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施策体系 

３－１ 未来を担う人材を育成する  

3-1-1 学校教育の振興 

    3-1-2 地域の教育力の向上 

    3-1-3 こどもの参画の推進 

 

３－２ 生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える 

    3-2-1 生涯学習の推進 

    3-2-2 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

    

３－３ 文化を守り、はぐくむ 

    3-3-1 文化・芸術の振興 

    3-3-2 文化的財産の保全と活用  

    

３－４ 多彩な交流・連携により新たな価値を創る 

    3-4-1 国際化の推進 

    3-4-2 大学・企業等との連携の推進 

    

３－５ 市民の力をまちづくりの力へ 

    3-5-1 市民参加・協働の推進 

    3-5-2 男女共同参画の推進 

３  豊かな心が育ち、新たな価値が生まれへ  

方向性３ 

豊かな心が育ち、 

新たな価値が生まれるまちへ 
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３-１     未来を担う人材を育成する 

３-１-１  学校教育の振興 
 

 施策の展開   

 子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成するため、平成 29 年（2017 年）

3 月に学習指導要領の改訂が国から示されました。そこで、本市では、この新学習指導要領の全面実施

に向け、外国文化や生活習慣に親しむ体験的な英語活動と、教科化を見据えた英語教育の充実を図るた

め、外国人講師を拡充するとともに、教員の英語指導力の向上を目的に、英語教育支援員（イングリッ

シュ・サポーター）を新たに配置します。また、技術の進展に適応し、変化の激しい社会を生き抜く力

を育成するため、ＩＣＴ環境を整備し、プログラミング教育や習熟度に応じた個別適応学習を実施しま

す。 

 児童生徒が自己の進路・将来を主体的に考えることができる力を育成するとともに、都市を支える人材

の育成を図るため、職業体験の実施や進路指導体制の充実など、キャリア教育※を推進します。 

 教育環境の充実を図るため、学校トイレの環境整備や音楽室等へのエアコン設置を進めるとともに、安

全・安心な教育環境の確保、魅力ある学校づくりに向け、学校施設の計画的な保全改修を行います。ま

た、学校施設の維持管理・更新や施設環境・機能の向上を着実に推進するため、中期的な財政負担を踏

まえた取組みの方向性を示す「学校施設の長期寿命化計画」を策定します。このほか、良好な教育環境

を整え、教育の質の向上を図るため、学校適正配置に取り組みます。 

 教職員が子どもと向き合う環境を整えるため、教職員の業務改善に必要な校務用端末を整備するととも

に、多様な専門スタッフの配置を進め、教員とそれを支える多様な人材が連携し、チームとして学校運

営に取り組む体制を着実に整えます。 

 特別支援教育の充実に向け、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育環境を整えるため、指導員・介助

員等の配置を拡充するとともに、ＬＤ※等通級指導教室の増設や巡回指導を実施します。また、いじめや

不登校の未然防止と早期発見・解消、学習や社会生活が困難な子どもへの支援に向けて、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー※の配置を拡充するとともに、帰国・外国人児童生徒の日本語習

得に向けた支援体制の充実を図ります。 

 東京 2020 大会の競技会場都市として、豊かな心の育成やパラスポーツ※及び共生社会への理解促進を図

るため、パラスポーツの授業や試合観戦を実施するとともに、オリンピック・パラリンピックを教材に

取り入れた道徳教育を実施します。 

 

 
 

  

授業の様子 パラスポーツ体験授業の様子 

３－１ 
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 計画事業   

1．確かな学力を育てる 
 

● 小学校英語教育の充実 教育指導課 

小学校英語教育のさらなる充実を図るため、外国人講師の配置を拡充するとともに、英語教育支援員（イ

ングリッシュ・サポーター）を新たに配置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人講師の拡充 29 人 21 人増 50 人 

英語教育支援員（ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･

ｻﾎﾟｰﾀｰ）の配置 
― 12 人 12 人 

小学校教員の英語免許取得

支援 

英語免許保有小学校

教員 85 人 
90 人増 175 人 

 

■ 理数教育の充実 教育指導課 

科学や技術等への関心や学力を向上させるため、理数教育の充実に向けた取組みを推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

理数教育サポーターの推進 70 校（70 人） 検証 検証 

算数科デジタル教科書の配備  
17 校 

（小学校 1・2 年生用） 
効果検証 効果検証 

 

● ＩＣＴ環境の整備・充実 教育センター 

児童生徒の情報活用能力を育成するため、教育用情報機器を整備します。また、児童生徒一人ひとりと

向き合う時間を増やすため、教職員に一人一台の校務用端末を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ＣＡＢＩＮＥＴ※の更新 整備計画策定 更新 運用開始 

 

● 市立高校の特色ある学校づくりの推進 教育指導課 

グローバルに活躍できる人材を育成するため、市立千葉高校のスーパーサイエンスハイスクールに外国

人補助教員を拡充するとともに、市立稲毛高校のグローバルハイスクール化を目指します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スーパーサイエンス 

ハイスクールの推進 
実施 継続 実施 

市立千葉高校の外国人補助

教員の拡充 
2 人 1 人増 3 人 

グローバルリーダー育成に

かかる国からの指定 

先進的な国際教育と

課題探究学習 
推進 推進 
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2．豊かな人間性を育てる 
 

● キャリア教育※の推進 教育指導課 

児童生徒が自分自身の将来を見据えて進路選択できる力を育成するため、キャリア教育に関する講演会

を実施するとともに副読本を作成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

キャリア教育主任研修会 実施 継続 実施 

企業関係者等による講演会 中学校 5 校実施 中学校 全校実施 中学校 全校実施 

副読本の作成 ― 実施 実施 

 

● 学校図書館の充実 教育指導課 

子どもの読書環境の充実を図るため、学校図書館の蔵書数を増やします。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学校図書館の蔵書数の拡充 実施 継続 実施 

 

● オリパラ教育の推進 教育指導課、保健体育課 

児童生徒のパラスポーツ※への理解促進と関心の向上を図るため、パラスポーツの授業等を実施します。

また、多様性の理解を育むため、オリンピック・パラリンピックを教材とした道徳の授業を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パラスポーツの授業の実施 12 校 154 校増 
166 校 

（全小・中学校で実施） 

パラスポーツ交流会の開催 ― 開催 開催 

小学校陸上大会における 

パラアスリートによる講演 
― 実施 実施 

パラスポーツの試合観戦 16 校/年 2 回増 18 校/年 

道徳教育用教材の作成 小学校 3・4 年生 
小学校 5・6 年生 

中学生 

小学校 3～6 年生 

中学生 

3．健やかな体を育てる 
 

● いのちを守る教育の推進 保健体育課 

児童生徒が救急救命法の実技を学ぶことを通し、命の大切さや尊厳を学べるようにするため、小・中学

校において、ＡＥＤトレーナー※を用いた救命講習会を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

救命講習会の実施 104 校 62 校増 
166 校 

（全小・中学校で実施） 

ＡＥＤトレーナー購入 11 台 6 台 17 台 
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● 学校における食育の推進 保健体育課 

広く市民に本市の学校給食や食育の現状を知ってもらうため、地場農産物を使った学校給食の試食会を

実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学校給食の試食会の実施 ― 6 回/年 6 回/年 

 

● 部活動の充実 教育指導課、保健体育課 

部活動の充実を図るため、専門的な知識や技術等を有する指導者を中学校に派遣します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

部活動指導者の拡充 75 人 10 人増 85 人 

4．子どもの学びを支える環境を整える 
 

● 学校防犯対策の推進 学校施設課 

児童生徒の安全を確保するため、小・中学校に防犯カメラシステムを設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学校防犯カメラシステムの

設置 
70 校 30 校増 100 校 

 

● 学校施設の環境整備 学校施設課 

学校施設の長寿命化を図るため、計画的な保全改修を行うとともに、施設環境・機能を改善するための

整備を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

大規模改造 
小学校 7 校 

中学校 1 校 

小学校 14 校 

中学校 2 校 

小学校 15 校 

中学校 3 校 

外壁改修 
小学校 29 校 

中学校 8 校 

小学校 9 校 

中学校 4 校 

小学校 38 校 

中学校 12 校 

トイレ改修 

小学校 11 校 

中学校 2 校 

特別支援学校 1 校 

小学校 18 校 

中学校 15 校 

高等学校 1 校 

小学校 28 校 

中学校 17 校 

高等学校 1 校 

特別支援学校 1 校 

小学校の音楽室等エアコン

整備 
― 102 校 102 校 

学校施設の長寿命化計画策定  ― 策定 策定 

 

● 学校適正配置に伴う施設改修 学校施設課 

児童生徒のより良い教育環境を整備するため、学校適正配置により統合校となる小学校を改修します。

また、跡施設については、利用方針に基づき改修します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

統合に伴う大規模改修 11 校 実施設計・工事 1 校 12 校 

跡施設利用に伴う解体・整備 8 校 
解体実施設計・解体工事 

グラウンド改修実施設計 1 校  
8 校 
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● 学校の適正規模・適正配置の推進 教育委員会企画課 

児童生徒のより良い教育環境を整備し、教育の質を充実させるため、学校適正配置を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

検討体制の構築 ― 

実施方針策定、推進、 

啓発パンフレットの作

成・活用 

推進、啓発パンフレット

の作成・活用 

 

● 小中連携・一貫教育の推進 教育指導課 

小・中学校の円滑な接続や学力向上を図るため、小中一貫教育モデル校を設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

小中一貫教育モデル校設置 2 校（研究指定校） 2 校（モデル校） 2 校（モデル校） 

 

5．信頼される教職員が子どもと向き合う環境を整える 

 

● スクール・サポート・スタッフの配置【新規】 教育職員課 

教員の負担軽減を図るため、教員に代わって簡易な事務を行うスクール・サポート・スタッフをモデル

的に配置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スクール・サポート・スタッフ
の配置 

― 3 人 3 人 

6．多様な教育的支援の充実を図る 
 

● 学校訪問相談員の拡充 養護教育センター 

特別な支援が必要な児童生徒に対し幅広い支援を行うため、学校訪問相談員の配置を拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学校訪問相談員の拡充 4 人 1 人増 5 人 

 

● 特別支援教育指導員の拡充 養護教育センター 

特別な支援が必要な児童生徒に対し幅広い支援を行うため、特別支援教育指導員の配置を拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

特別支援教育指導員の拡充 35 人 5 人増 40 人 

 

● 特別支援教育介助員の拡充 養護教育センター 

特別な支援が必要な児童生徒に対し幅広い支援を行うため、特別支援教育介助員の配置を拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

特別支援教育介助員の拡充 5 人 5 人増 10 人 
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● ＬＤ※等通級指導教室における体制整備の推進 教育支援課 

特別支援教育の充実を図るため、ＬＤ等通級指導教室を増設するとともに、巡回指導を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

巡回指導の実施 ― 
小学校 6 校 

中学校 2 校 

小学校 6 校 

中学校 2 校 

ＬＤ等通級指導教室の増設 中学校設置校 3 校 1 校 4 校 

テレビを活用した授業の実施  ― 10 校 10 校 

 

● スクールカウンセラーの拡充 教育支援課 

いじめや不登校など児童の不安や心の悩みの解消を図るため、小学校スクールカウンセラーの配置を拡

充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

小学校スクールカウンセラー
の拡充 

6 人 12 人増 18 人 

 

● スクールソーシャルワーカー※の拡充 教育支援課 

児童生徒の置かれた環境に働きかけて、支援を行うため、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充し

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スクールソーシャルワーカー
の拡充 

6 人 4 人増 10 人 

 

● 帰国・外国人児童生徒教育の充実 教育指導課 

帰国・外国人児童生徒の日本語習得を支援するため、外国人児童生徒指導協力員の配置を拡充するとと

もに、日本語指導通級教室を増設します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人児童生徒指導協力員

の拡充 
11 人 2 人増 13 人 

日本語指導通級教室の増設 1 か所 1 か所増 2 か所 

日本語指導通級教室指導員
の拡充 

3 人 3 人増 6 人 
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３-１-２  地域の教育力の向上 

 

 施策の展開   

 学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育

てる体制を整備するため、学校支援地域本部の設置校を拡

充するとともに、コミュニティ・スクール※をモデル的に導

入するなど、各地域に応じた多様な形態の学校・地域の連

携組織の設置を推進します。 

 希望する全ての子どもに対し多様な学びの機会と放課後の

居場所を提供するため、「放課後子どもプラン」を策定し、

そのプランに基づき、放課後子ども教室と子どもルームの

一体型を拡充するとともに、放課後子ども教室における総

合コーディネーターによる支援体制を強化し、企業や大学、

ＮＰＯ法人などの外部講師を活用したプログラムを拡充す

るなど、放課後施策を総合的に推進します。 
  

 計画事業   
 

● 学校と地域の連携・協働体制の整備    学事課 

学校教育の充実や地域コミュニティの活性化を図るため、学校支援地域本部の設置を推進するとともに、

コミュニティ・スクールをモデル的に実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

学校支援地域本部の設置 16 校 30 校増 46 校 

コミュニティ・スクールの 
モデル実施 

― モデル実施 モデル実施 

 

● 放課後子ども教室の推進    生涯学習振興課 

放課後における児童への多様な体験機会の提供と安全・安心な居場所を確保するため、放課後子ども教室

の活動を支援するとともに、子どもルームとの一体型事業を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

活動支援実施校の拡充 10 校 5 校増 15 校 

一体型事業実施校の拡充 1 校 5 校増 6 校 

放課後こどもプランの策定 検討 策定 策定 

  

放課後子ども教室の様子 
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３-１-３  こどもの参画の推進 

 

 施策の展開   

 内閣府による若者を対象とした意識調査によると、日本の子どもたちは、諸外国と比較して自己肯定感

や向上心が低く、将来への希望を持てない割合が大きいとされており、子どもの自立性・社会性・自治

意識を育くんでいくことが必要です。 

 行政や保護者からの視点だけではなく、真に子どもが望み、子

どもが自ら成長できるまちづくりを進めるため、こどもの参画

として「こどものまちＣＢＴ※」などの取組みを引き続き実施し

ていきます。 

 また、「こども・若者市役所※」等の取組みを通じ、こども・若

者が主体的に自分たちの住むまちについて考え、意見を内外に

広く発信していける場を設けるとともに、市政にも積極的に反

映していくなど、様々な経験を積むことができるまち、こども・

若者の意見が反映されるまちを目指します。 
             

 計画事業   

 

■ こどもの参画の推進    こども企画課 

子どもの社会の一員としての自覚と自立を促し、こどもの参画によるまちづくりを実現するため、各種参

画の取組みを実施するとともに、本市の取組みを広く発信します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

こども・若者サミット※の 
開催 開催 継続 開催 

こどものまちＣＢＴの開催 4 区 2 区増 全 6 区 

こども・若者市役所の実施 実施 継続 実施 

 
■ 美浜区高校生連携会議の推進    美浜区地域振興課 

高校生による地域活動を促進するため、区内の高校生による連携会議を開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

高校生連携会議の開催 8 回/年 継続 8 回/年 

 

  

こどものまちＣＢＴの様子 
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３-２     生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える 

３-２-１  生涯学習の推進 
 

 施策の展開   

 地域住民の身近な生涯学習施設である公民館には、学びを通した地域づくりや人材のコーディネート、

防災拠点としての機能など、地域の総合交流拠点としての役割が求められています。 

 そこで、地域課題を解決する人材を育成するため、公民館主催講座を拡充するとともに、社会教育に関

する専門職員である社会教育主事の配置を進めるなど、社会教育の充実を図ります。 

 市民の科学に対する興味・関心を高められるよう、最先端の科学技術を活用した展示の導入など、千葉

市科学館のリニューアルについて具体的な手法を検討します。 

 人口減少・少子超高齢化の進展やインターネットの普及などの社会変化等に対応するため、今後の公立

図書館のあり方や方向性を定めるとともに、地域の実情に応じた特長のある図書館づくりを推進するた

め、新たな図書館計画を策定します。 

 また、図書館のさらなる充実を図るため、地域情報を電子上で閲覧できるサービスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 計画事業   

 

■ 公民館の機能拡充 生涯学習振興課 

地域の社会教育活動の活性化を図るため、社会教育主事の配置及び公民館主催講座を拡充します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

社会教育主事の資格取得促進  1 人 3 人増 4 人 

公民館主催講座の拡充 765 講座 150 講座増 915 講座 

 

■ 千葉市科学館リニューアル 生涯学習振興課 

科学に対する市民の興味・関心を向上させるため、千葉市科学館のリニューアルに向けた検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

千葉市科学館展示 
リニューアルの検討 

検討 継続 検討 

 

  

３－２ 

未来の科学者育成プログラムの様子 みずほハスの花図書館の様子 
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● 未来の科学者育成プログラムの推進 生涯学習振興課 

最先端の科学技術を身近に感じることができる環境を創出するため、未来の科学者育成プログラムを充実

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ロボット工学講座の新規開設  ― 4 回/年 4 回/年 

 

● 新たな図書館計画の策定【新規】 中央図書館管理課 

今後の図書館のあり方を定めるとともに、その実現に向けた取組みを総合的に推進するため、新たな図書

館計画を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新たな図書館計画の策定 意識調査の実施 意識調査の実施、計画策定 計画策定 

 

● 地域情報のデジタル化の推進【新規】 中央図書館管理課 

図書館の利活用を推進するため、図書館で収集・保存された地域情報を電子情報で提供します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域情報のデジタル化 ― 
地域情報のデジタル 

アーカイブの公開 

地域情報のデジタル 

アーカイブの公開 
 

● 図書館サービスポイントの設置 中央図書館管理課 

図書館利用者の利便性を高めるため、図書の返却や予約資料の貸出しができるサービス拠点を設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

図書館サービスポイントの

設置 
1 か所 1 か所増 2 か所 

 

■ 子ども読書活動推進計画（第４次）の策定 中央図書館管理課 

子どもの自主的な読書活動を推進するため、「子ども読書活動推進計画（第 4 次）」を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

子ども読書活動推進計画 

（第 4 次）策定 
― 計画策定 計画策定 
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３-２-２  スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

 施策の展開   

 東京 2020 大会のオリンピック 3 競技（レスリング、テコンドー、フェンシング）及びパラリンピック 4

競技（ゴールボール、テコンドー、車いすフェンシング、シッティングバレーボール）が、本市で開催

されます。 

 そこで、市民の大会機運の醸成及び開催競技への理解促進を図るため、競技体験イベントやパラスポー

ツ※の普及啓発等を実施するなどの積極的なプロモーション活動を行うとともに、こども達の夢と希望を

育み、レガシー※として市民がその価値を共有し、次世代に引き継いでいくため、国際大会の誘致やパラ

スポーツ市民大会の開催などを推進します。 

 本市には、千葉ロッテマリーンズやジェフユナイテッド市原・千葉の 2 つのプロスポーツチームがあり、

ホームゲームには全国から多くの観客が訪れます。今後も、ホームタウンチームやトップスポーツチー

ム・アスリートと市民との交流や、一体感の醸成につながる取組みを進めます。 

 千葉公園の魅力向上及び周辺地域の活性化のため、競輪場や千葉公園体育館を再整備するとともに、公

園全体の再整備に向けた取組みを進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画事業   

1. 東京 2020 大会に向けた取組み 
 

● 東京 2020大会開催に向けた機運の醸成    オリンピック・パラリンピック振興課 

東京 2020 大会の機運醸成や大会・競技への理解促進を図るため、競技体験イベントなど効果的なプロモ

ーションを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

機運醸成イベントの実施 1 回/年 継続 1 回/年 

競技の普及促進イベント等

の実施 
イベント実施 2 回/年 

イベント実施 2 回/年 
パブリックビューイング
等の実施 

イベント実施 2 回/年 
パブリックビューイング
の実施 

 

● パラスポーツの推進    オリンピック・パラリンピック調整課 

パラスポーツを推進するため、障害者アスリートによる学校訪問やパラスポーツ市民大会などを開催します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

障害者アスリートによる 

学校訪問の実施 
71 校 118 校増 全小・中学校実施 

パラスポーツ体験会等の実施  30 回/年 11 回増 41 回/年 

パラスポーツ市民大会の実施 ― 実施 実施 
  

（仮称）千葉公園ドームの外観イメージ 
〔提供：日本写真判定(株)〕 

（仮称）千葉公園ドームの内部イメージ 
〔提供：日本写真判定(株)〕 
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■ パラスポーツ※交流を通した地域活性化    稲毛区地域振興課 

共生社会の形成と地域の活性化を推進するため、障害のある人もない人も、子どもから高齢者まで共に楽

しみ交流できるパラスポーツイベントを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

パラスポーツによる交流 
イベントの実施 

パラスポーツ体験会 
パラスポーツ体験会 
稲毛区ボッチャ※大会 

パラスポーツ体験会 
稲毛区ボッチャ大会 

 

2. スポーツ・レクリエーションを楽しむ環境づくりの推進 
 

● スポーツ大会・イベント誘致の推進 スポーツ振興課 

多くの市民がトップアスリートのプレーに触れる機会を創出するため、国際大会の誘致を行います。また、

競技団体等と連携して、市内スポーツ大会に解説ボランティアを配置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

国際大会の新規開催支援 ― 2 競技 2 競技 

解説ボランティアの拡充 試行実施 10 競技 5 競技増 15 競技 

 

■ トップスポーツとの連携の推進    スポーツ振興課 

トップスポーツチームや選手たちを応援する機運を醸成するため、市内を中心に活動するトップスポーツ

チームや市内出身のトップスポーツ選手による小中学校訪問を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

連携するトップチームによる

小中学校訪問 
29 校 6 校増 35 校 

 

● 
スポーツとしての自転車競技の普及を通した賑わいの創出 

【新規】 
経済企画課 

自転車スポーツの普及を通じ、新たな賑わいを創出するため、現競輪場を民間活力により再整備し、国際

ルールに基づく 250 競輪※や自転車スポーツ振興に向けた取組みを進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

（仮称）千葉公園ドームの整備 
民間事業者の選定 
基本協定の締結 

民間事業者による（仮称）
千葉公園ドームの整備、 
現競輪場の除却 

供用開始 

250 競輪の実施 関係団体等との調整 実施 実施 

 

● ジェフを感じるまちづくり   【再掲】 市街地整備課 

ジェフユナイテッド市原・千葉のホームタウンとして、市民がジェフをより身近に感じることができるよ

う、地域や企業とジェフが連携したまちづくりを推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ジェフいろ化推進 実施 
バスシェルターラッピング  
地元との連携による取り組み  

バスシェルターラッピング  
地元との連携による取り組み  
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● ＺＯＺＯマリンスタジアムの充実【再掲】 公園管理課 

ＺＯＺＯマリンスタジアムの来場者の安全性や快適性向上のため、座席等を改修します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

4 階スタンド、外野スタンド
の座席改修 

― 工事 工事 

ラバーフェンス交換工事 ― 工事 完了 

 

● フクダ電子アリーナの充実【再掲】 公園管理課 

フクダ電子アリーナの来場者の快適性向上のため、大型映像装置等を改修します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

大型映像装置改修 ― 
施設名称ＬＥＤ看板改修

大型映像装置改修 
完了 

 

3. スポーツ・レクリエーション施設の充実 
 

● 千葉公園の再整備【新規・再掲】 緑政課 

千葉公園の魅力向上及び周辺地域の活性化のため、公園全体の再整備に向けた取組みを進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再整備マスタープランの 
策定 

― マスタープラン策定 マスタープラン策定 

千葉公園の再整備 ― 設計・工事等 設計・工事等 

 

● 千葉公園体育館の再整備【新規】 スポーツ振興課 

競輪場の再整備に併せ、老朽化した現千葉公園体育館と周辺スポーツ施設の集約再整備に向けた取組みを

進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スポーツ施設の整備計画、建設 ― 設計、工事 工事 

 

■ スポーツ広場の充実 スポーツ振興課 

多くの市民が利用可能なスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、新たなスポーツ広場の整

備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

周辺施設を含めた検討による
スポーツ広場の整備 

基本構想検討 基本計画策定 基本計画策定 
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３-３     文化を守り、はぐくむ 

３-３-１  文化・芸術の振興 
 

 施策の展開   

 東京 2020 大会は、スポーツの祭典のみならず文化の祭典でもあることから、伝統芸能やメディア芸術

などの多様な日本文化を通じて大会開催に向けた機運を醸成するとともに、日本文化の魅力を世界に発

信することが求められています。 

 そのため、ポップカルチャー※の振興や大規模音楽イベ

ント出場支援などの各種文化施策を推進し、市民が文

化・芸術に身近に触れられる機会の充実を図るととも

に、東京 2020大会に向けた文化プログラムを策定し、

車椅子アートプロジェクト※など、本市ならではの文化

芸術事業を市民や世界の人々に発信します。 

 民間美術館等と連携するなどして、市民の芸術文化を

育む環境づくりを進めるとともに、中心市街地の活性

化につながるよう文化面での集客力向上を図るため、

文化芸術の拠点として千葉市美術館を拡張します。ま

た、市内文化施設のあり方の検討を進めます。 

 
  

 計画事業   

 

● 千葉市美術館の拡張 文化振興課 

文化面から千葉都心への集客を図るため、中央区役所移転後の跡スペースを活用し、新たな展示スペース

や体験・交流ゾーンを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

展示スペースの再整備 基本設計 工事 供用開始 

 

● オリンピック・パラリンピックに向けた芸術文化振興 文化振興課 

本市ならではの文化振興を図るため、車椅子アートプロジェクトの実施や、若者の文化芸術への参加を促

進するとともに、東京 2020 大会に向けた文化プログラムを策定し、推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

芸術文化の推進 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興

大規模音楽イベント 

出場支援 

車椅子アートプロジェ

クト実施 

ポップカルチャー振興

大規模音楽イベント 

出場支援 

文化施設の多言語化 ― 1 施設 1 施設 

文化プログラムの推進 ― 策定・実施 策定・実施 

 

  

３－３ 

車椅子アートプロジェクトの様子 
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■ 芸術文化交流による緑区の魅力発見    緑区地域振興課 

芸術・文化を通した地域交流・活性化を推進するため、まちカフェライブや絵画コンクールを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

緑区再発見絵画コンクール
の実施 

実施 継続 実施 

まちカフェライブの実施 実施 継続 実施 

 

■ ランチタイムコンサートの実施    稲毛区地域振興課 

「文教のまち稲毛区」として、豊かな区民生活と地域の活性化を促進するため、気軽に鑑賞できる区役所

ロビー・ランチタイムコンサートを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ランチタイムコンサートの
実施 

13 回/年 継続 13 回/年 

 

● 文化センターの改修 文化振興課 

利用者の安全や利便性を確保するため、文化センターの改修を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

文化センター舞台床改修 ― 改修 完了 

 

 

 

  



 

68 

 
３-３-２  文化的財産の保全と活用 

 

 施策の展開   

 本市は、空襲により中心市街地が焼け野原となったことで、まちの歴史的な側面を感じられるまとまっ

た場所がなく、文化的財産が点在していること、また、高度経済成長期に転入してきた市民が多いこと

などから、本市の歴史・文化に裏打ちされた「千葉市らしさ」が十分浸透していない状況です。 

 そこで、本市固有の地域資源である「加曽利貝塚※」、

「オオガハス※」、「千葉氏※」、「海辺」を活用した

「都市アイデンティティ（千葉市らしさ）」を確立す

る取組みを引き続き推進するとともに、平成 33 年

（2021 年）に市制施行 100 周年を迎えることから、

本市 100 年の歩みを振り返ることで、まちの魅力や誇

りを未来につなげる取組みを推進します。 

 また、特別史跡※加曽利貝塚については、その価値や魅

力のさらなる向上を図るため、プロモーション活動や

発掘調査・研究を進めるとともに、「加曽利貝塚グラ

ンドデザイン」を策定し、史跡の整備と博物館の移転

に向けた取組みを進めます。 
 

 計画事業   

 

● 市制施行 100周年記念誌の制作【新規】 広報広聴課 

100 年の歩みを振り返り、市民をはじめ多くの方々に本市の魅力を知っていただくとともに、愛着や誇り
を未来につなげていくため、記念誌を制作します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市制施行 100 周年記念誌の
発行 

― 3,000 冊 3,000 冊 

 

● 「千葉市史史料編近現代」の刊行 郷土博物館 

本市の近現代の歩みを示す代表的な史料を市民共有の財産として後世に伝えるため、「千葉市史史料編近

現代」を刊行します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

「史料編近現代」第 1 巻 
（明治期）の刊行 

編集 編集・刊行 刊行 

「史料編近現代」第 2 巻 
（大正・昭和戦前～戦中期）
の刊行 

― 編集 編集 

 

● 市民ギャラリー・いなげ旧神谷伝兵衛※稲毛別荘の改修 文化振興課 

歴史的建造物の保存、活用を推進するため、耐震改修工事を実施するとともに、新たに講座やイベントを

開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

耐震改修工事 実施設計 工事 供用開始 

イベントなどの開催 ― 2 回 2 回 
 

  

特別史跡加曽利貝塚 
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● 縄文文化調査研究の推進 文化財課 

縄文文化と貝塚を究明するため、発掘調査・研究を進めていくとともに、その成果を広く発信していきま

す。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

特別史跡※加曽利貝塚※の 

究明に向けた発掘調査 

発掘調査計画策定 

発掘調査の実施 

発掘調査の実施 

調査概報の刊行 

発掘調査の実施 

調査概報の刊行 

大学等と連携した調査研究 連携事業の実施 
調査研究計画策定 

連携事業の実施 

調査研究計画策定 

連携事業の実施 

 
 

● 特別史跡加曽利貝塚の魅力向上 文化財課 

特別史跡加曽利貝塚の魅力と集客力の向上を図るため、史跡内の整備とプロモーション活動を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

集客力の向上 
縄文体験プログラムの提供 
集客イベントの実施 

継続 
縄文体験プログラムの提供 
集客イベントの実施 

史跡等の整備 
短期的整備基本計画 
グランドデザイン検討 

推進 推進 
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３-４     多彩な交流・連携により新たな価値を創る 

３-４-１  国際化の推進 
 

 施策の展開   

 本市では、ビジネスや生活の場として海外からも選ばれる都市を目指し、インバウンド※やＭＩＣＥ※、

国家戦略特区※制度の活用など、都市の国際性の向上を図る取組みを推進するとともに、国際都市として

のさらなる発展を目指すため、国籍や言語、文化などの違いを認め、互いに分かり合い、支えあい、多

様性をまちの力にする多文化共生社会の推進に取り組んでいます。 

 そこで、引き続き、姉妹・友好都市と本市の経済・文化・スポーツなど様々な分野において、より発展

的な関係を築いていくため、交流を推進します。                   

 また、東京 2020 大会の競技会場都市として、海外からの来葉

者への受け入れ態勢を強化するとともに、市民主体のボランテ

ィア活動をレガシー※として引き継いでいくため、国際交流ボラ

ンティアリーダーの発掘・育成を進めます。 

 各地域に暮らす外国人の実情や課題を的確に把握し、相談ニー

ズの掘り起こしや利用者の利便性の向上を図るため、区役所等

において出張外国人生活相談を実施します。 
 

 計画事業   

 

● 姉妹・友好都市との交流推進    国際交流課 

姉妹・友好都市と経済・文化・スポーツなどの各分野において、より発展的な関係を築くため、交流事業

を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

姉妹・友好都市交流 2 市 
派遣 1 市、受入 1 市 
国際会議出席 2 回 

派遣 1 市、受入 1 市 
国際会議出席 2 回 

青少年交流 3 市 継続 3 市 
 

■ 国際交流ボランティアリーダーの育成    国際交流課 

本市の国際化を推進するため、国際交流ボランティアリーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

通訳ボランティア 
スキルアップ講座の開催 

15 回/年 5 回増 20 回/年 

通訳ボランティア 
フォローアップ講座の開催 

2 回/年 継続 2 回/年 

国際交流ボランティア 
リーダー会議の開催 

実施 5 回/年 5 回/年 

 

■ 国際交流プラザの機能充実【新規】 国際交流課 

多文化共生のまちづくりの推進と利用者の利便性向上のため、出張外国人相談を実施するとともに、災害

時に外国人の情報収集の場となる国際交流プラザに公衆無線ＬＡＮを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

出張外国人生活相談 ― 試行実施、検証、実施 実施 

公衆無線ＬＡＮの整備 ― 整備 整備 

３－４ 

外国人との交流 
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３-４-２  大学・企業等との連携の推進 

 

 施策の展開   

 市内には高度な専門性や人的資源を有する、多くの大学・短期大学や企業、研究機関などがあり、教育、

研究、経済活動など様々な取組みを行っています。 

 このような大学や企業などは、本市にとって、まちづくりを進めていくために欠かすことのできない重

要なパートナーです。 

 そこで、市民サービスの向上や地域経済の活性化を図るため、大学や企業等と交流を深めるとともに、

多様化・複雑化した行政課題や地域課題に対する取組みや、東京 2020 大会開催に向けた機運醸成イベ

ントの実施や都市ボランティアの育成など、様々な場面で連携して取り組んでいきます。 
  

 計画事業   

 

● 東京 2020大会開催に向けた機運の醸成  【再掲】 オリンピック・パラリンピック振興課 

東京 2020 大会の機運醸成や大会・競技への理解促進を図るため、競技体験イベントなど効果的なプロモ

ーションを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

機運醸成イベントの実施 1 回/年 継続 1 回/年 

競技の普及促進イベント等

の実施 
イベント実施 2 回/年 

イベント実施 2 回/年 
パブリックビューイング
等の実施 

イベント実施 2 回/年 
パブリックビューイング
の実施 

 

● 
東京 2020大会開催に向けたボランティア体制の 

構築   【再掲】 
オリンピック・パラリンピック振興課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、大会を円滑に進めるため、ボランティアの体制構築を行うととも

に、都市ボランティアの育成等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人おもてなし 
語学ボランティア育成 

500 人 500 人増 1,000 人 

チーム千葉ボランティア 
ネットワーク※の運営 

設置 運営 運営 

 

■ オープンデータ※の推進・ビッグデータ※の活用   【再掲】 業務改革推進課 

市民サービスの向上及び新たなサービス創出を図るため、民間企業等と連携したオープンデータ活用事例

の創出や行政サービスの向上に資するビッグデータ分析を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

オープンデータ活用事例の
創出 

16 件 3 件増 19 件 

行政サービスの向上に資する
ビッグデータ分析 

6 件 3 件増 9 件 
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● 介護ロボットの普及促進   【再掲】 介護保険管理課 

介護ロボットの普及促進を図るため、ニーズ把握や効果検証を行うとともに、大学との連携により普及促

進セミナーを実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

介護ロボットの利活用促進 ― 
支援方針の決定 

普及促進ｾﾐﾅｰ 1 回/年 

支援方針の決定 

普及促進ｾﾐﾅｰ 1 回/年 

実証フィールドの提供支援 ― 実施 実施 

 

● 地域商業者の魅力向上支援【再掲】 産業支援課 

地域経済の活性化を図るため、大学等と連携した商品開発の費用を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

商学連携による商品開発助成  ― 3 商品 3 商品 
 

● 農業者の生産性の向上【再掲】 農業生産振興課 

農業者の生産性向上を図るため、近隣市・大学との連携や技術専門人材を活用し、栽培試験や新規優良種

苗の供給を行うとともに、農業者への普及指導等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

スマート農業※の実現に 

向けた検討 
― 実施 実施 

専門技術者の配置・栽培試験

の実施 
― 

1 人 

栽培試験実施 

1 人 

栽培試験実施 

 

● いずみグリーンビレッジ 3拠点※の充実【再掲】 農業経営支援課 

農とふれあう機会の拡大や、いずみ地区の活性化を図るため、3 拠点の利用環境を整備するとともに、大

学生との連携によりイベント等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

3 拠点の環境整備 ― 

いずみまるごとマップ改訂 
案内標識設置、ベンチ設置 
キッチンカー配置場所 
舗装工事 

いずみまるごとマップ改訂 
案内標識設置、ベンチ設置 
キッチンカー配置場所 
舗装工事 

大学との連携 ― 
PR 活動 

イベント実施 1 回/年 

PR 活動 

イベント実施 1 回/年 
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３-５    市民の力をまちづくりの力へ 

３-５-１  市民参加・協働の推進 
 

 施策の展開   

 少子高齢化が進展し、人口減少社会を迎える中、誰もが明るく健やかに暮らし、地域の諸問題を解決し

ていくためには、行政や個人の力だけではなく、地域の力が必要です。 

 市民主体のまちづくりを推進するため、各区役所におけるまちづくり活動団体への助成や、市民団体や

企業などの提案に基づき市が協働する協働事業提案制度を引き続き実施するとともに、おおむね小学校

区から中学校区の広さの地域ごとに、地域で活動する様々な団体が参加して、住民同士の助けあい、支

えあいによる地域運営が持続可能となる体制づくりを進めるため、地域運営委員会の設置を促進します。 

 市民自らまちづくりに参加する仕組みとして設置した、市民シンクタンクのさらなる充実を図るため、

第 1 期及び第 2 期の活動支援の効果検証の実施及び政策提言後の自主活動の支援を行うとともに、第 3

期の活動支援を実施します。 

 市民の社会参画や地域貢献意識の醸成、健康の増進等のため、ボランティア活動などの公益的活動や健

康維持・増進活動を行った、あるいは行おうとしている市民に対し、ポイントを付与する制度の導入に

向けた実証実験を行います。 

 より住民に身近な区役所が市民主体のまちづくりを推進することができるよう、区役所の機能強化に向

けた検討を行います。 

 東京 2020 大会の競技会場都市として、大会を成功に導くため、都市ボランティア体制の構築を図ると

ともに、「チーム千葉ボランティアネットワーク※」による各種取組みや千葉県と共同で実施する外国人

おもてなし語学ボランティア育成講座等を通じ、大会終了後もレガシー※としてボランティア文化が定着

するよう取組みを推進します。 
 

 計画事業   

1. まちづくり活動の推進 
 

● 市民シンクタンクの充実    政策企画課 

市民の知見を活かしたまちづくりを推進するため、市民が研究員となり、政策提言を取りまとめ、その実

現に向け自ら参画する市民シンクタンクの充実を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

市民シンクタンクの実施 モデル事業（第 2 期） 
効果検証（第 1 期・2 期） 

本格実施（第 3 期） 
本格実施（第 3 期） 

 

■ 緑区オリパラ応援団   【新規】 緑区地域振興課 

東京 2020 大会の機運を盛り上げるとともに、地域の活性化を促進するため、大会を応援・ＰＲする取組

みを区独自に実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

「緑区オリパラ応援団」の 

募集及び活動支援 
― 募集、決定、支援 支援 

小学生オリパラ応援活動の

ＰＲ 
― 実施 実施 

 

  

３－５ 
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■ 美浜区の魅力創出・発信    美浜区地域振興課 

区民が区への愛着を感じられるよう、地域の団体・学生との協働イベントや、若者のまちづくりへの参画

を推進するためのワークショップを開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

キャンドルライトイベント 実施 継続 実施 

イルミネーションイベント 実施 継続 実施 

若者まちづくりワークショップ  ― 実施 実施 

 

● 次世代ちばレポ※「ＭｙＣｉｔｙＲｅｐｏｒｔ」の導入・運用    広報広聴課 

市民との協働により地域課題を解決するとともに、業務の高度化を図るため、現在のちばレポをベースに

新機能を組み込んだシステムを、東京大学や他自治体等と共同で構築し、運用します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

システム構築支援 基本機能開発支援 独自機能開発 運用 

 

● 地域ポイント制度の導入   【新規】 政策調整課 

市民が行う公益活動や健康維持・増進の取組みを促進するため、民間事業者と連携し、利便性の高い地域

ポイント制度の導入に向けた実証実験を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

導入に向けた実証実験の 
実施 

検討 実施 実施 

 

● 
東京 2020大会開催に向けたボランティア体制の 

構築    
オリンピック・パラリンピック振興課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、大会を円滑に進めるため、ボランティアの体制構築を行うととも

に、都市ボランティアの育成等を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

外国人おもてなし 
語学ボランティア育成 

500 人 500 人増 1,000 人 

チーム千葉ボランティア 
ネットワーク※の運営 

設置 運営 運営 

 

■ ボランティアリーダーの育成   【新規・再掲】 高齢福祉課 

高齢者が地域で元気に活躍できる社会を実現するため、地域ボランティア活動の中心となるボランティア

リーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ボランティア育成講座の開講  ― 開講 開講 
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■ 国際交流ボランティアリーダーの育成   【再掲】 国際交流課 

本市の国際化を推進するため、国際交流ボランティアリーダーを育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

通訳ボランティア 
スキルアップ講座の開催 

15 回/年 5 回増 20 回/年 

通訳ボランティア 
フォローアップ講座の開催 

2 回/年 継続 2 回/年 

国際交流ボランティア 
リーダー会議の開催 

実施 5 回/年 5 回/年 

 

2. 地域活動への支援 
 

● 地域運営委員会の設置促進    市民自治推進課 

住民同士の助けあい、支えあいによる地域運営が持続可能となる体制づくりを進めるため、地域運営委員

会の設置を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域運営委員会の設置 14 地区 12 地区増 26 地区 

地域運営交付金の交付 10 地区 6 地区増 16 地区 

 

■ まちづくり活動団体への支援    各区地域振興課 

市民主体のまちづくりを推進するため、地域課題の解決などに取り組む団体に対しフォローアップ研修を

実施するなど、自立的・継続的な活動を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

中央区フォローアップ研修 1 回/年 1 回増 2 回/年 

花見川区フォローアップ研修  ― 1 回/年 1 回/年 

稲毛区地域活動団体等の 
交流促進 

1 回/年 継続 1 回/年 

若葉区フォローアップ研修 ― 1 回/年 1 回/年 

緑区フォローアップ研修 実施 2 回/年 2 回/年 

美浜区フォローアップ研修 1 回/年 継続 1 回/年 

 

■ 中央区地域リーダー研修    中央区地域振興課 

地域のまちづくりを担うリーダーを育成するため、地域リーダー研修を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域リーダー研修の開催 2 回/年 継続 2 回/年 
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● 自主防災組織の結成促進及び活動支援   【再掲】 防災対策課 

地域の防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成を促進するとともに、地域に防災アドバイザーを派

遣します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

自主防災組織の結成 1,035 組織 60 組織増 1,095 組織 

防災アドバイザー派遣 ― 20 回/年 20 回/年 

 

● 避難所運営委員会の活動支援   【再掲】 防災対策課 

大規模災害発生時に、避難所を円滑に開設・運営する体制を整備するため、市民が主体となった避難所運

営委員会の活動を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

活動支援補助金の助成 127 団体 39 団体増 166 団体 

 

● 応急手当の普及啓発   【再掲】 救急課 

救命率の向上を図るため、救命講習会の拡充を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

45 分救命講習の導入 ― 7,200 人 7,200 人 
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３-５-２  男女共同参画の推進 

 

 施策の展開   

 我が国が平成 20 年（2008 年）から人口減少局面に転じた中、本市においても、総人口が平成 32 年（2020

年）にピークを迎え、減少局面に入る見通しとなっており、これまでの社会モデルの再構築が求められ

ています。 

 そこで、全ての人が性別や身体状況等の違いに関わりなく、一人ひとりが個性と能力を発揮することで

活躍できるダイバーシティの実現に向けて、ダイバーシティ推進協議会を設置し、今後実施する具体的

な取組みに向けた検討を行うとともに、市内企業や団体等に対し、広報活動等を通じて、ダイバーシティ

の実現に向けた取組みを拡充します。 

 男女共同参画社会の形成に向け、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画やワーク・

ライフ・バランス維持のための取組みを進めるとともに、ＬＧＢＴ※への理解促進や支援の取組みを進め

ます。 
  

 計画事業   

 

● ダイバーシティ推進    男女共同参画課 

誰もがそれぞれの個性と能力を発揮でき、あらゆる人にとって暮らしやすく、活力ある社会を実現するた

め、市内企業等と連携し、ダイバーシティを推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ダイバーシティ推進 
ダイバーシティ推進
協議会設置、啓発活動 

推進協議会 2 回/年 
シンポジウム 1 回/年 

推進協議会 2 回/年 
シンポジウム 1 回/年 

「ちばイクボス同盟」加盟 
事業者との連携 

異業種交流会開催 合同研修会 2 回/年 合同研修会 2 回/年 

 

● 男女共同参画の推進    男女共同参画課 

全ての市民が、性別に関わりなく個人として尊重される男女共同参画社会の実現のため、事業者の自主的

な取組みを促進するとともに、ＬＧＢＴ支援を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

事業者における 
男女共同参画の推進 

実施 継続 実施 

ＬＧＢＴ特設専門相談の実施  実施 継続 実施 

パートナーシップ支援制度※

の創設 
― 創設 運用開始 

 

■ 性暴力被害者支援センターへの助成 男女共同参画課 

性暴力被害者の支援及び性暴力のない社会実現のため、性暴力被害者支援センターの事業経費に助成します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

運営助成 助成 継続 助成 
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● 男性保育士の活躍推進【再掲】 幼保支援課、幼保運営課 

公立保育所において、男性保育士等が働きやすい執務環境を整えるとともに、市民の理解を促進するため、

男性保育士による育児講座や養成校への出張説明会を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

更衣室整備 5 か所 15 か所 20 か所 

トイレ整備 ― 10 か所 10 か所 

男性保育士による育児講座 3 回/年 15 回増 18 回/年 

男性保育士による養成校へ

の出張説明会 
5 回/年 継続 5 回/年 

 

■ 男性の子育て支援【再掲】 幼保支援課 

男性の子育てを支援するため、男性を対象とした育児休業取得促進奨励金の支給や育児に関する講座・イ

ベントを充実します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

育児休業取得促進奨励金の
助成 

7 件 2 件増 9 件 

子育て拠点施設での男性向け  
講座・イベントの開催 

1 回/年 12 回増 13 回/年 

男性の育児に関する講座・ 
イベントの開催 

実施 継続 実施 

 

  


