか。 

すごいものを無理に作り上げるのではなく、誠実に千葉市に係

わる歴史や風土の持つ良さを発見していく方が無理のない形

で郷土愛が生まれるのではないか。 

18 4 資源 

4資源の魅力をいかに引き上げるかという課題は共感できるが

「人」にスポットを当てた、より奥深い戦略が必要だと思う。 

加曽利貝塚には武田宗久先生が中心になり遺跡研究に力を入

れ署名を集めて千葉市民が作り上げた歴史が、オオガハスには

大賀先生とハスの種を探す市民の協力があって初めて生まれ

た歴史が、千葉氏には千葉一族の歴史が、海辺には日本初の人

工海岸の開発者や業者などの試行錯誤の歴史がある。 

こうしたものを整理すれば、ただの歴史提供ではなく「人」を

通して生き方を学ぶ場所として千葉市の魅力となると思う。 

縄文時代は戦争がない時代と言われているので当時の人を考

えてどのように地域や家族を大切にして生きてきたかを考え

ることができる。 

また、目標を持って追及する「人」の姿は未来を想像する教育

に役立つと思う。「人」を通して生き方や思いを実行すること

が学べる千葉市にしてほしい。 

4 資源の歴史的・文化的背景を知っていただくことは重要であ

り、人にスポットを当てるという点では、これまで漫画という

媒体を活用し、千葉常胤公物語では千葉一族の活躍を、市制 100

周年記念漫画では武田宗久先生や大賀一郎博士の活動を取り

上げ、加曽利貝塚の保存や古代ハスの開花について、わかりや

すく知る機会を提供してきました。 

いただいたご意見を参考に、これらの素材を活用した取組みな

どについても検討してまいります。 ― 
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19 加曽利貝塚 

自然との共生が叫ばれている今、縄文時代は私たちに重要なヒ

ントを与えてくれる。 

縄文人の生活の有様と精神性を集中的に残すのが貝塚遺跡で

ある。全国一を誇る千葉市内の 120 基の縄文貝塚の中で特別史

跡の加曽利貝塚以外にも、月ノ木・荒屋敷・花輪・犢橋貝塚も

国指定の重要史跡である。 

縄文文化が国際的に認知されつつある時代に鑑み、市内の貝塚

全体を対象に「貝塚都市」を旗標に内外へ強くアピールするの

が効果的である。 

戦略プランでは、特別史跡加曽利貝塚を中心に取組みを進める

こととしていますが、多くの貝塚が存在することも本市の特徴

の一つであり、いただいたご意見は、今後の取組みの参考にさ

せていただきます。 

― 

20 加曽利貝塚 

埋蔵性の高い貝塚の価値全てを表現することは元々無理であ

る。限られた発掘物で縄文文化を展示・表現する新博物館をわ

が国の代表的な研究と国際交流センターに位置づけ、戦略的に

活用して多彩な集会・イベントを継続的に開催することで内外

ビジターの来訪を促進すべきである。 

戦略プランの表現では、国際的な視点での取組み姿勢が弱い。

世界遺産の三内丸山や尖石遺跡と対抗する上で、特に外国人来

訪者に便利な縄文文化の拠点として加曽利を積極的・具体的に

売り出すべきである。 

戦略プランでは、新博物館の整備などを位置付けており、「特

別史跡加曽利貝塚新博物館基本計画」において、国際的な視点

での取組みの方針を示しています。 

国内外の先史時代遺跡及び博物館等と連携し縄文文化の価値

と魅力を広く世界へ発信するとともに、成田国際空港に近い利

点を活かし、「縄文」の玄関口としての PR 活動を推進してま

いります。 

― 

21 加曽利貝塚 

新しい施設は一般に開館直後は来場者があるが長続きしない

ことが多いので、それを避けるため計画段階からしっかりした

長期運営体制を敷く必要がある。 

新博物館の運営は DBO 方式を導入し民間事業委託するとのこ

とであるが、国際的視野に立った戦略的運営の中枢機能は、行

政の業務として適切な措置を講じる必要がある。 

戦略プランでは、新博物館の整備などを位置付けており、新博

物館の運営に関しては、今年度策定した「特別史跡加曽利貝塚

新博物館基本計画」において、調査・研究を中心に直営を維持

し、業務効率化とサービスの向上を目指して行う包括的な民間

委託等の導入は、「貴重な資産の保全・継承、活用に向けた持

― 
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続性や専門性の確保」「市の施策との連動性」などを条件に検

討することとしています。 

22 加曽利貝塚 

縄文をテーマにした大型ドラマ（小説）を創作し、映像を駆使

したダイナミックな広報戦略を展開したい。 

貝塚遺跡から知ることができる縄文人の生活と用具類などの

発掘物を現代風に分かり易く紹介するなど、縄文文化ファンタ

ジーを展開して現代社会へ示唆を与える内容とする。 

戦略プランにおいても、戦略的な情報発信を行うこととしてお

り、いただいたご意見は、今後の取組みの参考とさせていただ

きます。 ― 

23 加曽利貝塚 

首都圏に在って本市は希少な農業都市でもある。自然・環境志

向が強い観光ニーズに応え、貝塚群と隣接する農業地帯をリン

クした「自然・環境ツーリズム」を一体的に振興したい。特に

子供たちや児童生徒を対象に環境・食糧など現代的な問題を考

える機会とし、体験モデルコースを設定するなど教育・啓発的

な取り組みを特色とした PR を展開したい。 

現在、市では、SDGｓや体験・探究などの要素を取り入れた観光

プランを造成することで、滞在型余暇活動の促進を図る千葉市

ならではのグリーンツーリズムを推進しています。 

また、戦略プランの計画期間である 2026（令和 8）年度までは

4 資源を起点・基準点として都市アイデンティティの確立を目

指すこととしていますが、今後は、計画期間後も見据え、新た

な地域資源の可能性についても検討してまいります。 

― 

24 加曽利貝塚 

次世代に確実に継承していくためには「加曽利貝塚学会」を発

足させ、学会を核に学術研究のすそ野を広げて、施設の整備・

拡充と共に車の両輪として安定的に運営していく必要がある。 

また、子どもたちに「特別史跡」への親近感と理解を深めても

らうためにエデュテインメント（娯楽と教育の両面を持ったエ

ンターテイメント）なイベントによる先進的アプローチも効果

的である。 

戦略プランでは、「4資源の価値を高めるための調査・研究」

や「学校等における郷土教育の充実」「市民が知る・学べる機

会の充実」を今後の取組みとして位置付けています。 

加曽利貝塚に関する具体的な取組みとしては、2022（令和 4）

年 2月に策定した「特別史跡加曽利貝塚新博物館基本計画」に

おいて、貝塚を中心とする縄文文化の解明の拠点としての活動

を基本方針として示しており、調査・研究体制を強化し、外部

の研究機関や研究者とのネットワークを形成する拠点施設と

して連携拡大を図ってまいります。 

― 
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いただいたご意見も参考にしながら、今後の取組みを検討して

まいります。 

25 加曽利貝塚 

新しい視点から加曽利貝塚への人々の関心の底上げを図るた

め、自転車で縄文人が海産物を採集して運んだであろうルート

を辿る、海浜と貝塚を結ぶイベントを行ってはどうか。 

電動アシスト付きのシェアサイクルを利用すれば体力に自信

ない人でも楽しめるし、縄文グルメと組み合せることで尚一層

関心を高めることができる。 

海辺と加曽利貝塚の連携を含め、4資源間でのつながりや関連

性のある取組みは重要な視点だと考えています。 

いただいたご意見も参考にしながら、今後の取組みを検討して

まいります。 
― 

26 オオガハス 

通年楽しめる「大賀ハスツーリズム」を提案する。 

開花シーズンは、マイクロバスを特別運航し、発祥の地の検見

川地区と千葉公園の往来アクセスを PR するほか、国内外に分

根した地を訪れるためのマップなどを作成する。 

高齢者には、平和と友好の「シンボル・フラワー巡礼」、若者

には「聖地巡礼」風にアピールするのはどうか。 

各地の大賀ハスの動画をリアルタイムで見ることができる、大

賀ハスネット（リモート大賀ハス）の実証実験を行ってはどう

か。オオガハス開花 70 周年記念行事は、オオガハスを国内外

に PR する絶好のチャンスである。 

2022（令和 4）年はオオガハスが開花して 70周年の節目の年で

あり、戦略プランでは、シンポジウムやイベントの実施の他、

オオガハスゆかりの都市との交流を深めることとしています。

年間を通してオオガハスを楽しめる環境づくりや「ハス守りさ

ん」の育成は市としても重要と捉えており、いただいたご意見

も参考にしながら、今後の取組みを検討してまいります。 
― 

27 千葉氏 

「千葉氏検定」を創設し、千葉県をはじめ全国各地に散らばる

千葉姓の子孫に向けて発信する。千葉氏顕彰会の力を借りて、

大河ドラマで今話題の千葉常胤をメインとしたやさしい問題

から作成するのはどうか。PR には、アナログな公募雑誌などは

意外と効果的である。 

戦略プランでは、千葉開府 900年に向けテレビドラマなどと連

携した千葉氏に対する興味喚起を位置付けています。 

また、千葉氏ゆかりの都市との千葉氏サミットの開催なども進

めることとしており、いただいたご意見も参考にしながら、今

後の取組みを検討してまいります。 

― 
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また、千葉氏研究家の鈴木佐氏をメインキャラクターにして、

顕彰会フォーラムやサミットをもっと開放的に一般的にして

はどうか。 

28 海辺 

幕張新都心はグローバルなブランドであり、そのネームバリュ

ーを活用するため、幕張をテーマにした、小説、短歌、エッセ

イ、写真、動画、ゲームなどを募集する「幕張大賞」を創設し

てはどうか。 

また、千葉市は平成元年からずっと ICT先進国際都市であり、

かつて日本のシリコンバレーと言われた幕張新都心に残るイ

ンターネットヒストリーを巡る「MAKUHARI街歩きプラン」を提

案する。 

戦略プランでは、幕張新都心の特性を生かした海辺の利活用を

検討することとしております。いただいたご意見は、今後の取

組みの参考にさせていただきます。 

― 

29 海辺 

海辺の歴史や文化的要素を活用しきれていないとの記載はそ

の通りである。千葉市の歴史は、海辺の歴史にあると言っても

過言ではない。 

漁業から重厚長大の京葉工業地域、埋め立てによる集合住宅の

建設など、時代に沿った変遷を辿っている。 

レジャーや娯楽の面だけでなく、多くの方に本市の海辺の歴史

等について知っていただけるよう、いただいたご意見も参考に

しながら、今後の取組みを検討してまいります。 ― 

 


