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①位置及び自然
本市は東京湾の北東部の海に面し、千葉県の

ほぼ中央部、東京から約40km東に位置します。

成田空港からは約30km、また、東京湾アクア

ラインの接岸地である木更津市からも約30km

の距離にあります。

本市を起点、終点とする県内幹線道路や鉄道

も多く、東関東自動車道水戸線、同館山線など

首都圏を結ぶ広域高速道路網、幹線鉄道と県内

交通体系の結節点となっており、東京湾アクア

ラインの開通により、本市の交通結節性はさら

に高まり、新しい交流が増大するものと期待さ

れています。

市域面積は、約272km2と首都圏にあって

広い面積を有しています。市域の北部には花見

川、中心部には都川、南部には村田川が東京湾

に、また、内陸部には鹿島川が印旛沼に注いで

おり、本市の地形はこれら河川によって刻まれ

た低地と台地、東京湾沿いに広がる約34km2の

埋立地に大別されます。

全体に平坦地形のため、都市の成長とともに

開発、市街化が進んできましたが、内陸部の

房総丘陵に連なる地域には、農地や山林などが

比較的良く残され、大都市でありながら緑に恵

まれていることが特徴となっています。

②沿　革
市内には、世界的に有名な「加曽利貝塚」な

どの遺跡群が、数多く発見されており、当地へ

の人々の居住は、遠く縄文時代以前までさかの

ぼることができます。

都市としての起源は、西暦1126年（大治元

年）、千葉常重が猪鼻山に居館を構築したこと

に始まります。鎌倉時代は、ほぼ下総一国を支

配した千葉氏のもとで賑わいをみせましたが、

この千葉氏の命運と共に一寒村へと衰微しま

した。

江戸時代に入り、佐倉藩領であった千葉町は、

江戸への物資積出港として、また、江戸と房総

を結ぶ宿場町として、再び活気を呈することと

なりました。

（1）千葉市の概要と役割

概　要概　要
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銚子�

40km�
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中心市街地の再建から始まる本市の戦後は、

本格的な工業化の幕開けでもありました。戦時

下に造成された埋立地への川崎製鉄の進出、続

く東京電力千葉火力発電所の操業により、臨海

部を中心に工業集積が進みました。また、工場

進出による人口増大や首都圏のベッドタウンと

して、公団等が海浜部の埋立地等に大規模団地

の造成を行うとともに、周辺町村との合併を経

て、現在の市域が概成されることとなります。

この間、本市の人口は急増し、1971年（昭和

46年）には50万人を突破しました。

しかし、その反面社会資本の整備が人口増に

追いつかず、また、公害の発生やこれによる生

活環境の悪化も社会問題になりました。

高度経済成長の終わりとともに、人口増加も

そのスピードをゆるめましたが、現在も着実に

人口は伸び続けており、首都圏の高次都市機能

を担う中核都市として発展を続けています。

JR京葉線、千葉都市モノレール、千葉市文

化センターなどの公共施設整備に加え、「第4

次首都圏基本計画」等において業務核都市とし

て位置付けられるなど千葉都心、幕張新都心の

整備も進められ、1989年（平成元年）には幕
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1873年（明治6年）、廃藩置県により千葉町

に県庁が置かれ、本格的な都市としての歩みが

始まりました。県庁に続いて、医学校、師範学

校が設置され、1894年（明治27年）には総武

鉄道千葉駅が開業しました。東京と結ぶ鉄道の

開通は本市の発展の手がかりとなり、県内にお

ける政治、経済、文化の中心として諸機能の立

地が図られ、また、軍施設の立地も進み、「軍

都」としての性格も帯びるようになりました。

第一次世界大戦による影響もありさらに成長

を続け、1921年（大正10年）には市制が施行

されました。当時の人口は、33,887人、市域面

積は約15km2で、現在の中央区にあたります。

昭和に入り、第二次世界大戦前の準戦時体制

下において、内務省の東京湾臨海工業地帯計画

の一環として、1940年（昭和15年）より寒

川・蘇我の地先に90万坪の埋め立て工事が着

手され、そこに日立航空機が立地し、敗戦まで

海軍向け航空機の生産が行われました。軍需工

場のほかに、陸軍の司令部、連隊、学校、補給

廠、病院などがあったため、1945年（昭和20

年）には大空襲に見舞われ、市街地の約7割が

被災し、繁華街は焼け野原と化しました。

張メッセがオープンし、都市機能の

充実が進んでいます。

また、1992年（平成4年）4月1日

には、全国12番目の政令指定都市

となり、6つの行政区を設置するな

ど、市民に身近な行政の実現と特色

ある区づくりの推進に向けて積極的

に取り組むとともに、千葉マリンス

タジアム、美術館、セーフティちば、

ハーモニープラザ、JR千葉駅前整

備、公共下水道整備など、「市民生

活の質的向上」と「大都市にふさわ

しいまちづくり」に努めています。
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役　割

①業務核都市として
1991年（平成3年）に千葉都心、幕張新都心

の整備を中核とする「千葉業務核都市構想」が

承認され、それぞれの機能集積が進んでいます。

千葉都心は、行政などの中枢管理機能を中心

として、商業・業務機能、文化機能、スポー

ツ・レクリエーション機能の集積により、広範

な地域の人々に高度な生活サービスや都市的な

楽しみを提供する役割を果たしています。

幕張新都心は、企業の業務機能や、研究開発

機能、学術・教育機能、コンベンション施設・

スタジアムなどの多彩な交流機能と職住近接に

配慮した住宅機能を特徴とし、その整備は本市

の国際性や、先進性の向上に大きく貢献してい

ます。

東京湾アクアラインの開通により、東京圏が

環状に結ばれた構造が形成され、今後、圏域内

の核都市圏相互の交流と連携が進むと考えられ

ます。

また、2つの都心の特性を活かした特色ある

機能と魅力のさらなる向上を図り、圏域の発展

を先導するとともに、東京圏の東の拠点として

中枢性を発揮することが重要となってきます。

なお、臨海部において、今後発生が見込まれ

る遊休地などを活用した新たな副都心の形成な

ど、より自立性の高い都市圏の形成を進めてい

く必要があります。

②県都及び大都市として
本市は、県庁をはじめ国・県等の公共・公益

施設が数多く立地しているほか、製造業や商業

をはじめとする事業所も県内最大規模の集積を

誇り、行政・経済等の中心として県勢を牽引す

る役割を担っています。また、1992年（平成4

年）には政令指定都市に移行し、大都市として

の基盤の充実も図られつつあります。

今後とも県の要の位置を占める大都市とし

て、これまでの集積の質・規模及び都市整備水

準の優位性を活かしながら、諸機能の高度化を

進め、県勢の発展に寄与することが求められて

います。

また、行政面・経済面のみならず、文化的な

機能についても向上を図り、周辺市町村全体の

健全な発展をリードすること、さらに、都市行

政や地方自治の新しい展開という側面について

も、そのリーダー性や先駆性の発揮が重要な役

割として期待されています。

役　割
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変化の激しい時代であっても変わることのない恒
久的な都市づくりの基本理念と基本目標及び望ま
しい都市の姿を示し、市政運営の指針となります。�

基本構想で定めた基本目標等を実現
するため、都市像及び都市づくりの
基本的方向、区ごとの将来像を示し、
今後の施策展開の指針となります。�

5か年における�
　　　　具体的実施事業�

基本理念＝人間尊重・市民生活優先�
基本目標＝人とまち�
　　　　　　いきいきと幸せに輝く都市�

目標＝やすらぎをはぐくみ�
　　 　　未来を支える都市づくり�

期間（目標年次）� 21世紀を展望�

期間（目標年次）�

15年（2015年）�

新
総
合
ビ
ジ
ョ
ン

新
総
合
ビ
ジ
ョ
ン�

新
総
合
ビ
ジ
ョ
ン�

実
施
計
画�

基本�
構想�

ちば・�
ビジョン21

5か年計画�

新総合ビジョンは、�
「基本構想」と「ちば・ビジョン21」で�
構成されます。�
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（2）目的・体系・計画期間

（3）推進主体

「ちば・ビジョン21」は、「千葉市基本構想」

に定める基本目標等の実現に向けて、本市の将

来像、都市づくりの基本的方向及び各行政区ご

との将来像を掲げるもので、「千葉市基本構想」

とあわせて「千葉市新総合ビジョン」を構成し

ます。

また、本ビジョンは、市政運営の中長期的

指針となるものであり、今後策定する実施計画

の基礎となります。

本ビジョンの計画期間は、西暦2001年（平

成13年）を初年度とし、西暦2015年（平成27

年）を目標年度とする15年間とします。

本ビジョンは、市民、民間団体、企業、行政

など都市を構成するすべてが主体となるもので

あり、これらが一体となった参加と協働により

推進していきます。

総　論



24

（4）基本指標

①人　口
本ビジョンの目標年次

である西暦2015年（平

成27年）には、本市の

人口はおおむね100万人

に達するものと見込まれ

ます。
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②年齢3区分別人口
年少人口（14歳以下）の構成比率は出生率

の低下により低位で推移し、老年人口（65歳

以上）の構成比率は団塊の世代の高齢化など

によりさらに進行します。

1995年�
（H7）�
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（H12）�

2005年�
（H17）�

2010年�
（H22）�

2015年�
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③世帯数
世帯数は、平均世帯人員の減少によって今後

も増加し、2015年には約40万世帯となります。
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①産業別就業者
本市の従業者数は増加傾向にあり、また、就

業者数の伸びも見込まれることから、本ビジョ

ンの計画期間中に就従比の割合がおおむね1と

なるものと見込まれます。

産業・経済

（単位：人）�就業者数及び従業者数�
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75.6�

440,352�

0.94

421,600�

4,500�

1.1�

96,200�

22.8�

320,900�

76.1�

490,300�

0.86

457,700�

3,800�

0.8�

94,000�

20.6�

359,900�

78.6�

501,700�

0.91

492,400�

3,300�

0.7�

91,900�

18.6�

397,200�

80.7�

504,900�

0.98

517,200�

2,700�

0.5�

89,800�

17.4�

424,700�

82.1�

496,500�

1.04

区　分�
1995年�
（H7）�

2000年�
（H12）�

2005年�
（H17）�

2010年�
（H22）�

2015年�
（H27）�

第1次産業�

構成比％�

第2次産業�

構成比％�

第3次産業�

構成比％�

資料：1995年は「国勢調査」
（1995年の従業者数Ａは分類不能の産業の従業者数を含む）

（注）従業者：千葉市において収入になる仕事に従事している者（市外常住者含む)
就業者：千葉市常住者の中で、収入になる仕事をしている者（市外で仕事をしている者を含む）
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2従業者数� 就業者数�

就従比 = 従業者数�
就業者数�

（千人）� 就従比�

1995年�
（H7）�

2000年�
（H12）�

2005年�
（H17）�

2010年�
（H22）�

2015年�
（H27）�
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②農業粗生産額と工業出荷額
農業従業者数の減少を労働生産性の向上が補

うことにより農業粗生産額はおおむね150～

160億円程度を維持し、工業出荷額は労働生産

性の向上により増加基調で推移し、2015年に

は1兆3千億円程度になるものと見込まれます。

③年間商品販売額
年間商品販売額（小売業と卸売業の年間商品

販売額の合計）は、人口の増加と人口一人あた

り販売額の増加によって、2015年には10兆4千

億円程度になるものと見込まれます。

資料：1995年の農業粗生産額は「生産農業所得統計」
1995年の工業出荷額は「工業統計調査」

（注）金額は1995年価格

資料：「商業統計調査」からの推計
（注）金額は1995年価格

（単位：億円）�農業粗生産額と工業出荷額�

1995年（H 7 ）�

2000年（H12）�

2005年（H17）�

2010年（H22）�

2015年（H27）�

142�

156�

156�

157�

155�

10,727�

11,750�

12,194�

12,593�

12,952�

区　　分� 農業粗生産額� 工業出荷額�

（単位：億円）�年間商品販売額�

1995年（H 7 ）�

2000年（H12）�

2005年（H17）�

2010年（H22）�

2015年（H27）�

 45,060�

 62,900�

 76,580�

 90,900�

103,690

区　　分� 年間商品販売額�
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④市内純生産
市内純生産は、1995年の約2兆8千億円から

2015年には4兆6千億円程度に達すると見込ま

れます。

⑤市民所得
市民所得は、1995年の約3兆6千億円から

2015年には5兆9千億円程度に、また、市民

一人あたりの市民所得は、1995年の約410万円

から2015年には590万円程度に上昇すると見込

まれます。

資料：「千葉市の市民所得」からの推計
（注）金額は1995年価格

資料：「千葉市の市民所得」からの推計
（注）金額は1995年価格

（単位：億円）�市内純生産�
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2005年（H17）�
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（1）策定の背景

①少子・高齢社会の到来
国立社会保障・人口問題研究所が発表した

「日本の将来推計人口（1997年1月）」の中位推

計によると、わが国の総人口は、2007年（平

成19年）の1億2,778万人を頂点に迎えた後、

減少に転じ、以後21世紀は人口が減少すると

予測されています。

人口の年齢構成から見ると、合計特殊出生率

の低下を反映して年少人口の割合は今後も減少

が続き、また、生産年齢人口の割合も減少を続

けると見込まれています。一方、老年人口の割

合は、平均寿命の伸長等に伴い年々増加するこ

とが見込まれています。

このような出生率の低下や平均寿命の伸長と

が相まって、急速な人口の少子・高齢化ととも

に人口の減少が進行した少子・高齢社会の到来

を迎えようとしています。

また、少子・高齢化の進行は、労働力人口の

減少、経済成長の低下等の経済面や家族の変容、

子どもの健全な成長への影響、過疎化の進行等

社会面に大きな影響を及ぼすことが懸念されて

います。

誰もが健やかで安心して暮らすことのできる

社会を築いていくためには、子どもを生み育て

たい人が、安心して子どもを生み育てられる環

境づくりが必要であり、また、誰もが健康で生

きがいを持ち地域や家庭の中で自立した生活を

送るとともに、これを社会全体で支援する体制

づくりが必要です。

②環境との共生
環境問題については、1970年前後から相次

いで公害関連の諸法が制定され、その対応が図

られてきましたが、近年の巨大な社会・経済活

動による温室効果ガスの排出量の増大、熱帯雨

林の減少、オゾン層の破壊など、地球環境に大

きな影響を及ぼす事態に対して、強い危機感が

もたれるようになってきました。

都市型・生活型環境問題から地球環境問題ま

で、市民の環境への関心は高まっています。

1993年（平成5年）環境基本法が制定され、社

会を構成するすべての主体の参加による総合的

な環境行政の指針が示されることとなり、自治

体においても環境基本計画の策定など、積極的

な取り組みが進められています。

環境に配慮したライフスタイルの確立、資源

循環型社会の形成をはじめ、自然とふれあいの

ある都市づくりなど、地球と共に生きる都市社

会の実現が求められており、次世代に対する責

30

わが国は、「成長」から「成熟」へと社会・経済全体が新しい時代を迎えようとしています。今後

の多方面にわたる環境変化の大きな流れを見定めながら、時代の要請に基づく新しい価値観に対応し

た都市づくりを進めていく必要があります。
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③市民の価値観、ライフスタイルの多様化
わが国は、戦後の高度成長を経て世界有数の

経済大国となり、所得の上昇と相まって「物の

豊かさ」を享受するなど、経済的には豊かな生

活を送ることができるようになりました。また、

週休2日制の普及などによる余暇時間の拡大、

ライフスタイルの変化等により、様々な形で自

由時間が増大しています。

今後、市民の価値観は、「心の豊かさ、生活

の豊かさ」をより重視する方向へ変化し、ボラ

ンティア活動などによる社会貢献や自己実現、

個性を尊重した自由時間の過ごし方、景観や自

然の豊かさの実感など、一人ひとりが自分の価

値観に基づいた主体的な生き方を求める傾向が

強くなっていくものと考えられます。また、生

年による意識の違いなど、世代間の価値観の大

きな相違も顕著になることが予想され、これら

市民の多様な価値観等の変化に的確に対応して

いく必要があります。

④市民・民間の参加と連携
福祉や社会資本整備については、これまで、

行政主導により実施されてきましたが、今後、

本格的な少子・高齢社会を迎え、介護サービス

需要の増大を背景とした「民間」の役割の重要

性が飛躍的に高まることが予想されます。また、

社会資本整備に対する公共投資の見直し等も想

定されるなか、※PFIなど民間団体や企業の運

営能力、資金の一層の活用等が求められてきま

す。

特定非営利活動促進法（※NPO法）の制定に

より、民間団体は社会的信用も高まり、安定的

な活動基盤が確立され、その社会的貢献に対す

る評価と相まって、ボランティアなどの自発

的・公益的諸活動は定着・拡大していくと考え

られます。

このような動きとともに、様々な面での市民

参加の必要性が高まってきており、今後、その

あり方等について十分な検討と積極的な対応が

求められます。

⑤女性の社会参画
核家族化や少子化等による世帯構成員の減

少、自己実現願望の高まりなどによって、女性

のライフスタイルは多様化し、就労、地域活動、

社会貢献活動、政治・行政等各方面へと拡大し

てきています。また、国において男女共同参画

社会形成の実現に向け、それを促進するため

「男女共同参画社会基本法」が、平成11年6月

に制定・施行されました。

今後、わが国の人口が減少していく中で、豊

かで活力ある社会や心豊かな社会を形成してい

くためには、女性の社会参画は必要不可欠であ

り、育児、介護、雇用等をめぐる社会的な仕組

みの充実や、政策意思決定過程への参画など、

その能力と創造性が発揮できるような男女共同

参画社会の実現が求められています。

⑥地方分権と規制緩和への対応
地方分権の進展に伴い、国と地方公共団体と

の間に対等・協力の新しい関係が築かれ、地方

公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本

として、地域における行政を自主的かつ総合的

に実施していく役割を広く担うことになりま

す。

このため、21世紀は全国一律の規制や基準

に基づく行政運営から、地方の自主性・自立性

任として積極的に取り組んでいく必要があり

ます。
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を重視する行政システムへと転換が進み、地域

ごとのサービス内容にもそれぞれの特性が現れ

てくるなど、新たな都市間競争も予想されます。

また、戦後の経済・社会の飛躍的な発展を支

えてきた政策的各種規制が、今日、産業の国内

外における新しい展開と活性化を逆に妨げる要

因ともなってきており、今後、自由な活動と自

己責任を基本とした自立システムへの転換が進

むものと考えられます。

産業面においては新たなビジネスチャンスが

生まれ、新産業の創出や事業拡大等による経済

の活性化が期待される一方、環境保全、防災、

保健・医療等の分野で、従来の規制の強化や新

たな規制の設定といった配慮も必要となってき

ます。

⑦グローバル化の進展
人、もの、情報、資本等が世界的規模で瞬時

に移動し、世界は市場経済として一体化してき

ており、世界経済の相互依存関係がますます複

雑に深化するとともに、地域経済も国際社会動

向の影響を強く受けるようになってきています。

また、市民生活そのものも直接、海外との結

びつきを強めてきています。高等教育や就業、

余暇などの場を海外に求める人々が増加し、同

様に、国内に教育や就業の場を求める外国人も

増加しています。このような状況の中で生まれ、

育つ交流は、地域アイデンティティの再認識や

地域の新しい文化の創出に通じるものであり、

心豊かな社会の形成に資するものと期待されます。

⑧高度情報化の進展
メディアの多様化・高度化は、情報通信技術

の発達と相まって、伝達される情報量を飛躍的

に拡大させてきました。特に、インターネット

の急速な普及により、グローバルでオープンな

ネットワーク型社会が形成され、市民生活にお

いても、いつでも、どこでも、自由に様々な情

報を発信・収集することが可能となり、時間や

距離による制約の解消が進んできています。

光ファイバー網などの情報通信網は、新たな

社会資本として重要性がますます高まってお

り、情報基盤の整備、情報通信の活用による行

政サービスの高度化、産業振興や交流機能の拡

大など各方面での活用が図られる一方、プライ

バシーの侵害や新たな犯罪の発生などへの対応

が課題となっています。
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（2）千葉市の現状と課題

①多自然型の居住環境の維持・保全、創造
本市の豊かな自然は、都市の魅力として評価

が高く、環境の視点からもこの自然性を維持し、

継承することが求められています。

市内の緑や水辺の豊かさ、美しさを維持する

ため、農地や山林、河川、海などの機能や姿を

尊重しつつ、市民生活にうるおいをもたらす空

間としての利用に工夫をこらし、また、都市化

の進んだ区域における自然性の回復、創造を図

り、自然と共にある都市を実現する必要があり

ます。

②少子・高齢社会への対応　　　
本市の人口構造は、全国に比べてやや若い人

口構造となっていますが、高度経済成長期に転

入した世代の高齢化によって、保健福祉ニーズ

や社会保障の負担が急増することが予測されて

います。保健福祉サービスの基盤・体制の整備、

高齢者が生きがいをもって暮らすことのできる

社会環境の形成は全国的な課題ですが、高齢者

が住み慣れた地域や家庭の中で健やかに安心し

て暮らせる、きめ細かな環境づくりが必要です。

一方、全国的な少子化の潮流は、地域的に学

校などの教育施設に余剰を発生させたり、また、

女性の社会参画の進行とともに、保育サービス

の充実や留守家庭の児童生徒の養育の強化な

ど、福祉サービスに対する質的な変化への対応

が必要となってきます。

このようなことから、少子・高齢化、人口減

少がもたらす社会的サービスのニーズに対する

変化を構造的に捉え、保健・医療・福祉、住宅、

雇用などあらゆる分野にわたり、必要な世代層

に必要なサービスが行き届く体制の構築が望ま

れます。

③都市整備水準の向上
本市は、市域の均衡ある発展を目指し種々の

都市機能や施設の充実など、都市整備水準の向

上に努めてきましたが、市民の利便性を確保す

るためには、サービス内容の充実とともに、広

大な市域を踏まえたアクセス性の向上が必要で

す。

このため、市内幹線道路の整備や環境と利用

者に配慮した公共交通の導入・拡大など、地域

の核となる拠点の育成と拠点相互のネットワー

クの形成を進める必要があります。

④生活都市としての魅力の向上
市民生活が高度化し、価値観が多様化するに

つれ、市民の教育や福祉、医療などの社会的な

サービスに対するニーズも高度で多様なものに

なってきています。また、市民が心豊かで生き

がいのある生活を送るうえで、生涯教育や地域

文化の果たす役割も重要性を増しています。

このため、市民がその価値観に応じた最もふ

わが国の社会・経済全体の環境変化の大きな流れとともに、ここでは本市の自然的、地形的、歴史

的な特性や、また、人口や産業の構造及び都市整備水準などの本市の特徴を捉え、今後の都市づくり

の基本的方向全般に関わる次の事項を現状と課題として整理します。
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⑤産業構造の変化への対応
県経済の担い手として重要な地位を占める本

市の産業は、高度化が進んできてはいるものの、

素材型製造業の比重が高いという特徴をもって

おり、知識集約型産業や業務系サービス業など、

新しい産業分野の育成を促進することが求めら

れています。

このため、千葉都心や幕張新都心などの都市

環境整備を進め、一層の企業立地を促していく

とともに、高い交通結節性や港湾機能、高等教

育機関の存在等を活用し、新産業分野を開拓す

るなど、成熟経済社会にふさわしい産業構造へ

の転換を進めていく必要があります。また、高

度な人材育成についても充実・強化していく必

要があります。

⑥市民との協働、地域の特性を活かした
都市づくり
6つの行政区ごとに区の特色や魅力を活かし

た都市づくりを進めてきましたが、市民にとっ

て魅力ある都市の形成には、そこに暮らす市民

との協働が必要不可欠であり、諸計画の策定、

事業の実施における市民参加の一層の推進が求

められています。

また、ボランティア団体や※NPOによる活動

など自立的、主体的な市民の動きとの協調や連

携も重要になってくることが予想され、市民参

加の手法をさらに充実していく必要がありま

す。

さわしいサービスを選択することができる体制

づくりを進めるとともに、個性ある市民文化の

醸成を図るなど、豊かな生活を実感できる生活

都市として、社会環境の整備・充実を進める必

要があります。
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（1）目指すべき社会や生活の姿

①自然と共生する快適空間の広がる都市
河川や山林などの豊かな自然の維持・保全、

市街地における緑や水辺の創造を図りながら、

ネットワーク化を進めるとともに、環境への

負荷や資源の浪費を抑制した資源循環型社会

への転換を促進し、身近に自然に親しむこと

のできる、心安らぐ快適な空間に満ちた都市

を形成します。

②心が通い合う健やかな福祉社会が形成さ
れた都市
市民がその必要に応じて、最もふさわしい、

保健・医療・福祉サービスを受けられるよう、

また、住み慣れた地域で充実した生活を送れ

るよう、福祉の行き届いたまちづくりを進め、

生涯にわたって健やかに自立して生きること

のできる都市を形成します。

③次世代に引き継げる生活環境の整備され
た都市
すべての市民の様々な生活活動、活力ある

産業の国内外にわたる活動など、本市を舞台

とする諸活動が安全で機能的に進められるよ

う、都市の象徴となる個性的な空間を創出し

ながら、ゆとりと安全に満ちた生活環境や質

の高い都市基盤の整備を計画的に進め、均衡

のとれた都市を形成します。

④可能性をはぐくむ国際性豊かな文化的環
境に包まれた都市
次代を担う青少年が心豊かにその可能性を

伸ばし、また、意欲を持った市民がいつでも

学ぶことができるよう、生涯学習のしくみを

一層充実させるとともに、多様な人々との交

流や異文化との出会いの創出など、国際的・

文化的な魅力の高い都市を形成します。

わが国の社会・経済情勢の変化や本市の現状と課題など、本市を取り巻く諸情勢を踏まえ、基本構

想で掲げた基本目標、『人とまち　いきいきと幸せに輝く都市』の実現に向け、「目指すべき社会や生

活の姿」とこれを支える「目指すべき都市の構造」を将来像として描きます。

「目指すべき社会や生活の姿」は、実現しようとする市民社会の将来像を次の6つの視点から表現

するものです。
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⑤時代を拓く多彩な産業社会の実現された
都市
地域の資源を活かした産業や国際的に活動す

る高次の産業、豊かな市民生活を支える多様な

サービス産業など、多彩で活発な産業活動と産

業構造を実現し、市民が多様な形態で生きがい

をもって働くことのできる産業社会を形成し

ます。

⑥いきいきと活動できる地域社会を支える
都市
市民がその関心や問題意識に応じて、主体的

にまちづくりに参加できる仕組みや、市民と行

政、また、市民相互の協働の仕組みの整った、

市民主体の地域の個性を活かした都市を形成し

ます。
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（2）目指すべき都市の構造

「目指すべき都市の構造」は、本市が首都圏における中枢的な都市としての役割を果たしながら、

目指すべき社会や生活の姿を実現していくため、それにふさわしい都市構造の将来像を表現するもの

です。

①土地利用の方向
（ア）都市的土地利用　

本市の市街地は、主に海岸線に沿って形

成されてきましたが、臨海部への大規模工

場の立地や戦後の高度経済成長期における

首都圏の外延的な拡大に伴い、郊外におけ

る大規模宅地開発や臨海部の埋め立てな

ど、主に首都東京のベッドタウンとして住

宅地が形成されてきました。

また、同時に行政機能や商業・業務機能

の集積する千葉都心を核として、内陸部の

農地や山林からの土地利用の転換によって

急速に市街地が拡大してきました。さらに、

幕張メッセを中核施設とする幕張新都心で

は、国際的機能や研究開発機能を主体とす

る業務機能の集積が図られてきています。

現在、既成市街地では、郊外型店舗の進

出、大規模住宅団地開発に対応した商業核

の形成、市民の活動範囲の広域化などによ

る中心市街地の活力の低下や、臨海部に立

地した工場の市外への転出などによる遊休

地の発生も見られます。

このため、適正な土地利用の誘導、土地

利用の高度化や地下空間の利用などによる

機能更新や再編を進め、都市機能の維持・

向上を図るとともに、都市にうるおいとや

すらぎをもたらす緑と水辺の保全と創出や

オープンスペースの確保など、良好な都市

景観を有する安全で魅力ある都市空間を形

成します。

一方、市街化が急速に進んだ新市街地で

は、道路・交通などの都市基盤の整備が追

いつかず、市民の機能的な都市活動や快適

な都市生活に支障をきたす地域も見られます。

このため、道路、公園、下水道などの都

市基盤整備を進め、諸活動の円滑化と都心

部との連携強化を図り、居住環境の向上に

努めます。

また、少子・高齢化の進行により、住宅

供給についてはこれまでの量的な拡大から

良好な居住環境の創出に重点を移すととも

に、新たな宅地開発が行われる場合は、周

辺環境との調和を基調とする計画がなされ

るよう適切に誘導していきます。

併せて、昭和30年代から40年代にかけ

て整備された集合住宅は、老朽化とともに

住戸の様式が市民の生活様式に適合しにく

くなってきており、これまでの社会資本投

資を活かした再生の方向について、検討を

進めます。

（イ）自然的土地利用　

市域面積に占める市街化調整区域の割合

が53％と高いことは、本市の貴重な特徴

の一つです。この地域を中心に残された山

林・農地や河川などの生態系は、生活にう

るおいとやすらぎをもたらす緑豊かな景観

の形成や環境の保全、保水や治水等の公益

的機能として重要な意義をもっています。
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市西部に分布している農地は、経営面で

は比較的優良な農家が多く、後継者も育っ

ていますが、将来的には都市化の進行によ

り減少していくことも考えられます。

また、東部や北部の農地は、主として露

地野菜中心の農業が営まれていますが、経

営者の高齢化や後継者不足などによって、

耕作放棄地も増加する傾向にあります。

一方、都市住民には、自然環境との共生

に対する認識が深まり、自然への志向も高

まってきています。

このため、水田や畑作などの土地利用型

農業の振興を図り、優良農地の積極的な保

全と活用に努めるとともに、自然とのふれ

あいや体験農業を通した農業・農村文化の

理解など、都市住民との幅広い交流の場を

創出し、豊かな農村環境の維持・保全に努

めます。

また、市街地とその周辺の斜面樹林等の

良好な自然緑地については、魅力ある都市

景観の形成や都市環境の向上にとってきわ

めて重要であり、その維持・保全に努めます。

②機能ゾーン
本市の都市機能の地域的な構造を明らかにす

るため、都市空間の形成の経緯を踏まえ、市域

を都市機能集積ゾーン、都市形成ゾーン、地域

創生ゾーンの3つに大別し、それぞれのゾーン

の基本的な方向性を示します。

（ア）都市機能集積ゾーン

都市機能集積ゾーンは、臨海部を中心に

内陸部に拡がり、商業・業務機能、国際業

務・物流機能、中枢管理機能、学術研究機

能などの高次な都市の諸機能を有する臨海

部及び京葉道路以西の中高層の集合住宅地

などから構成されます。

このため、高次都市機能の集積、機能の

複合化を基本として、都市の機能性の向上

を図りながら、良好な都市環境を創造し、

国際性豊かな東京圏の中核都市の形成を先

導していく空間とします。

千葉都心は、都市機能の高度化を図るよ

う機能の更新を進めながら、中心市街地の

活性化や新しい業務地区の形成に努めると

ともに、幕張新都心については、21世紀

の中核的な都市活動を担っていくための高

次都市機能の集積を進めます。

また、蘇我副都心については、鉄道の結

節点や港湾機能などの地域特性を活かしな

がら、千葉都心、幕張新都心に次ぐ第3の

都心として育成・整備します。

（イ）都市形成ゾーン

都市形成ゾーンは、市の中央部に広がる

ゾーンで、市街化調整区域には農地や自然

緑地等が残されるとともに、市街化区域に

は工業団地をはじめとする都市的な機能の

集積が進行していますが、住宅地としての

利用も多く、計画的に開発された大規模な

住宅団地は、良好な居住環境が形成されて

います。

今後とも、幹線道路などの基幹的な都市

基盤整備を進めながら、住宅、工業、農業、

商業などの諸機能の向上を図るとともに、

緑や水辺空間の創出・ネットワーク化な

ど、都市空間の快適性を高め、健全な市街

地形成を進める空間とします。

（ウ）地域創生ゾーン

地域創生ゾーンは、市の東部の内陸部に

位置するゾーンで、東千葉近郊緑地保全区

域を有するとともに、鹿島川流域を中心と

した優良な農地や山林など、豊かな自然環

境に恵まれています。

このため、緑の空間の保全を基調としな

がら、優良農地の保全・活用に努めるとと

もに、地域住民の生活利便性の確保や都市

住民の農業、自然とのふれあい・交流機能

の整備など、21世紀の発展に備える空間

とします。
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③拠点の形成
東京中心部への一極依存構造による弊害を抑

制した分散型ネットワーク構造の実現を目指

し、首都圏を見据えた広域的なネットワークの

拠点や大都市にふさわしいバランスのとれた多

心型の都市構造の実現、市域の均衡ある発展を

図るため、都心の強化や拠点の育成及び交通体

系の充実等に努めます。

このため、高次機能の高度な複合と集積によ

って広域的な拠点となる都心の整備を進めると

ともに、蘇我副都心の育成・整備を進めます。

また、市民生活の拠点となる区中心拠点、日

常生活の核となる地域拠点のそれぞれについ

て、その拠点の性格に応じた機能の集積と環境

整備を進めます。

なお、特定の機能集積を目的として開発・整

備が進められ、また、概成を見てきている御成

台研究学園都市、千葉土気緑の森工業団地、ち

ばリサーチパークについては、その機能が市域

全体に波及効果を及ぼすよう、ソフト面を中心

に拠点性の向上や交流機能の強化を図ります。

（ア）都心・副都心

本市は、東京都区部の業務機能の一翼を

担う業務核都市として、また、県都として

の行政、産業・経済、文化などにおける中

核的な役割が期待されており、引き続き千

葉都心、幕張新都心の機能の高度化を進め

るとともに、蘇我副都心の育成・整備を図

ります。

〔千葉都心〕

千葉都心は、千葉自立都市圏の中枢管

理機能の中核として、土地利用の高度化

など都市機能の更新を進めながら、業務

機能のほか商業、文化、スポーツ・レク

リエーション等の諸機能の集積を図り、

中枢的業務機能と高次の生活サービス機

能の複合した拠点として整備を進めます。

〔幕張新都心〕

幕張新都心は、国際的交流機能、先端

産業の中枢管理機能のほか、商業・業務

機能、研究開発機能、教育学術機能、ス

ポーツ・レクリエーション機能の集積を

図るとともに、居住機能の整備を促進し

ます。

〔蘇我副都心〕

蘇我副都心は、鉄道の結節点である

JR蘇我駅周辺部と臨海部を一体として、

広域的・長期的な視点に立った整備を進

めます。
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ともに、自然とまちづくりの共生を基本

に教育機能や居住機能などを含めた新都

市整備について検討を進めます。

また、この新都市整備と併せて、千葉

都市モノレールの延伸・環状化について

検討を進めます。

〔千葉・市原丘陵新都市整備構想〕

千葉市と市原市にまたがる広大な丘陵

部に区域設定されており、首都圏中央連

絡自動車道、千葉環状道路等の整備を背

景として、長期的な観点から、県・市原

市とも連携しながら民間事業者を誘導

し、居住機能を中心に多機能の複合した

「新環境創造都市」の実現を目指します。

また、この中で、現在進展している

「おゆみ野」、「あすみが丘」の街として

の熟成を図るとともに、土気東地区の整

備を促進します。

〔京成電鉄千原線沿線新都市整備構想〕

中央区赤井町付近の市街化調整区域に

ついて、千葉都心への近接性を活かし、

地域に残された田園風景との調和を図り

ながら、良好な住宅地の形成に向けた整

備を検討します。

また、併せて新駅設置についても検討

を進めます。

〔いずみグリーンビレッジ構想〕

農地の有効利用を図るとともに、都市

住民が農業や農村に対する理解と関心を

深めながら、健康でゆとりある生活を送

ることができるよう、鹿島川流域の農林

地等の豊かな自然環境を活かし、市民農

園や環境学習の場等の交流拠点を広域的

に配置した整備を進めます。

（イ）区中心拠点と地域拠点

市民の様々な交流活動や日常生活など、

生活者としての視点から中心となる拠点を

位置付け、その環境整備を図ります。

〔区中心拠点〕

区の中心性を有し、市民の多様な地域

活動の拠点を、中央区役所周辺、花見川

区役所周辺、稲毛区役所周辺、若葉区役

所・JR都賀駅周辺、緑区役所・JR鎌取

駅周辺及び美浜区役所・JR検見川浜駅

周辺に設定し、都市的諸機能の集積や交

流機能の強化を進めます。

〔地域拠点〕

市民の日常生活の核となる拠点を、

JR西千葉駅周辺、JR浜野駅周辺、JR幕

張駅周辺、JR新検見川駅周辺、JR幕張

本郷駅周辺、犢橋市民センター周辺、

JR稲毛駅周辺、モノレール千城台駅周

辺、泉市民センター周辺、JR誉田駅周

辺、JR土気駅周辺、JR稲毛海岸駅周辺

に設定し、身近な行政サービス機能など

生活利便性の向上を図ります。

（ウ）新市街地整備プロジェクト構想

成熟の時代にあっても本市の持続的発展

を支え、都市機能の一層の充実を図るため、

4つのプロジェクト構想を掲げ、その実現

を目指して検討・導入を進めます。

〔都川上流新都市整備構想〕

千葉東ジャンクション付近から都川に

沿って千城台に至る区域については、千

葉都心に比較的近いという地理的な優位

性を活かしながら、都川総合親水公園を

核として親水・治水機能の向上を図ると
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千葉・市原丘陵新都市整備構想�

御成台研究�
学園都市�

いずみグリーン�
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また、京成電鉄千原線や千葉都市モノ

レールは、主として郊外の住宅地域から

JR千葉駅等へのアクセスの手段を提供

していますが、内陸部には交通利便性を

より高める必要のある地域などもあり、

バス路線との役割分担を図りながら、そ

の充実に努めます。

（イ）情報ネットワーク

高次の都市機能など様々な都市機能が

本来の機能を効果的に発揮していくため

に、距離的な遠近に左右されない情報の

受・発信やネットワークが重要となって

おり、これを支える情報通信基盤の整備

が必要不可欠になっています。

このため、情報通信技術の飛躍的な発

展に対応した情報ネットワークの基盤整

備を進めます。

（ウ）緑と水辺のネットワーク

〔都市レベルのネットワーク〕

海岸、内環状、中央環状、外環状、花

見川、都川の6つを緑と水辺の緑地軸と

してその骨格を形成するとともに、それ

ぞれの結節点にはその拠点として、大規

模な公園、緑地等を配置し、全市に拡が

るネットワークを形成します。

また、河川や海辺を市民共通の親水空

間として、親水性のあるスポーツ・レク

リエーションなどの場の創出に努めま

す。

〔コミュニティレベルのネットワーク〕

市民が日常生活においてふれあえる快

適な環境として、身近な緑と水辺のネッ

トワークを創出します。

このため、地域拠点などを核とし、

小・中学校、近隣の公園や商店街などを

結び、せせらぎの道、果樹の並木道など、

地域の資源を活かしながら、多様な形態

の整備に努めます。

④ネットワーク形成
（ア）基幹的道路・交通ネットワーク

〔広域的道路ネットワーク〕

県内外との交流・連携を強化する広域

道路として、現在、京葉道路、東関東自

動車道水戸線・館山線、千葉東金道路、

千葉外房有料道路などの自動車専用道路

等が供用されていますが、東京都区部と

の動脈は、一般国道を含めて十分とはい

えない状況です。今後、東京湾岸道路

（千葉地区専用部）、第二東京湾岸道路の

具体化を図るとともに、核都市広域幹線

道路、千葉環状道路など、首都圏におけ

る広域的な道路ネットワークの形成を促

進します。

〔都市内幹線道路ネットワーク〕

市内の幹線道路は、都心部を中心に整

備が進められてきましたが、放射道路に

比べ環状道路の整備が遅れがちであるた

め、都心や各拠点に向かう道路に交通渋

滞が多く発生しています。

そこで、新港横戸町線などの千葉中環

状道路及び磯辺茂呂町線などの千葉外環

状道路の早期完成を目指すほか、その他

の市内幹線道路の整備を推進し、中心市

街地に流入する交通を適切に分散誘導

し、都市活動の円滑化、効率化を基本と

して、道路ネットワークの整備を推進し

ます。

〔公共交通ネットワーク〕

本市と市外を結ぶ広域的な鉄道網とし

ては、JR総武線、総武本線、内・外房

線、京葉線、京成電鉄千葉線などがあり、

通勤・通学をはじめ業務目的にも重要な

役割を果たしています。これらの路線は

ネットワークとしては比較的充実してい

ますが、通勤・通学時の混雑状況は著し

く、今後とも、利便性の向上や輸送力の

向上を促進していく必要があります。
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中央環状の緑地軸�
（森と田園の緑地軸）�

外環状の緑地軸�
（鹿島川と豊かな自然の緑地軸）�

内環状の緑地軸�
（歴史と木立の緑地軸）�

海岸の緑地軸�
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わが国は、今、産業発展や経済成長にウエイ

トを置いた成長の時代から、心の豊かさ、生活

の豊かさをより重視する成熟の時代へと大きな

システムの転換点を迎えようとしています。市

民一人ひとりの価値観も、集団・均質化から個

人・個性化へと変化し、身近な自然環境への意

識の高まりや文化活動への参加など、多方面の

精神生活の充実を求めるように変化してきてい

ます。

都市は、それを構成する市民、民間団体、企

業など多様な主体がいきいきと活動する場であ

るとともに、多彩な交流のなかで市民自らの生

きがいを実現する場でもあります。

また、都市は、地域的な広がりのなかに存在

しています。交通網の整備等に伴う市民の日常

生活圏の拡大とともに、周辺地域を含む圏域の

中心として質の高いサービスなどの供給拠点と

して、その役割が一層重要視されてきています。

このような中、本ビジョンの計画期間におけ

る本市を取り巻く環境変化や、増加する行政需

要に組織間の連携を図りつつ的確に対応し、市

民サービスの拡充や都市基盤の充実に努めると

ともに、その後予測される人口の減少局面にも

備えておくことも必要です。

千葉市の貴重な財産である豊かな緑と水辺を

活かした、やすらぎとうるおいのある都市空間

を創出し、次世代に確実に引き継ぐとともに、

誰もが一生を安心して暮らせる健康福祉のまち

の形成を目指し、また、発展・成長し続けてい

る都市の魅力を十分に活かした個性豊かで活力

に満ちた地域社会を創造し、千葉県の県都とし

て政治・経済・文化など様々な分野にわたる中

心性を高め、成田空港に近接した国際都市、首

都圏における広域連携拠点として活発な交流に

支えられた中枢都市の形成を目指して、2015

年を見据えた目標を「やすらぎをはぐくみ　

未来を支える都市づくり」として掲げます。

（1）ビジョンの目標

千葉市が目指す都市の実現に向け、「ちば・ビジョン21」の目標を次のとおり掲げ、中長期的に取

り組む施策の基本方向を示します。

やすらぎをはぐくみ　未来を支える都市づくり
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（2）将来像実現のための方向

③安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

誰もが一生を安心して健康に過ごすことがで

きるよう、地域保健福祉体制等保健福祉基盤の

充実を図るとともに、保健サービスや医療体制

の充実により健康づくりを推進します。

また、活力ある長寿社会の創造に向けて、在

宅サービスや生きがい対策の充実を図るととも

に、子育て支援の充実など安心して生み育てる

ことのできる環境づくりや障害者の自立と社会

参画を促進し、障害のある人もない人も共に暮

らせる社会を目指します。

④生活環境のゆとりと安全を確保する

公共下水道や住宅・住環境などの質の高い生

活基盤の整備を計画的に進め、また、人にやさ

しいまちづくりや人と車と地域が共生する道づ

くりの推進など、ゆとりのある快適な生活環境

を整えるとともに、消防・防災体制の整備を図

り、火災や震災などの事故や災害に強い安全な

都市づくりを進めます。

②地球と共に生きる循環型都市を創る

人間の諸活動による環境への負荷を可能な限

り軽減し、良好な地球環境を保全・継承してい

くことは、次の世代に対する責任でもあります。

私たちは、地球市民としての自覚を持ち、自

然と共にある市民生活を実現するため、地球環

境問題への対応、環境保全活動への市民参加の

促進、汚染防止対策などを進めるとともに、ご

みの排出抑制と適正処理・リサイクルを進め、

資源循環型の都市システムの構築を目指しま

す。

①緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

豊かな緑と水辺を活かしてやすらぎとうるお

いのある都市空間を形成し、次代に引き継いで

いくため、自然緑地や森林などの貴重な自然環

境や生態系の保全と活用を図り、河川や海岸を

はじめとする親水空間等の水辺環境の回復と活

用を推進します。また、自然歩道やサイクリン

グコースなどを整備し、緑と水辺のネットワー

クの形成を進めます。

さらに、身近な緑とふれあう住区基幹公園を

はじめ、レクリエーションの拠点となる都市基

幹公園など、公園緑地の整備を推進し生活環境

を豊かにするとともに、街路樹や花のあふれる

まちづくりを推進するなど、緑と水辺の都市づ

くりを進めます。
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各論へ

⑤都市の機能と表情を豊かにする

都市活動を支える拠点が機能性を高め、そし

て連携し、都市全体の活力や表情をより豊かに

するよう、千葉都心、幕張新都心及び蘇我副都

心をはじめとする各拠点等の整備を推進し、こ

れらを結ぶ鉄道・道路などの交通体系の確立を

図ります。

また、計画的な市街地整備、既成市街地の機

能更新など良好な市街地環境の整備を進め、機

能的で表情豊かな都市を創造します。

⑥豊かな心をはぐくむ学びの場を広げる

次代を担う子どもたちがすくすくとその可能

性を伸ばし、新しい時代を創造する心豊かな人

間を育成するため、幼児教育、義務教育や高等

学校教育等の振興を図るとともに、市民の多様

なニーズに対応し、いつでもどこでも誰でもが

その意欲に応じて学ぶことができる、生涯にわ

たって楽しく学ぶことのできる学習環境・機会

の整備を進めます。

⑦様々な交流から新しい文化を創造する

市民の主体的・創造的活動が多くの出会いを

生み、本市の個性豊かな文化の発信へと通じる

よう、文化施設の充実とその活用、また、スポ

ーツ・レクリエーション施設の整備など文化・

芸術、スポーツに親しむ機会の拡充に努め、新

しい地域文化の創造を図ります。

また、幅広い分野で国際交流に取り組んでい

くとともに、国際交流から国際協力へという流

れを踏まえ、本市に立地した国際関係機関等と

の連携など、人、もの、情報の交流ネットワー

クの強化を促進します。

⑧躍動し賑わいを生む産業を展開する

多彩な産業が活発に活動し、都市の賑わいと

魅力がより高まるよう、既存の産業の振興や新

たな産業分野の開拓、多様なサービス産業の創

出など、地域に根づいた産業・業務機能の集積

を図ります。

また、農業生産基盤の充実強化や経営感覚に

優れた意欲ある経営体の支援等、都市農業の振

興を図るとともに、市民交流の促進や生活環境

の整備など総合的な振興策を推進します。

⑨参加と協働の社会を創る

市民が主体的に自己実現を図り社会に参加で

きるよう、ボランティア活動など社会参加活動

を促進する制度や環境づくりを進める一方、地

域の資源や個性を活かした都市づくりを進める

ため、あらゆる人々が都市づくり、地域づくり

に参加することができるよう、その機会の充実

に努めます。

また、多彩な市民生活の実現や地域経済の活

性化などの様々な課題に対応するため、情報・

知識が共有される情報ネットワーク都市の形成

を目指します。
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世代を超えて住み続ける都市の魅力の増大には、市民に身近な地域の居住快適性の向上が必要です。

生活者の視点に立った、そして各区の個性を活かしたまちづくりを進めるための方向性を、区の将来

像として掲げます。

中央区 ：うるおいと活気に満ちた　文化の香り高いまち　中央区

花見川区 ：川と緑の魅力が活きる　心と心の通うまち　花見川区

稲毛区 ：自然をはぐくみ　皆が交流する　文教のまち　稲毛区

若葉区 ：豊かな自然と歴史と文化にはぐくまれた　ふれあいのまち　若葉区

緑区 ：みずみずしい自然と暖かい心に包まれた　次世代に誇れるまち　緑区

美浜区 ：浜辺の魅力と国際性にあふれ　安心して暮らせる夢あるまち　美浜区
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（1）効率的・計画的な行財政運営と
執行体制の整備

（2）市民・民間団体等の参加と協働

国の行財政改革の動きや地方分権の進展な

ど、本市を取り巻く行財政の環境は、不透明さ

を増してきています。このため、市税などの財

源の確保とともに、政策評価制度の導入など、

一層の効率的な行財政運営に努めます。

また、実施計画の策定にあたっては、緊急性、

重要性、効果など様々な角度から優先すべき

事務・事業を厳選した計画づくりに努めます。

さらに、市民ニーズの変化など時代に適応し

た組織の見直しや職員の適正配置により執行体

制を整えるとともに、組織間の連携に努め、

※ノーマライゼーションの理念や環境との共生

の視点にも充分配慮します。

経済成長と共に拡大してきた市民サービス

も、今後、行政体だけで支えていくことは難し

くなります。社会生活における民と官の新しい

役割分担を構築するとともに、まちづくりへの

市民参加や※PFIなど民間の資金、経営能力

及び技術的能力の活用を図ります。

総　論
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