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第1部　緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

Ⅰ　うるおいをはぐくむ緑と水辺の保全と創造を図る

Ⅱ　緑あふれる都市空間の保全と創造を図る

第2部　地球と共に生きる循環型都市を創る

Ⅰ　人に、自然にやさしい環境づくりを進める

Ⅱ　ごみの排出抑制と適正処理・リサイクルを進める

第3部　安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

Ⅰ　保健福祉基盤の充実を図る

Ⅱ　健康づくりを推進する

Ⅲ　活力ある長寿社会を創造する

Ⅳ　安心して生み、育てる環境づくりを推進する

Ⅴ　障害のある人もない人も共に暮らせる社会を実現する

第4部　生活環境のゆとりと安全を確保する

Ⅰ　快適な生活環境を整える

Ⅱ　安全で災害に強いまちづくりを進める

第5部　都市の機能と表情を豊かにする

Ⅰ　魅力ある都心と拠点づくりを推進する

Ⅱ　良好な市街地環境の整備を推進する

Ⅲ　総合交通体系を確立する

第6部　豊かな心をはぐくむ学びの場を広げる

Ⅰ　次代を担う子どもたちをはぐくむ

Ⅱ　心のふれあう生涯学習を推進する

第7部　様々な交流から新しい文化を創造する

Ⅰ　個性豊かな新しい千葉文化を創造する

Ⅱ　スポーツ・レクリエーション活動を振興する

Ⅲ　国際化を推進する

第8部　躍動し賑わいを生む産業を展開する

Ⅰ　地域経済の振興を図る

Ⅱ　都市農林業の振興を図る

第9部　参加と協働の社会を創る

Ⅰ　市民主体の都市を創る

Ⅱ　情報ネットワーク都市を実現する
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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。

Ⅰ うるおいをはぐくむ緑と水辺の保全と創造を図る

●自然緑地・森林の保全と整備
●水辺環境の回復と活用
●緑と水辺のネットワーク化の推進

Ⅱ 緑あふれる都市空間の保全と創造を図る

●公園緑地の整備
●公園利用の促進と管理の充実
●緑化の推進
●花のあふれるまちづくりの推進

緑と水辺に恵まれた
多自然都市を創る

緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

第 部１
各　論
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本市は、延長約42kmに及ぶ東京湾の水辺を

前面に、下総台地に広がる豊かな緑を後背に持

っており、これまで、自然緑地の保全や大規模

な公園をはじめとする公園緑地の整備、住宅地

や工場等の緑化の推進、いなげの浜等の人工海

浜による水辺環境の回復などを進めてきまし

た。また、この地域特性である豊かな緑と清ら

かな水辺のまちづくりを市民と一体となって進

めるため、1984年（昭和59年）10月に、「緑と

水辺の都市宣言」を行いました。

しかし、急激な都市化の進展により、身近な

緑や良好な水辺は減少し、現在本市の緑は市域

の約半分を占めているものの、市民が自然とふ

れあう機会は年々少なくなっています。

本市の地域特性である豊かな緑と水辺は次世

代へ引き継ぐべき貴重な財産であり、21世紀

においても都市全体が緑と水辺に囲まれ、うる

おいとやすらぎのある快適な都市環境を形成す

るため、この貴重な財産を守り育てて行く必要

があります。

このため、自然緑地や森林の保全と活用を積

極的に進めていくとともに、海・河川・池等の

水辺環境の回復と親水性の向上を図り、併せて、

これらの緑と水辺をサイクリングコースや緑道

でネットワーク化していくことが求められてい

ます。

現況と課題�現況と課題�

緑と水辺のネットワークを形成し、緑と水辺

の緑地軸の強化を図るため、緑地保全地区など

の指定や民有地の緑の保全を図る制度の充実に

努めるとともに、身近な自然とのふれあいの場

である市民の森の保全や指定を進めます。

また、海・河川・池等の水辺に市民が親しめ

るよう、快適で安全な水辺環境の創造を進めま

す。

緑と水辺の緑地軸の核となる公園緑地等を有

機的に連携させるため、サイクリングコースや

自然歩道等を整備し、ネットワーク化を推進し

ます。

基本方針�

うるおいをはぐくむ緑と水辺の
保全と創造を図るⅠ

第1部　緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

花見川サイクリングコース
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【自然緑地・森林の保全と整備】
良好な自然環境や緑豊かな都市景観を保全す

るため、市街化区域内の緑地を中心に、環境保

全、景観形成、防災上重要性が高く、歴史性・

自然性に優れる樹林地等を緑地保全地区に指定

するほか、首都圏における貴重な自然的環境と

して位置付けられている近郊緑地保全区域及び

特別保全地区の拡大を図ります。

身近な緑を保全するため、既存の市民の森や

保存樹林・樹木を維持するとともに、新たな指

定を進めます。

また、市民参加の植樹による森づくりを進め、

市民のふるさと意識や自然環境保全・緑化意識

の高揚を図ります。

森林を市民生活における快適性・安全性な

ど、将来にわたる良好な都市環境資源として位

置付け、市民に森林の役割を啓発・普及します。

また、優良な木材を生産する機能に加え、森

林の持つ公益的機能を確保するため、森林の保

全・整備を推進します。

【水辺環境の回復と活用】
河川沿いの空間を利用し、親水緑地の整備を

行い、市民の身近な憩いとやすらぎの場として

有効利用を図るとともに、下水処理水を河川維

持用水や市内にせせらぎを創出する環境用水と

して活用することを検討します。

都川の治水対策事業の一環である遊水地を親

水公園として整備し、水辺空間やスポーツ・レ

クリエーション施設等の整備を進めます。

また、雨水調整池は、周辺の景観との調和に

施策の展開�

各　論

市民の森

配慮し整備するとともに、平常時における市民

の親水空間等多目的活用を図ります。

多自然型の河川・水路等の整備や湧水地の保

全を行い、市民が親しめる水辺空間の創造とと

もに、水生生物の生態系の保全を図ります。

また、河川等の水質浄化に関する啓発事業を

行い、市民や事業者の水環境保全に対する意識

の高揚を図ります。

雨水の貯留・浸透を行い、地下水の涵養を図

るなど、良好な水循環の再生に努めます。

農村地域の広範に存在する農業水利施設の有

する水辺空間等を活用し、豊かでうるおいのあ

る快適な生活環境を整備します。
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人工海浜「いなげの浜」は、養浜砂が地盤沈

下や波浪により浸食されていることから、計画

的に保全を図るとともに、「検見川の浜」や

「幕張の浜」についても、県と協力して保全に

努めます。

また、市民が親しめる水際線を活用した海洋性

レクリエーションの場の形成を促進します。

【緑と水辺のネットワーク化の推進】
自然観察やレクリエーションの場として、市

民が自然とふれあえる自然歩道やサイクリング

コースの整備に努めるとともに、海岸沿いを散

策できるプロムナードを整備するなど、ネット

ワーク化を推進します。

また、うるおいのある歩行者空間の創出と防

災機能を高めるため、街路樹の整備を図ります。

「緑と水辺の基金」の活用により緑化推進事

業を進め、緑と水辺を活かした快適な都市環境

の創造を図ります。

市民参加により、歩道や緑道等の公共空間へ

の花壇づくりや、河川敷を活用したフラワー散

歩道の整備を進めることにより、都市景観の向

上と緑化意識の形成を図ります。

都市下水路の管理用地について緑化を進め、

遊歩道等として整備し、市民の身近な憩いとや

すらぎの場として活用します。

第1部　緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

歩道の花壇

いなげの浜
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急激な都市化により都市空間の画一化等が進

んできており、都市の快適性の向上が都市の魅

力を高め、人々を引き寄せ、賑わいの場を再生

させるための重要な要素となっています。

1999年（平成11年）4月現在、本市の住区基

幹公園（街区・近隣・地区公園）の面積は約

224ha、都市基幹公園（総合・運動公園）の面

積は約239haであり、その他の公園を合わせて

市内の公園面積は約737ha、市民一人あたり8.5

㎡と、大都市にあっては比較的恵まれています

が、都市での生活をより快適かつ健康的なもの

とするため、今後も公園緑地の整備・充実を図

っていく必要があります。

また、生活空間の魅力を高め、都市の個性を

醸成し、愛着のある街を育てるため、市街地の

緑化の推進、花のあふれるまちづくりを、市民、

企業、行政が協働して推進していくことが求め

られています。

現況と課題�現況と課題�

緑あふれる都市空間の保全と
創造を図るⅡ

緑と水辺の保全、多様なレクリエーション活

動への対応、災害時の防災機能などの向上を目

指し、身近な街区公園や近隣公園等をはじめ、

広域公園、総合公園等の整備を図ります。

また、大規模な公園を中心に新たな施設の設

置や改修など再整備を図るほか、市民参加によ

る公園管理を進めます。

緑豊かな都市環境を創出するため、緑化意識

を高める普及・啓発事業や、市民、民間団体、

企業、行政などが一体となった市街地の緑化を

推進します。

また、市民参加により、日常生活圏から中心

市街地をはじめとした各種空間を花で飾るな

ど、花のあふれるまちづくりを推進します。

基本方針�

各　論

街区公園

幕張海浜公園
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【公園緑地の整備】
市民の身近なレクリエーションの場であり、

災害時の防災機能を有する街区・近隣・地区公

園は、バランスのとれた整備を進めます。街区

公園については、地域住民から愛される公園を

目指し、計画段階から市民参加による整備に努

めます。

総合的なレクリエーション利用の拠点や災害

時の広域避難場所となる総合公園は、引き続き、

花島公園や都川総合親水公園、昭和の森の整備

を進めるとともに、未整備の稲毛区について整

備に取り組みます。

本市のスポーツ振興の拠点となり、国際的・

全国的なイベントが開催可能な総合スポーツ公

園の整備を図るとともに、区民のスポーツ活動

の拠点となる運動公園の整備について検討を進

めます。

施策の展開�

第1部　緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

広域的なレクリエーション需要に対応する幕

張海浜公園などの広域公園は、魅力ある施設の

導入を進めるなど、公園機能の充実と利用の促

進を図ります。

都市景観や防災性の向上に寄与し、うるおい

のある都市環境を形成するため、良好な樹林地

を活かした都市緑地の整備を図ります。

世界的に有名な加曽利貝塚や坂月川及びその

周辺の良好な自然環境の保全と活用を図りなが

ら、体験学習型の歴史公園として、「縄文の森」

を整備します。

多様な動植物が生息・生育できる緑地を保

全・復元することにより、市民が自然環境にふ

れあい、環境学習・環境活動を行う場として、

自然生態観察公園を整備します。

また、子どもたちが自然の中でのびのびと遊

び、学ぶことにより、自主性・社会性及び創造

性をはぐくむ場として、子どもたちと自然をテ

ーマとした特色のある公園の整備を図ります。

花島公園
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【公園利用の促進と管理の充実】
千葉公園や住区基幹公園等を再整備するとと

もに、動物公園や泉谷公園、昭和の森、泉自然

公園、稲毛海浜公園の公園施設の充実を図りま

す。

また、市・県民のスポーツ・レクリエーショ

ン振興の活動拠点である千葉マリンスタジアム

については、計画的に改修を進めるとともに、

施設の充実を図ります。

市民参加による公園管理を進めるため、公園

愛護団体の組織化を促進します。

各　論

昭和の森

千葉公園

泉自然公園

バラの花園等をテーマとした植物園の整備を

図るとともに、総合公園等に姉妹・友好都市を

イメージする庭園の整備に取り組みます。
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【緑化の推進】
市民の緑に対する理解と関心を高めるため、

花の美術館を中核とする緑の相談所の充実を図

るとともに、緑化に関する多様なイベントを開

催します。

また、緑化意識の高揚を図るため、組織づく

りと人材の育成等を図ります。

学校や公民館、保育所などの公共公益施設の

緑化を積極的に推進するとともに、緑地協定や

緑化協定により、住宅地、工場・事業所等の緑

化を促進します。

また、緑地協定の対象とならない小規模の住

宅地についても、生け垣やプランター設置等に

よる緑化を促進し、安全でうるおいのある住環

境づくりを図ります。

さらに、中心市街地等の商業・業務地につい

て、建築物の屋上や壁面の緑化、駐車場等の緑

化を促進します。

「緑と水辺の基金」の活用により緑化推進事

業を進め、緑と水辺を活かした快適な都市環境

の創造を図ります。

【花のあふれるまちづくりの推進】
市民参加により、歩道や緑道等の公共空間へ

の四季の花等による花壇づくりや、河川敷を活

用したフラワー散歩道の整備を進めることによ

り、都市景観の向上と緑化意識の高揚を図りま

す。

公共施設や共同住宅、工場等の花による緑化、

空き地等への花の種まき等により、花のあふれ

るまちづくりを進めます。

第1部　緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

花の美術館
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