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施策体系 

４－１ 市民の安全・安心を守る 

4-1-1 防災対策の推進 

    4-1-2 防災体制の充実 

    4-1-3 消防・救急体制の充実 

    4-1-4 交通安全の推進 

    4-1-5 防犯対策の推進 

    4-1-6 消費生活の安定・向上 

 

４－２ 快適な暮らしの基盤をつくる 

    4-2-1 市街地の整備 

    4-2-2 計画的な土地利用の推進 

    4-2-3 良好な都市景観の形成 

    4-2-4 住宅・住環境の充実   

    4-2-5 生活基盤の充実 

 

４－３ ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる 

    4-3-1 公共交通ネットワークの形成 

    4-3-2 道路ネットワークの形成 

    4-3-3 人にやさしい移動環境の創出 

     4-3-4 ＩＣＴを活かした利便性の向上   

４  ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実した安全で

快適なまちへ 

  

方向性４ 

ひと・モノ・情報がつながる、 

生活基盤の充実した 

安全で快適なまちへ 
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４-１   市民の安全・安心を守る 

４-１-１  防災対策の推進 
 

 施策の展開   

 予期される首都直下地震や、近年の局地的大雨・大型台風による浸水被害に対し、平常時から災害に備

えることで被害を最小化する「減災」の視点が重要です。 

 地震に対しては、公共施設の吊天井の補強を進めるとともに、緊急時の避難や復旧活動などの妨げにな

る交通の寸断を防止するため、緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成や橋梁、下水道施設の耐震化を引き

続き進めるなど、減災への取組みを推進します。 

 雨水対策については、雨水管渠や河川及び排水路の整備に加え、地域の

特性に応じ、雨水浸透施設の設置など、早期に効果が得られる取組みを

進めます。また、新たな雨水対策重点地区整備基本方針に基づき、浸水

リスクや都市機能の集積度が高い地区に対し、65.1mm/h 対応となる雨

水施設の整備に着手します。 

 東日本大震災による地盤の液状化により著しい被害を受けた地域につい

て、再度の災害発生を抑制するため、道路・下水道等の公共施設と隣接

住宅地等との一体的な液状化対策を推進します。 
 

 

 計画事業   

1. 地震等に強いまちづくり 
 

● 地震時における下水道機能の確保（下水道施設の耐震化） 
下水道整備課 

下水道施設建設課 

地震発生時に下水道の流下・処理機能を確保するため、管渠や処理場・ポンプ場の耐震化を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

管渠の耐震化 53.3ｋｍ 26.7ｋｍ 80.0ｋｍ 

処理場の耐震化 ― 1 か所 1 か所 

 

● 水道施設の耐震化 水道事業事務所 

災害発生時の安定給水を確保するため、水道施設の耐震化を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

大野台送水ポンプ場等の 

設備改良 
― 設計・工事 工事 

 

● 公共施設の吊天井の補強 各所管課 

公共施設の安全を確保するため、吊天井の補強工事を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

設計 5 か所 8 か所 13 か所 

改修工事 13 か所 9 か所 22 か所 

 

  

４－１ 

橋梁耐震化の例 
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● 橋梁の耐震化 土木保全課 

緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の耐震補強を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

耐震化工事 橋梁 134 橋 5 橋 139 橋 
 

● 市道三角町柏井町線（柏井橋）の橋梁架替 道路建設課 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している柏井橋を架け替えるため、橋梁を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 1,692 ㎡ 202 ㎡ 完了 

整備 橋梁下部工一部 
橋梁下部工、上部工 

取付道路、護岸工、仮橋撤去  
供用開始 

 

● 主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋梁架替 道路建設課 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している亥鼻橋を架け替えるため、橋梁を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 376 ㎡ 34 ㎡ 完了 

整備 既存橋撤去 橋梁下部工、上部工 橋梁上部工着手 

 

● 緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成 建築指導課 

緊急輸送道路の通行を確保するため、沿道建築物の耐震診断や改修費用の一部を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

耐震診断費用の助成 3 件 6 件増 9 件 

耐震改修等費用の助成 
耐震改修 ― 5 件 5 件 

建物除却 1 件 2 件増 3 件 
 

2. 水害対策の推進 
 

● 浸水被害の軽減と対策の強化（雨水施設の整備） 雨水対策課 

近年の局地的な大雨に対し、浸水被害を軽減するため、対策を強化し、地域の状況に応じた効率的な雨水

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 

雨水管渠等の整備

（53.4mm/h 対応） 
28 地区 12 地区 40 地区 

雨水管渠等の整備

（65.1mm/h 対応） 
― 5 地区着手 5 地区着手 

雨水浸透施設の整備 
浸透桝※ 3,768 個 280 個 4,048 個 

浸透トレンチ※ 11,744ｍ  1,480m 13,224m 
 

● 排水施設の整備 都市河川課 

浸水被害を軽減するため、排水施設の整備・改修を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

幹線排水施設の整備 65,698m 732m 66,430m 

面的排水施設の整備 296,895m 785m 297,680m 
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● 都市下水路の整備 都市河川課 

浸水被害を軽減するため、東寺山調整池の整備を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

東寺山調整池の容量拡大 140,900 ㎥ 9,100 ㎥ 150,000 ㎥ 

 

● 河川の改修 都市河川課 

流域内の浸水被害を軽減するため、坂月川や支川都川等を改修するとともに、河川維持管理計画に基づき、

管理河川の計画的保全を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

坂月川の改修 一次改修 2,720m 河道整備 206m 一次改修完了 

支川都川の改修 暫定改修 3,540m 
合流部築造 

河道築造 540m 
一次改修 540m 

勝田川の改修 暫定改修 3,530m 管理施設改修 暫定改修完了 

生実川（準用）の改修 暫定改修 1,190m 基本設計 基本設計 

河川管理施設の計画的保全 生実川（準用）の点検 
生実川（準用）・坂月川
の保全改修 

生実川（準用）・坂月川
の保全改修 

河川堤防の減災対策 ― 堤防天端保護 2km 堤防天端保護 2km 

 

3. 災害による被害の抑制 
 

● 市街地液状化対策の推進 市街地整備課 

大規模地震による液状化被害を抑制するため、道路等の公共施設と宅地の一体的な液状化対策を推進します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

モデル地区（磯辺 4 丁目地区） 液状化対策工事 地下水位低下モニタリング 完了 

磯辺 3 丁目地区 集排水管布設工事 
液状化対策工事、地下 
水位低下モニタリング 

完了 

家屋等損失補償対応 事前調査完了 調査、損失補償対応 完了 

 

● 無電柱化の推進 土木保全課 

大規模災害に対する都市防災機能の向上を図るため、電線類の地中化を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

千葉大網線他 2 路線 ― 設計、支障物件移設 設計、支障物件移設 

 

● 急傾斜地崩壊防止工事の推進 都市河川課 

市民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所について崩壊防止工事を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

崩壊防止工事（市事業） 1,364m 210m 1,574m 

崩壊防止工事（県事業） 3,202ｍ 280ｍ 3,482ｍ 
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４-１-２  防災体制の充実 

 

 施策の展開   

 東日本大震災や平成 28 年（2016 年）熊本地震における経験から、「公助」だけでは限界があることや、

地域コミュニティによる助けあいの重要性が再認識されたため、行政と地域住民とが一体となって防災

対策に取り組むことが必要です。 

 総合防災拠点としての役割を担う本庁舎については、現庁舎が抱える防災面、分散化・狭あい化、老朽

化などの課題を解決し、効率的で災害に強い新庁舎の整備を推進します。 

 また、新庁舎整備の進捗に合わせ、危機管理センターの設置を進めるとともに、防災情報システムの機

能強化など円滑な災害対応ができる環境整備に取り組みます。 

 発災時に多くの被災者が生活する避難所の機能を強化するため、防災備蓄品の拡充やマンホールトイレ※

の設置を行うとともに、通信環境の整備を行います。 

 地域住民が率先して消火や救助・救出、避難支援

等を行う「共助」の取組みを促進するため、地域

住民の連帯意識に基づく自主防災組織の結成促進

や、避難行動要支援者の支援体制の強化、避難所

運営委員会の活動支援を行います。 

 地域における防災訓練などを通して、「共助」だ

けでなく「自助」の意識が醸成され、市民一人ひ

とりが、日頃より非常用備蓄品の準備や避難経路

の確認など、自分や家族の安全を自ら守ることが

できるよう、取組みを進めます。 
 

 計画事業   

1. 防災体制の整備 
 

● 新庁舎の整備 新庁舎整備課 

防災面や老朽化などの課題に対応するため、新庁舎の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

設計・施工請負業者の選定 PFI 導入可能性調査 選定 選定 

新庁舎の整備 基本設計 
実施設計 
建設工事 

実施設計 
建設工事 

 

● 防災備蓄品の整備 防災対策課 

災害時の被災者支援体制を強化するため、帰宅困難者用を含む防災備蓄品を拡充するとともに、避難所に

備蓄倉庫を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

防災備蓄品の整備 実施 増強 増強 

備蓄倉庫の設置 122 か所 33 か所 全 155 か所 完了 

 

● マンホールトイレの整備 防災対策課、下水道整備課 

災害時における避難所の衛生環境の向上を図るため、マンホールトイレを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

マンホールトイレの整備 61 か所（305 基） 60 か所（300 基） 121 か所（605 基） 
  

新庁舎の整備イメージ 
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● 避難所における通信環境の整備【新規】 防災対策課 

大規模災害発生時に避難者が安否情報や支援情報などを速やかに収集・伝達できるよう、避難所の通信環

境を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

避難所におけるＷｉ－Ｆｉ
環境の整備 

― 
市立小・中学校避難所に
整備 

完了 

災害時用公衆電話の事前 
設置 

ＮＴＴ東日本との協定 
締結、公衆回線設置 

550 台 550 台 

 

● 災害時における応急農業用井戸水の供給【新規】 農政課 

災害時における飲料水の確保のため、農業用井戸水を飲料水として提供するための設備を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

給水施設の整備 ― 設計・工事（1 か所） 供給開始（1 か所） 

 

● 大規模盛土造成地の滑動崩落対策の推進 宅地課 

防災対策を推進するため、大規模地震時に滑動崩落被害の恐れのある箇所を調査し、「大規模盛土造成地

マップ」を作成・公表します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

大規模盛土造成地マップの

公表 
第 1 次調査 調査、作成 公表 

 

● 防災行政無線の整備 防災対策課 

災害発生時における緊急情報の伝達手段を確保するため、防災行政無線のデジタル化を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

屋外受信機及び屋内受信機

のデジタル化 
設計 

親局工事 1 局 

屋外受信機工事 80 局 

屋内受信機工事 240 局 

親局工事 1 局 

屋外受信機工事 80 局 

屋内受信機工事 240 局 

全国瞬時警報システム 

（Ｊアラート）※の更新 
― 更新 完了 

 

● 土木事務所における災害体制の構築【新規】 土木管理課 

発災時における災害対応機能を維持するため、土木事務所に災害用通信機器の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

災害用通信機器の整備 ― 30 台 30 台 

 

● 消防署・所の非常用電源設備の整備【新規・再掲】 施設課 

発災時における災害対応機能を維持するため、消防活動拠点である消防庁舎の非常用電源設備等の整備を

行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

非常用電源設備等の整備 ― 12 か所 12 か所 
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2. 地域防災活動への支援 
 

● 避難所運営委員会の活動支援    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 
 

■ 避難行動要支援者の支援体制の強化    防災対策課 

災害時の避難行動要支援者の支援体制を強化するため、避難行動要支援者名簿を町内自治会や自主防災組

織等に提供します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

避難行動要支援者名簿の提供  33% 48% 48% 

 

● 自主防災組織の結成促進及び活動支援    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 
 

■ 防災リーダーの養成    防災対策課 

地域の防災力の向上を図るため、防災ライセンス講座や防災ライセンススキルアップ講座を開催し、防災

リーダーの養成を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

防災ライセンス講座 5 回/年 継続 5 回/年 

スキルアップ講座 2 回/年 継続 2 回/年 
 

■ 地域の防災力の向上（中央区）    中央区地域振興課 

地域の防災力の向上を図るため、町内自治会と協働で自主防災マップを作成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

中央区くらし安心・自主防災
マップの作成 

20 団体/年 1 団体増 21 団体/年 

 

■ 地域の防災力の向上（若葉区）    若葉区地域振興課 

地域の防災力の向上を図るため、区内小中学校での防災実技講演会を実施するとともに、自主防災組織未

結成の自治会を対象に個別説明会を開催します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

若葉区自主防災組織の結成

促進（個別説明会） 
10 回/年 継続 10 回/年 

小中学校での実技講演会の

開催 
― 2 校/年 2 校/年 

 

■ 地域の防災力の向上（緑区）    緑区地域振興課 

地域の防災力の向上を図るため、地域住民・防災関係機関と連携して緑区災害対応合同訓練を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

緑区災害対応合同訓練 1 回/年 継続 1 回/年 
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４-１-３  消防・救急体制の充実 

 

 施策の展開   

 複雑化・多様化する各種災害に対応するため、消防活動拠点である消防署・所の整備や、地域における

防災活動の要となる消防団の器具置場の整備を行うなど、消防力の強化を図ります。 

 過去の大規模災害で発生した火災原因の多くが電気器具に起因す

るものだったことから、密集住宅市街地を対象として、感震ブレ

ーカー※の設置をモデル的に実施します。 

 救急体制の充実を図るため、高度な救急救命処置を行うことので

きる救急救命士の育成や、救急情報共有システムなどＩＣＴを活

用し救急搬送時間の短縮化を図ります。また、近年はＡＥＤ※等を

使用した市民による救命活動を行う機会が増加していることから、

市民向けの救命講習会を拡充します。 

 東京 2020 大会開催時は多くの人が訪れることから、安全性を確

保するため、競技会場等の消防警備体制について整備します。 
      

 計画事業   

 

● 東京 2020大会開催に伴う競技会場等の安全対策の推進【新規】 消防局総務課 

東京 2020 大会開催に伴う競技会場等の安全性を確保するため、消防警備体制を整備するとともに、市民

向けの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 

消防警備体制の構築 ― 
警備用救急車の確保維持 

消防警備計画の策定 
警備用救急車の確保維持 

消防警備計画の策定 

防火安全対策及び避難安全
対策の推進 

査察計画の作成 
違反施設への対応 

継続 
査察計画の作成 
違反施設への対応 

市民向け救命講習会の開催 実施 継続 実施 

 

1. 消防活動体制の充実強化 
 

● 消防署・所の整備 施設課 

地域における消防防災力の充実強化を図るため、消防活動拠点である消防庁舎の新設・建替え等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

あすみが丘出張所の新設 実施設計 
工事 

水槽付消防ポンプ自動車 1 台 
高規格救急自動車 1 台 

供用開始 

畑出張所の建替 ― 検討 検討 

 

● 消防署・所の非常用電源設備の整備【新規】 施設課 

発災時における災害対応機能を維持するため、消防活動拠点である消防庁舎の非常用電源設備等の整備を

行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

非常用電源設備等の整備 ― 12 か所 12 か所 

  

感震ブレーカー（コンセントタイプ） 
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● 消防水利の整備 警防課 

大規模災害時の消火用水を確保するため、計画的な防火水槽の整備を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

防火水槽の新設 1,961 基 2 基増 1,963 基 

 

● 花見川消防署訓練施設の整備【新規】 警防課 

消防活動体制の充実強化を図るため、花見川消防署に訓練施設を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

訓練施設の整備 ― 設置工事 供用開始 

 

● ちば消防共同指令センター機器更新 指令課 

消防指令体制を維持し、迅速な通報受付、消防・救急活動を行うため、共同指令センターの機器を一部更

新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

指令管制システムの部分更新  ― 部分更新 運用開始 

機器の修繕 ― 実施 実施 

 

● 防災用無線機器の更新 指令課 

災害時における防災関係機関相互の情報伝達を迅速化し、円滑な防災活動を行うため、基地局及び移動局

の無線機器を更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

基地局及び移動局更新 ― 
基地局 1 機 

移動局 6 機 
完了 

 

● 航空消防防災体制の充実 航空課 

消防ヘリコプターの安全運航を確保するため、法定点検を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

「おおとり 1 号」15 年点検 ― 実施 完了 

「おおとり 2 号」10 年点検 ― 実施 完了 

 

2. 地域消防活動の推進 
 

● 消防団活動体制の充実    消防局総務課 

地域における消防防災力の向上を図るため、消防団活動体制の充実を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

消防団器具置場の整備 4 棟 3 棟 7 棟 

小型動力ポンプ付積載車の

更新 
― 3 台 3 台 

消防団制服・装備の充実強化 防火帽 114 個 

防火衣 174 着 

防火帽 174 個 

防火靴 174 足 

防火衣 174 着 

防火帽 288 個 

防火靴 174 足 
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● 可搬式小型動力ポンプ※の消防ホース更新【新規】 警防課 

自主消防組織が平常時の訓練だけでなく、大規模災害時においても、支障なく消防ホースを使用できるよ

う、可搬式小型動力ポンプの消防ホースを更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

消防ホースの更新 ― 78 か所（各 2 本） 78 か所（各 2 本） 

 

● 感震ブレーカー※の設置推進【新規】 予防課 

大規模地震時の電気火災の発生や延焼を防ぐため、密集住宅市街地を対象として、感震ブレーカーの設置

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 

密集住宅市街地を対象とした

感震ブレーカー設置モデル

事業 

― 実施 実施 

普及啓発 
説明会の実施 

デモ機等資機材の購入 
実施 実施 

 

3. 救急活動体制の充実強化 
 

● 救急救命士の養成 救急課 

救急体制の充実を図るため、救急救命士の養成とともに、高度な救急救命処置を行うことのできる救急救

命士を育成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

救急救命士新規養成 4 人/年 継続 ４人/年 

気管挿管認定救急救命士の

養成 
2 人/年 6 人増 8 人/年 

ビデオ喉頭鏡※認定救急救命士

の養成 
4 人/年 4 人増 8 人/年 

 

● 応急手当の普及啓発    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 

 

● 応急救護所用エアーテントの更新 警防課 

大規模事故発生時などにおける多数傷病者の対応に備えるため、消防署に配置されている応急救護所用エ

アーテントを更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

エアーテントの更新 1 基 3 基 4 基 
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４-１-４  交通安全の推進 

 

 施策の展開   

 近年、本市の交通事故件数は減少傾向にありま

すが、市民が安全・安心に通行できるよう、歩

道の整備や交差点の改良、踏切道の安全対策を

進めるほか、通学路における路面のカラー化な

どを引き続き実施します。 

 本市では、「千葉市自転車を活用したまちづく

り条例」に基づき、自転車の利用促進や安全利

用に向けた取組みを進めています。安全で快適

な自転車走行環境を創出するため、自転車レー

ン等の整備を推進するほか、事故被害を軽減す

るため、へルメットの着用を促進します。また、

交通ルールの遵守やマナーの向上を図るため、

警察等関係機関と連携し、交通安全教育の普

及・啓発を進めます。 

 鉄道駅周辺などの放置自転車は、これまでの取組みの結果、平成 28 年度（2016 年度）末には約 1,200

台まで減少しています。放置自転車の抑制のため、利便性や施設の質の向上により自転車駐車場の利用

促進を図るほか、効率的な管理運営に向け、施設の統廃合や利用者が使いやすい料金体系の検討を進め

ます。 
              

 計画事業   

1. 歩行者等の安全確保と交通の円滑化 
 

● 歩道の整備 道路計画課、道路建設課 

歩行者の安全を確保するため、歩道を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

調査・設計 3 路線（29 年度事業量） 1 路線 1 路線 

用地取得 3 路線（29 年度事業量） 3 路線 3 路線 

整備 1 路線（29 年度事業量） 3 路線 
3 路線 

（供用開始 1 路線） 
 

● 交差点の改良 道路計画課、道路建設課 

交通事故の減少及び渋滞の緩和を図るため、交差点を改良します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

調査・設計 1 か所（29 年度事業量） 4 か所 4 か所 

用地取得 1 か所（29 年度事業量） 5 か所 5 か所 

整備 2 か所（29 年度事業量） 6 か所 
6 か所 

（供用開始 6 か所） 
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図表１３ 市内の事故件数及び自転車事故の割合 

（件） （％） 

出典：交通白書（千葉県警察本部） 
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● 交通安全施設の充実 土木保全課 

道路利用者の安全性・快適性の向上及び交通の円滑化を図るため、通学路のカラー化や区画線の引き直し

などの交通安全対策を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

通学路の安全対策 通学路カラー化 21km 
合同点検 

通学路カラー化 39km 
合同点検 

通学路カラー化 60km 

区画線引き直し ― 60km 60km 

安全施設の設置 実施 実施 実施 
 

● 踏切道の安全対策 土木保全課 

踏切事故防止のため、踏切内に歩道を設置するなどの安全対策を実施します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

西雷踏切 設計 
踏切内 歩道設置 
踏切前後 歩道改良 

踏切内 歩道設置 
踏切前後 歩道改良 

中広踏切 ― 測量・設計 測量・設計 

京成幕張第二踏切 ― 踏切内カラー化 踏切内カラー化 
 

2. 安全で快適な自転車利用環境の創出 
 

● 自転車走行環境の整備 自転車政策課 

安全で快適な自転車走行環境を創出するため、自転車レーン等の整備を進めるとともに、整備計画の見直

しを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

自転車レーン等の整備 31.3 ㎞ 18.7km 50.0km 

ちばチャリ・すいすいプラン※

の更新 
― 実施 実施 

走りやすさマップ※の更新 ― 実施 実施 

 

● 放置自転車対策の推進 自転車政策課 

放置自転車の抑制を図るため、電磁ロック式ラックの整備など自転車駐車場設備の充実等による利用促進

を図るとともに、自転車駐車場の整備・統廃合を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

自転車駐車場設備の充実 

電磁ロック式ラック
3,271 台 

電磁ロック式ラック
280 台 

電磁ロック式ラック 
3,551 台 

ＬＥＤ照明交換 48 灯 ＬＥＤ照明交換 1,755 灯 全灯ＬＥＤ照明化完了 

― 監視カメラ 12 基 監視カメラ 12 基 

自転車駐車場の整備・統廃合 廃止改修 6 か所 
設計      1 か所 

廃止改修  27 か所 
廃止改修 33 か所完了 

自転車駐車場の維持管理

及び運営の効率化 
― 

施設点検 

修繕計画策定 

管理運営効率化検討 

修繕計画策定 

管理運営効率化検討 

  



 

91 

● 自転車安全利用の促進 地域安全課 

自転車の交通ルールの遵守やマナーの向上を図るため、交通安全教室などを開催するとともに、自転車用

ヘルメット着用の促進を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ヘルメット購入助成 ― 1,100 人 1,100 人 

スケアードストレイト※ 

教育技法による自転車 

交通安全教室の開催 

3 校/年 2 校増 5 校/年 

 

● 花見川緑地交通公園の機能拡充【新規】 地域安全課 

交通安全教育の充実のため、花見川緑地交通公園の設備更新を行うとともに、サイクリング利用者向けサ

ービス機能の導入を検討、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 

園内工作物等の更新 ― 設計・工事 供用開始 

交通公園の付加機能導入 ― 実施 実施 

 

● 花見川サイクリングコースの充実【再掲】 緑政課 

歩行者と自転車利用者が安全に利用できるよう、「花見川サイクリングコース」のルールづくりを進める

とともに、舗装修繕やトイレの更新等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

施設の改善及び 

利用者サービスの向上 
舗装の修繕 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設、舗装補修 

トイレ改修 5 か所 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設、舗装補修 

トイレ改修 5 か所 

通行ルールづくり ― ルール策定、周知 ルール策定、周知 

上流部の環境改善 関係団体との調整 舗装 約 2.7km 舗装 約 2.7km 
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４-１-５  防犯対策の推進 

 

 施策の展開   

 市内の犯罪発生件数は、近年、減少傾向にあります

が、自転車や自動車の盗難、車上ねらいなど市民生

活に身近な場所で発生する、いわゆる街頭犯罪が多

発しています。 

 市民が治安の良さを実感することができるよう、地

域における防犯パトロール隊の支援を強化します。

また、町内自治会が設置する防犯カメラに助成する

とともに、市として必要な箇所へ防犯カメラを設置

することにより、犯罪の抑止効果を高め、安全で安

心なまちづくりを推進します。 
               

 計画事業   

 

● 防犯カメラの設置管理 地域安全課 

地域の安全を確保するため、町内自治会が設置する防犯カメラへの助成を行うとともに、ＪＲ主要駅周辺

等に防犯カメラを設置します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

JR 主要駅周辺等への 

防犯カメラ設置 
32 台 35 台増 67 台 

自治会に対する防犯カメラ

設置助成 
30 台 240 台増 270 台 

 

● 防犯パトロール隊の支援推進    地域安全課 

地域の防犯力の向上のため、防犯パトロール隊が継続的に活動できるよう、必要な物品の配付回数等を見

直し、支援を強化します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

防犯パトロール隊への物品

支援 
36 団体 750 団体増 786 団体 

 

■ 中央区ご近所防犯    中央区地域振興課 

安全で安心なまちづくりを推進するため、地域の防犯パトロール隊の防犯活動を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

防犯活動団体への物品支援 29 団体 27 団体増 56 団体 

 

● 学校防犯対策の推進【再掲】 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 
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４-１-６  消費生活の安定・向上 

 

 施策の展開   

 近年、高齢者を狙う詐欺や悪質商法の手口が巧妙

化しています。また、インターネットを利用した

際の不当請求などで消費者トラブルに巻き込まれ

る危険性も増加しています。 

 市民が消費者として安全・安心に生活ができるよ

う、消費生活講座など普及啓発を行うとともに、

悪質商法や詐欺などによる被害の未然防止のため、

くらしの巡回講座を実施するほか、消費者教育を

行う事業者や団体との協働による取組みを推進し

ます。 

 
  

 計画事業   

 

■ 消費者教育の推進    消費生活センター 

市民が消費者として安全で安心できる暮らしを実現するため、事業者、団体、市民等との協働により、消

費者教育を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ちばし消費者応援団（団体） 113 団体 57 団体増 170 団体 

ちばし消費者応援団 

（個人会員） 
129 人 71 人増 200 人 

消費者教育コーディネーター

の学校派遣 
36 校 45 校増 81 校 
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6,466  6,524  
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60歳以上 30～59歳以下 29歳以下 不明・団体 

出典：第 3 次千葉市消費生活基本計画 

図表１５ 消費者生活相談の年度別件数 
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４-２   快適な暮らしの基盤をつくる 

４-２-１  市街地の整備 
 

 施策の展開   

 ＪＲ千葉駅西口地区は、千葉都心の一翼を担うとともに、臨海地区への玄関口でもあります。このため、

商業・業務機能の集積を図る再開発ビルの建設や道路・駅前広場等の公共施設を整備してきました。引

き続き、多世代の人々が集い賑わうまちづくりに向け、土地の高度利用により、商業のほか居住・医療・

健康づくり・保育など多機能な用途の建築物や周辺公共施設の整備を推進します。 

 ＪＲ千葉駅東口の細分化された街区を再編し、施設の機能更新を図り、駅前の活性化、市民の利便性向

上、良好な都市環境を形成するため、第一種市街地再開発事業を促進します。 

 ＪＲ稲毛駅東口周辺について、土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、駅前広場等を含めた一体

的な市街地再開発の検討を進めます。また、ＪＴ跡地の開発計画と連携し、駅前広場を補完する交通機

能の導入について検討します。 

 良好な居住環境の形成を図るため、東幕張地区、検見川・稲毛地区及び寒川第一地区の土地区画整理事

業を推進します。 

 
 

     
 

 計画事業   

 

1. 既成市街地・市街化進行地域の整備 
 

● 千葉駅西口地区第二種市街地再開発(Ｂ工区) 都心整備課 

臨海地区への玄関口としての賑わいを創出するため、千葉駅西口に商業のほか、居住・医療・健康づくり・

保育など多機能な用途の再開発ビルを整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再開発ビルＢ棟の整備 
管理処分計画の変更 

特定建築者の選定 
工事 供用開始 

公共施設整備 
公共施設管理者との 

協議 

ペデストリアンデッキ 

下水道、公園整備工事 
供用開始 

 

  

４－２ 

ＪＲ千葉駅西口地区 外観イメージパース ＪＲ千葉駅東口地区 再開発ビルのイメージ 
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● 千葉駅東口地区第一種市街地再開発 市街地整備課 

千葉都心の土地の高度利用と建築物の機能更新のため、千葉駅東口地区の第一種市街地再開発を促進します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再開発ビル整備助成 
自転車駐車場移転 

再開発ビル建築 
再開発ビル建築 再開発ビル建築 

 

■ ＪＲ稲毛駅東口周辺のまちづくり【新規】 市街地整備課 

土地の高度利用と都市機能の更新を図るため、駅前広場等を含めた一体的な市街地再開発の検討を進めます。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

関係者の合意形成 勉強会の実施 勉強会の実施 関係者の合意形成 

 

● 検見川・稲毛地区土地区画整理 検見川稲毛土地区画整理事務所 

良好な居住環境の形成を図るため、建物移転や幹線道路整備等により公共施設の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市計画道路築造 978m 320m、地区外 30m 1,298m、地区外 30m 

 

● 寒川第一土地区画整理 寒川土地区画整理事務所 

良好な居住環境の形成を図るため、建物移転や都市計画道路及び下水道施設等の公共施設の整備を進めます。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市計画道路築造 113m 130m 243m 

               

2. 生活機能拠点の整備 
 

● 東幕張土地区画整理 東幕張土地区画整理事務所 

ＪＲ幕張駅利用者の利便性向上、地域全体の活性化及び良好な居住環境の形成を図るため、北口駅前広場

を含む幹線道路等の早期完成に向け、建物移転や公共施設の整備を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市計画道路築造 380m 80m 460m 
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４-２-２  計画的な土地利用の推進 

 

 施策の展開   

 本市では、少子高齢化の進展に加え、人口が平成 32 年（2020 年）をピークに減少する見通しです。全

市で一律に人口密度が低下した場合、公共交通をはじめ、商業、医療、福祉等の生活サービス機能は、

一定程度の利用者を見込めず、機能維持ができなくなることが懸念され、さらに進行すれば都市全体の

衰退を招く恐れもあります。そのため、地域の人口密度を維持し、都市全体を持続可能な都市構造にす

るために、生活利便施設や居住を緩やかに公共交通沿線や生活機能拠点へ誘導する立地適正化計画を策

定します。 

 地区計画や建築協定の活用など、地域の将来像を市民が共有し、自主的にまちづくりのルールづくりを

行う活動を支援します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 計画事業   

 

● 立地適正化計画の策定 都市総務課 

居住や都市機能の誘導と公共交通の連携による「集約型都市構造※」を目指すため、立地適正化計画を策

定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

立地適正化計画の策定 検討 策定 策定 

 

● 都市計画の見直し 都市計画課 

都市を取り巻く情勢の変化に対応するため、都市計画基礎調査の分析等を踏まえた都市計画の見直しを行

います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市計画の見直し ― 調査、見直し実施 完了 

 
  

出典：千葉市都市計画マスタープラン 

図表１６ 人口減少と都市の拡張により起こりうる問題 



 

97 

● 土地区画整理事業未施行地区における整備手法の検討 市街地整備課 

長期間にわたり事業化されていない土地区画整理事業未施行地区について、社会情勢や周辺状況等が変化

しているため、実情に合わせた整備手法の検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ガイドラインの策定・見直し

手法の検討 
― 実施 実施 

関係者調整 ― 実施 実施 

都市計画への反映 ― 変更図書作成 実施 

 

● 都市基本図の更新【新規】 都市計画課 

業務の効率化や市民サービスの向上を図るため、様々な主体が共通的に利用できる都市基本図を更新します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

都市基本図更新 ― 実施 完了 

 

■ 「やってみようよまちづくり」支援    都市計画課 

市民参加と協働によるまちづくりを推進するため、地区計画や建築協定などを活用したまちづくりの知

識・情報の習得を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

公開講座の開催 9 回 6 回増 15 回 

アドバイザー派遣 60 回 57 回増 117 回 

活動支援 4 団体 3 団体増 7 団体 
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４-２-３  良好な都市景観の形成 

 

 施策の展開   

 本市の景観は、都市の発展に基づく土地利用などから、国道 14 号・357 号付近に約 19km に及ぶ旧海

岸線を境として、埋め立てによる海際の市街地の景観、内陸部の市街地の景観、市街地の後背地に広が

る里山や谷津が特徴のある田園景観のイメージに分けられることから、これらを「うみ」、「まち」、

「さと」に区分し、本市の景観形成を推進しています。 

 身近な生活環境を大切にしたい、都市にうるおいやゆとりを回復したいといった市民意識の変化や、に

ぎわいのある都市空間への期待など、社会情勢や市民の景観形成に対するニーズに対応するため、市民

や事業者との協働により、魅力ある千葉らしさの感じられる景観づくりを進めます。 

 良好な街並みの景観を形成する街路樹が市民に親しみと誇りを持たれる存在となるよう、モデル的に路

線を選定した上で街路樹空間の適正化を図るとともに、本市の街路樹のあり方について検討を進めます。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画事業   

 

■ 良好な都市景観の形成 都市計画課 

地域の特性を活かした魅力的なまちづくりを推進するため、景観形成推進地区の指定等に向けて活動して

いる市民や事業者などの団体を支援します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

景観形成推進地区の指定 1 地区 1 地区増 2 地区 

地域の景観形成に向けて 

活動している団体への支援 
2 団体 2 団体増 4 団体 

屋外広告物適正化推進員 

講習会の開催 
3 回/年 1 回増 4 回/年 

  

千葉市景観計画より 

出典：千葉市景観計画 

出典：千葉市景観計画 

図表１７ 本市の景観形成のテーマ 
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● 街路樹空間の適正化【新規】 公園管理課 

良好な街並みの景観形成を進めるため、モデル路線を選定し、大径木化、老木化した街路樹空間の適正化

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 

植栽密度の適正化 ― モデル実施 モデル実施 

大径木、老木の更新 ― モデル実施 モデル実施 

 

● 谷津田※の保全と活用の推進    【再掲】 環境保全課 

谷津田の自然を保全するため、谷津田保全区域の指定の拡大を行うとともに、保全団体等への活動支援を

行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

谷津田保全協定の締結 56.0ha 9ha 拡大 65.0ha 

保全団体等への活動支援 4 団体 2 団体増 6 団体 

谷津田保全方針の見直し ― 実施 実施 

 

■ 都市緑化の推進   【再掲】 緑政課 

緑豊かな環境を創出するため、中心市街地や住宅地の緑化を推進するとともに、市民参加による緑化の普

及啓発を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

屋上壁面緑化への助成 3 件 3 件増 6 件 

緑のモデルカ―テンづくり ― 6 件 6 件 

緑地協定の締結 175 件 3 件増 178 件 
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４-２-４  住宅・住環境の充実 

 

 施策の展開   

 新耐震基準（昭和 56 年〔1981 年〕）を満たす住宅ストックの比率は緩やかに増加していますが、昭和

55 年以前に建築された住宅のうち、耐震診断及び耐震改修工事を実施した住宅は未だ少ないことから、

引き続き住宅の耐震化に向けた支援を実施します。 

 市営住宅については、老朽化や入居者に占める高齢単独世帯の増加などが生じています。人口動向によ

る需要や市の財政状況を踏まえ、老朽化した住宅の

建替えを実施するとともに、建物の長寿命化やバリ

アフリー対応改修を計画的に進めることで、ライフ

サイクルコスト※を縮減し、良質な住宅ストックの確

保に努めます。 

 日本全体で人口減少時代を迎え、住宅数が世帯数を

上回る中、住宅の資産価値の維持や地球環境への負

荷軽減の観点から既存ストックを活用するため、市

内で 5 万戸を超える空家の流通促進や利活用につい

て広範な視点で検討を進めます。 

 また、少子化対策の一環として、若年層の流入・定

住促進及び婚姻に伴う新生活支援のため、新婚世帯

に対し住居費及び引越費用などの一部を助成します。 
               

 計画事業   

1. 安全で安心な住まいづくりへの支援 
 

● 耐震診断・耐震改修の助成 住宅政策課 

地震発生時の住宅の安全性向上のため、木造住宅や分譲マンションの耐震診断及び耐震改修費用の一部を

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 

耐震診断助成 
木造住宅 538 戸 55 戸増 593 戸 

分譲マンション 10 管理組合  5 管理組合増 15 管理組合 

耐震改修助成 

木造住宅 365 戸 85 戸増 450 戸 

耐震シェルター 1 件 3 件増 4 件 

マンション(設計）2 管理組合  1 管理組合増 3 管理組合 

 

● 密集住宅市街地の環境整備推進 住宅政策課、予防課 

密集住宅市街地において、災害時の円滑な消防活動が可能となる安全な地区を形成するため、基幹道路の

整備に向けた調査・検討を実施するとともに、重点密集市街地を対象に感震ブレーカー※の設置を行いま

す。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

基幹道路の整備 現況測量、概略設計 推進 推進 

指定地域に対する簡易型 
感震ブレーカーの設置 

― 実施 実施 
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図表１８ 空家数及び空家率 
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出典：住宅・土地統計調査（H10～H25） 
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2. 市営住宅の整備 
 

● 市営住宅の整備（市営住宅の建替） 住宅整備課 

老朽化した市営住宅の住宅・住環境の改善を図るため、「市営住宅長寿命化・再整備計画」に基づき、建

替え等を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

建替え 
小倉台団地 工事着手 
宮野木町第 2 団地 
     建替完了 

小倉台団地 建替 小倉台団地 建替完了 

用途廃止 ― 
大宮町第 1・第 2 団地 
解体完了 

大宮町第 1・第 2 団地 
解体完了 

 

● 市営住宅の整備（市営住宅の改善） 住宅整備課 

市営住宅の長寿命化や居住性の向上、高齢者等への対応を図るため、「市営住宅長寿命化・再整備計画」

に基づき、改善を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

長寿命化型改善 

外壁改修 10 団地 外壁改修 5 団地 外壁改修 15 団地 

屋上防水 8 団地 屋上防水 3 団地 屋上防水 11 団地 

給水設備 5 団地 給水設備 2 団地 給水設備 7 団地 

福祉対応型改善 

住戸改善 202 戸 住戸改善 300 戸 住戸改善 502 戸 

住戸内手すり 702 戸 住戸内手すり 225 戸 住戸内手すり 927 戸 

階段手すり 5 団地 階段手すり 14 団地 階段手すり 全 19 団地完了  

機能更新 
エレベーター改修  1 団地 エレベーター改修 3 団地  エレベーター改修 4 団地  

給水ポンプ改修 ― 給水ポンプ改修 2 団地 給水ポンプ改修 2 団地 

3. 住宅・住環境の充実 
 

● 地域再生支援 住宅政策課 

地域の居住環境の向上及び地域コミュニティの再生を図るため、一定の要件を満たす分譲マンションの建

替えを行う管理組合等に対し、計画策定に要する費用の一部を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

マンション管理組合等への助成  1 件 2 件増 3 件 
 

● 空家等対策の推進 住宅政策課 

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を策定し、空家の利活用などに

ついて、広範な視点で検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

空家等対策の推進 ― 
空家等対策計画の策定 
空家等データベースの更新 

空家等対策計画の策定 
空家等データベースの更新 

 

● 結婚新生活支援の推進【新規】 住宅政策課 

少子化対策の強化並びに若年層の人口流入及び定住促進を図るため、住居費や引越費用などの一部を助成

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

住居費等の助成 ― 90 件 90 件 
  



 

102 

● 省エネルギー住宅及び電気自動車の導入推進【新規・再掲】 環境保全課 

環境にやさしいまちづくりを推進するため、太陽光発電設備や高い断熱性能を有するゼロ・エネルギー・

ハウス（ＺＥＨ）※の導入費用や、電気自動車（ＥＶ）の購入費用の一部を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ＺＥＨ導入費用助成 ― 130 件 130 件 

ＥＶ購入費用助成 ― 90 件 90 件 
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４-２-５  生活基盤の充実 

 

 施策の展開   

 生活環境の質の向上を図るため、道路や上下水道等の都市インフラの整備を引き続き進めるとともに、

適切な維持管理や老朽化に対する計画的な修繕が必要です。 

 公共施設をはじめとする市有資産について、中長期的な視点から、資産の利用状況を踏まえた複合化や

集約化などの効率的な利用を進めるとともに、計画的な施設の保全により、建物の長寿命化や改修費用

の縮減を図ります。 

 下水道施設については、道路陥没や下水道の流下阻害、機能停止によるリスクを低減するため、ストッ

クマネジメント※計画に基づき、老朽化した管渠や処理場・ポンプ場設備の改築を計画的に進めます。 

 市民の墓地需要に対応するため、引き続き平和公園の拡張整備を進めるとともに、斎場周辺の環境整備

を行います。 

 住民異動手続き等の機能と保健福祉センターの機能とを集約し、市民の利便性の向上を図るため、中央

区の区役所機能を「きぼーる」に移転します。 

 市民・事業者が必要とする情報の提供や諸証明の発行などをワンストップで行う建築関連総合窓口につ

いて、試行実施の状況を踏まえ、本格稼働します。 

 
               

 計画事業   

1. 生活道路等の整備 
 

● 生活道路の整備 道路計画課、道路建設課 

生活道路の安全性・利便性の向上を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

調査・設計 4か所（29年度事業量） 6 か所 6 か所 

用地取得 ― 7 か所 7 か所 

道路整備 1か所（29年度事業量） 5 か所 
5 か所 

（供用開始 2 か所） 
 

● 舗装の新設・改良 土木保全課 

生活道路の安全で快適な利用を図るため、舗装を新設・改良します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

舗装の新設 1.0km（29 年度事業量） 2.7km 2.7km 

舗装の改良 14.4km(29 年度事業量） 34.6km 34.6km 

 

● 側溝の新設・改良 土木保全課 

生活道路の安全で快適な利用を図るため、側溝を新設・改良します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

側溝の新設 1.4km（29 年度事業量） 5.2km 5.2km 

側溝の改良 4.8km（29 年度事業量） 18.8km 18.8km 
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● 狭あい道路の拡幅 建築指導課、土木管理課 

安全で良好な住環境の形成を図るため、寄付される道路後退用地内の塀の撤去費などの一部を助成すると

ともに、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

狭あい道路の整備 整備延長 14.9km 1.5km 16.4km 
 

● 私道の整備助成 土木管理課 

道路利用者の安全と生活環境の向上を図るため、私道の舗装や排水施設の整備費の一部を助成します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

私道整備の助成 3 件（29 年度事業量） 15 件 15 件 

 

● 都市計画道路美浜長作町線の関連道路整備 街路建設課 

都市計画道路美浜長作町線に接続する関連道路の安全性・利便性の向上を図るため、道路を整備します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 951 ㎡（取得率 76%） 150 ㎡ 1,101 ㎡（取得率 88%） 

 

● 都市計画道路新港横戸町線の関連道路整備 街路建設課 

地域の連携を支える地域高規格道路※の整備に伴う環境保全を図るため、周辺の生活道路等を整備します。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新港横戸町線 供用開始 遮音壁設置 一式 完了 

黒砂台 36 号線 ― 道路整備 80m 完了 

 

2. 上下水道施設の整備 
 

● 下水道未普及地域の解消（汚水管渠の整備） 下水道整備課 

衛生的で快適な生活環境を実現するため、未普及地区の汚水管渠の整備を行います。  

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

汚水管渠の整備 12,279ha 19ha 12,298ha 
 

● 水道施設の整備 水道事業事務所 

未普及区域の解消や安定給水を図るため、配水管の布設などを行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

御殿町配水管整備 整備 5,334m 426m 整備完了 

下田町配水管整備 ― 1,900m 1,900m 
 

● 地震時における下水道機能の確保（下水道施設の耐震化）【再掲】 
下水道整備課 

下水道施設建設課 

地震発生時に下水道の流下・処理機能を確保するため、管渠や処理場・ポンプ場の耐震化を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

管渠の耐震化 53.3ｋｍ 26.7km 80.0km 

処理場の耐震化 ― 1 か所 1 か所 
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● 浸水被害の軽減と対策の強化（雨水施設の整備）【再掲】 雨水対策課 

近年の局地的な大雨に対し、浸水被害を軽減するため、対策を強化し、地域の状況に応じた効率的な雨水

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 

雨水管渠等の整備

（53.4mm/h 対応） 
28 地区 12 地区 40 地区 

雨水管渠等の整備

（65.1mm/h 対応） 
― 5 地区着手 5 地区着手 

雨水浸透施設の整備 
浸透桝※ 3,768 個 280 個 4,048 個 

浸透トレンチ※ 11,744ｍ  1,480m 13,224m 
 

3. 墓地・斎園環境の整備 
 

● 平和公園の拡張・整備 生活衛生課 

墓地を安定的に供給するため、平和公園を拡張整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

墓園の整備 埋蔵文化財調査、伐採 実施設計 実施設計 

調整池、地区外排水路の整備 ― 工事 工事 

付替道路の整備 ― 詳細設計 詳細設計 

 

● 斎園周辺（斎場・平和公園）環境の整備 生活衛生課 

斎場及び平和公園周辺の良好な環境づくりのため、道路、親水広場及び緑地の整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路整備 5 路線供用 道路整備 2 路線 2 路線供用開始 

親水広場の整備 用地取得 継続 用地取得 

緑地の整備 現地調査 
用地境界立会測量 
基本構想策定 
用地取得等 

用地境界立会測量 
基本構想策定 
用地取得等 

 

4. 資産の適切な保全 
 

● 公共施設の計画的保全 各所管課 

利用者の安全と利便性を確保し、建物の長寿命化を図るため、公共施設の改修を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

劣化度調査 1 か所（29 年度事業量） 7 か所 7 か所 

実施設計 9 か所（29 年度事業量） 16 か所 16 か所 

改修工事 18 か所（29 年度事業量） 18 か所 18 か所 
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● 道路施設の長寿命化 土木保全課 

道路利用者の安全を確保するため、個別施設計画に基づき、道路施設の計画的な点検・補修を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

個別施設計画の策定 4 施設 8 施設 策定完了 

道路施設（橋梁等）の 

定期点検 

橋梁 211 橋 357 橋 全橋点検完了 

歩道橋 28 橋 46 橋 全橋点検完了 

モノレールインフラ施設 
3.2km 

8.6km 11.8km 

道路施設 一式 一式 一式 

道路施設（橋梁等）の 

補修・更新 

橋梁補修 49 橋 31 橋 80 橋 

歩道橋補修 8 橋 21 橋 29 橋 

モノレールインフラ施設

更新等一式 
一式 一式 

昇降機更新 ― 7 基 7 基 
 

● ストックマネジメント※の推進（下水道施設の改築） 
下水道維持課、下水道整備課 

下水道施設建設課 

良好な生活環境を守り、安定的な下水道サービスを提供するため、下水道施設の適正な維持管理及び計画

的な改築を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

管路施設のカメラ調査・点検 1,224km(24～29年度) 600km 1,824km 

管渠の改築 50.8km 39.4km 90.2km 

処理場（機械・電気設備）の改築 2 か所/年 継続 2 か所/年 

ポンプ場（機械・電気設備）

の改築 
30 か所 10 か所 40 か所 

マンホール蓋の更新 
835 個 

(24～29 年度) 
3,000 個 3,835 個 

草野水のみち護岸改良 578m(24～29 年度) 450m 1,028m 

 

● 水道施設の改築・更新 水道事業事務所 

安定給水を図るため、浄水場の電気・機械設備を更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

平川浄水場の電気・機械設備更新 2 台 14 台 16 台 

 

■ 動物保護指導センターの再整備【新規】 生活衛生課 

狂犬病予防や、ペットの適正飼養を含む動物愛護の普及啓発のため、拠点施設として動物保護指導センタ

ーの再整備の検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

再整備の検討 ― 基本方針策定 基本方針策定 
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● 市道三角町柏井町線（柏井橋）の橋梁架替【再掲】 道路建設課 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している柏井橋を架け替えるため、橋梁を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 1,692 ㎡ 202 ㎡ 完了 

整備 橋梁下部工一部 
橋梁下部工、上部工 

取付道路、護岸工、仮橋撤去  
供用開始 

 

● 主要地方道穴川天戸線（亥鼻橋）の橋梁架替【再掲】 道路建設課 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、高齢化している亥鼻橋を架け替えるため、橋梁を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 376 ㎡ 34 ㎡ 完了 

整備 既存橋撤去 橋梁下部工、上部工 橋梁上部工着手 

 

5. 市民の利便性向上 
 

● 中央区役所の移転（きぼーるの改修） 区政推進課 

市民の利便性向上のため、中央区役所を「きぼーる」に移転します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

きぼーるの改修 実施設計 工事 完了 

中央区役所の区役所機能移転  方針決定 設計・改修 供用開始 

 

● 住居表示等の整備 区政推進課 

住民生活の利便性向上を図るため、住居表示等の整備を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

住居表示の実施 実施率 37.8% 実施 38.4％ 

町名町界変更の実施 ― 実施 実施 

 

● 特殊車両※通行許可の迅速化【新規】 土木管理課 

特殊車両の通行許可申請書の作成時間を短縮させるため、道路情報データベースの整備を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路情報便覧※の更新 ― 280 区間 280 区間 
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４-３   ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる 

４-３-１  公共交通ネットワークの形成 
 

 施策の展開   

 本市の公共交通としては、主に広域な移動を担うＪＲ及び京成電鉄各線、地域内の移動を担うモノ

レール及び複数の民間事業者によるバスが運行されています。一方、郊外部等バス利用者が減少し

ている地域では、減便や撤退が発生しており、公共交通が不便な地域での交通手段の確保が課題と

なっています。 

 公共交通が不便な地域での公共交通を維持・確保するため、地域主体によるコミュニティバス※の導入を

進めるとともに、人口減少や少子超高齢社会を見据えた都市交通のあり方や方向性を定めるため、次期

総合交通政策の策定に向けた検討を進めます。 

 また、公共交通の利用促進とバス利用者の利便性向上のため、バスロケーションシステム※やバスＩＣカ

ードシステムの導入を促進します。 

 広域的な鉄道ネットワークの形成を図るため、ＪＲ京葉線とりんかい線の相互直通運転の実現を促進す

るとともに、ＪＲ内房線・外房線・総武線・京葉線等の快速運転区間の延伸や増発、終電時刻の繰り下

げなどの働きかけを鉄道事業者に対し継続して行います。 

 モノレールは開業からすでに 30 年を経過している区間もあり、各施設の老朽化が見受けられるように

なっています。モノレールを安全で快適な交通機関として維持していくため、設備更新や車両の更新を

進めるとともに、大規模地震に備えた車両基地の耐震補強を行います。 
               

 計画事業   

 

● バス活性化システムの整備 交通政策課 

公共交通の利用促進とバス利用者の利便性向上のため、バスロケーションシステムの導入を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

バスロケーションシステム

導入助成 
2 社 3 社増 5 社 

 

● バスＩＣカードシステムの整備 交通政策課 

バス利用者の利便性向上のため、市内路線バスのＩＣカードシステム導入を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ＩＣカードシステム導入助成  ― 1 社 完了 

 

● 地域参画型コミュニティバス導入の推進    交通政策課 

公共交通が不便な地域での移動手段を確保するため、地域住民主体によるコミュニティバスの導入を促進

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

地域参画型コミュニティバス

運行 
モデル運行検討 1 地区 モデル運行 1 地区 モデル運行 1 地区 

公共交通アドバイザーの派遣  ― 実施 実施 

 

  

４－３ 
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■ ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進 交通政策課 

鉄道交通の利便性の向上を図るため、ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転の実現を

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 

協議会活動 
鉄道事業者等との 
協議・調整 

鉄道事業者等との協議・
調整 
要望活動の実施 

鉄道事業者等との協議・
調整 
要望活動の実施 

東京 2020 大会開催期間に 
おける臨時列車の運行 

― 実施 実施 

 

● 総合交通政策の策定に向けた検討 交通政策課 

人口減少や少子超高齢社会を見据えた都市交通のあり方や方向性を定めるため、次期総合交通政策策定に

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 

総合交通政策の策定に 
向けた検討 

― 実施 実施 

 

● モノレール施設の設備更新 交通政策課 

モノレールの安全な運行及び利便性の向上のため、モノレール施設の設備更新を計画的に進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

インフラ外施設 

正電車線 
変電設備用直流電源
装置 
軌道ループ線 ほか 

変電設備（殿台変電所） 
その他設備 

変電設備（殿台変電所） 
その他設備 

 

● モノレールの車両更新 交通政策課 

モノレールの安全・安定運行及び利用者の安全確保のため、老朽化したモノレールの車両の更新を促進し

ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

車両更新 ― 4 編成（8 両） 4 編成（8 両） 

 

■ モノレール車両基地の耐震補強 交通政策課 

災害時におけるモノレールの安全・安定運行を維持するため、車両基地耐震補強を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

車両基地耐震補強 補強支柱基礎工事 工事 完了 

 

● 高齢者の移動支援   【新規・再掲】 高齢福祉課 

買い物・通院時などの高齢者の移動手段を確保するため、高齢者の送迎を行う活動等への支援をモデル的

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 

高齢者の移動を支援する 
団体への助成 

― モデル実施、効果検証 モデル実施、効果検証 
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４-３-２  道路ネットワークの形成 

 

 施策の展開   

 本市の幹線道路網は、千葉都心部を中心とした放射・環状道路で構成されていますが、いまだ未整備区

間が多いことから、交通渋滞が発生し都市活動に影響を及ぼしています。 

 このため、交通の整流化や地域間の連携強化とともに、地域の

まちづくりの観点から、広域ネットワーク及び市内ネットワー

クの形成を図る道路整備を着実に進めます。 

 平成 27 年度に都市計画道路の見直しを実施したことに伴い、

周辺道路を含めた市内の幹線道路整備のあり方について検証し、

中長期的な道路ネットワークビジョンを策定します。 
               

 計画事業   

1. 広域道路ネットワークの整備 
 

● 国道 357 号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）の関連整備 道路計画課 

国が実施する国道 357 号湾岸千葉地区改良（蘇我地区）の整備を進めるため、並行する水路の移設を実施

します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

水路移設 基本設計 詳細設計、用地取得、工事 用地取得完了、工事 

 

● 国道の整備（国道直轄事業負担金） 道路計画課 

道路の渋滞緩和や安全対策を図るため、国が管理する市内国道の整備（国道 357 号湾岸千葉地区改良（蘇

我地区）など）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 

国道 357 号湾岸千葉地区改良 

（千葉地区） 
歩道拡幅工事 歩道整備 完了 

    〃  （蘇我地区) 測量 設計、用地取得 用地取得 

国道 51 号（北千葉拡幅） 用地取得 道路整備 完了 

電線共同溝・交通安全施設等

の整備 
実施 国道 14 号等設計・整備 国道 14 号等設計・整備 

 

● 都市計画道路塩田町誉田町線（誉田町地区）の整備 街路建設課 

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
13,885 ㎡ 

（取得率 42%） 
1,987 ㎡ 

15,872 ㎡ 

（取得率 48%） 
 

● 都市計画道路幕張本郷松波線（弥生地区）の整備 街路建設課 

快適で利便性の高い道路交通体系を確立するため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路整備 1,680m 427m 供用開始 

  

国道 357 号 
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● 都市計画道路村田町線沿道地区の整備 街路建設課 

周辺都市との連絡強化等を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

本線 用地取得 
15,223 ㎡ 

（取得率 86%） 
1,708 ㎡ 

16,931 ㎡ 

（取得率 95％） 

村田町 19 号線 

用地取得  95 ㎡ 

（取得率 37 %） 
160 ㎡ 

供用開始 

道路整備  190m 50m 

村田町 46 号線 

用地取得  26 ㎡ 

（取得率 13%） 
170 ㎡ 

供用開始 

道路整備    ―  120m 
 

● 都市計画道路幕張本郷松波線（幕張町地区）の整備【新規】 道路計画課 

地域交通の利便性と安全性を確保するため、道路の整備の検討を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

調査・設計 ― 調査・設計 調査・設計 

 

2. 環状道路の整備 
 

● 都市計画道路磯辺茂呂町線（園生町地区）の整備 街路建設課 

千葉都心部への通過交通の流入抑制による交通渋滞の緩和を図るため、環状道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
24,607 ㎡ 

（取得率 44%） 
4,422 ㎡ 

29,029 ㎡ 

（取得率 52％） 

道路環境影響調査及び 

将来交通量推計 
― 実施 完了 

 

● 都市計画道路塩田町誉田町線（塩田町地区）の整備 街路建設課 

蘇我副都心と千葉東南部とのアクセス強化とともに千葉都心部への通過交通の流入抑制による交通渋滞

の緩和を図るため、地域高規格道路※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 

用地取得 
14,214 ㎡ 

（取得率 42%） 
9,644 ㎡ 

23,858 ㎡ 

（取得率 71%） 
 

3. 都市内幹線道路ネットワークの整備 
 

● 都市計画道路南町宮崎町線沿道地区の整備 街路建設課 

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
10,143 ㎡ 

（取得率 99%） 
63 ㎡ 完了 

道路整備 250m 350m 供用開始 
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● 市道誉田町平山町線の整備 道路建設課 

大宮インターチェンジへのアクセス強化や歩行者の安全確保を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路整備 580m 420m 供用開始 

  

● 市道横戸町 23号線の整備 道路建設課 

交通の円滑化と歩行者の安全確保を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
2,648 ㎡ 

（取得率 79%） 
701 ㎡ 完了 

道路整備 279m 201m 供用開始 
 

4. 拠点アクセス道路の整備 
 

● 都市計画道路美浜長作町線（長作町地区）の整備（県事業負担金） 街路建設課 

周辺都市との連携強化及び交通の円滑化を図るため、道路の整備を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
1,540 ㎡ 

（取得率 12%） 
2,250 ㎡ 

3,790 ㎡ 

（取得率 30%） 
 

● 都市計画道路誉田駅前線の整備 街路建設課 

ＪＲ誉田駅へのアクセス強化や歩行者の安全確保を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
3,305 ㎡ 

（取得率 33%） 
1,643 ㎡ 

4,948 ㎡ 

（取得率 49%） 
 

● 市道若松町金親町線（千城台東地区）の整備 道路建設課 

地域間の連絡強化及び交通の円滑化を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

調査・設計 調査・設計 詳細設計等 完了 

用地取得 
2,104 ㎡ 

（取得率 37%） 
275 ㎡ 

2,379 ㎡ 

（取得率 42%） 
 

5. ボトルネックの改善 
 

● 県道幕張八千代線（実籾 4号踏切）の整備（県事業負担金） 街路建設課 

地域交通の利便性と安全性を確保するため、道路の整備を促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

道路整備 2 車線暫定供用 実施 実施 
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● 市道中央星久喜町線（亥鼻地区）の整備 道路建設課 

交通の円滑化と歩行者の安全確保を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得（千葉大前区間） ― 3,894 ㎡ 完了 

道路整備（千葉大前区間） ― 820m 供用開始 

 

■ 市道幕張 215号線（花立踏切）の整備 街路建設課 

踏切除却事業の方向性を見極め、周辺道路を含めて必要な安全対策を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

安全対策の実施 ― 実施 実施 

 

6. 道路ネットワークの再構築 
 

● 道路の計画調査 道路計画課 

効率的かつ効果的に道路整備を行うため、幹線道路網の整備計画や渋滞対策プログラムを策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

幹線道路網整備計画の策定 検討 策定 策定 

渋滞対策プログラムの策定 調査 策定 策定 
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４-３-３  人にやさしい移動環境の創出 

 

 施策の展開   

 ノーマライゼーション※の理念やユニバーサルデザイン※の考え方のもと、高齢者や障害のある人だけで

なく、誰もが安全に安心して、いきいきとした暮らしを享受することのできる都市づくりの実現が必要

です。 

 高齢者や障害のある人など、全ての人の移動の円滑化を図るため、鉄道駅から主要施設までの経路など、

まちなかの連続的なバリアフリー整備を進めるとともに、様々な主体と連携しながら新たなバリアフリー

基本構想を策定します。 

 東京 2020大会では外国人も含めた多くの観光客が訪れることから、

競技会場までのルートにおいて、アクセシビリティ※に配慮した動線

の整備を行います。 

 環境にやさしく、健康にも良い自転車を楽しく安全に自発的に利用

する千葉市らしい生活スタイルの実現に向け、イベントの実施や自

転車利用促進のための啓発など、自転車を活用したまちづくりを進

めます。 
               

 計画事業   

 

1．バリアフリー化の推進 
 

● 新たなバリアフリー基本構想の策定 交通政策課 

高齢者や障害のある人など、全ての人の移動の円滑化を図るため、バリアフリー基本構想を策定します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

新たなバリアフリー基本構
想策定 

― 策定 策定 

特定事業計画の策定促進 道路特定事業計画策定 実施 実施 

 

● 鉄道駅バリアフリー化の推進 交通政策課 

鉄道駅を安全・安心に利用できるバリアフリー環境を整備するため、段差解消や多機能トイレの設置を促

進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

段差解消施設の整備 27 駅 1 駅増 28 駅 

多機能トイレの設置 21 駅 6 駅増 27 駅 

内方線付点状ブロック※設置 19 駅 3 駅増 22 駅 

 

● モノレール駅トイレの改良 交通政策課 

多くの利用者が使いやすい駅とするため、モノレール駅トイレの洋式化を進めます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

トイレの洋式化 7 駅 3 駅 10 駅 

 

  

バリアフリー化された歩道 
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● 東京 2020大会に向けたバリアフリー化の推進 土木保全課 

東京 2020 大会の競技会場都市として、多くの来訪者の受入にふさわしい環境を整備するため、駅前広場
やアクセスルート等のバリアフリー化を推進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

ＪＲ海浜幕張駅駅前広場の 
バリアフリー整備 

設計 工事 完了 

アクセスルート等の 
バリアフリー整備 

歩道の段差解消 2 か所 8 か所 10 か所 

視覚障害者誘導用 
ブロック  0.8km 

1.8km 2.6km 

 

● 歩道の改良 土木保全課 

歩行者等の安全確保を図るため、歩道の段差解消など、歩道のバリアフリー化を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

バリアフリー整備 
段差解消 1,169 箇所 62 か所 1,231 か所 

視覚障害者誘導用 
ブロック  71.2km 

8.4km 79.6km 

歩道の再整備 実施 継続 実施 

 

● 市道天戸町横戸町線の整備 道路建設課 

歩行者等の安全確保及び交通の円滑化を図るため、道路を整備します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
3,838 ㎡ 

（取得率 95%） 
198 ㎡ 完了 

道路整備 ― 980m 供用開始 

 

● 主要地方道千葉大網線（土気駅北口）の整備 道路建設課 

歩行者の安全確保及び慢性的な渋滞緩和を図るため、歩道の整備及び交差点の改良を行います。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

用地取得 
1,288 ㎡ 

（取得率 56%） 
554 ㎡ 

1,842 ㎡ 
（取得率 80%） 

2．自転車を活用したまちづくり 
 

● 自転車を活用したまちづくりの推進    自転車政策課 

自転車を活用したまちづくりを推進するため、市民や企業等による自転車利用促進や安全利用に関する自
主的な活動を支援するとともに、タンデム自転車※乗車体験などの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 

意識の醸成 

イベント 2 回/年 継続 イベント 2 回/年 

自転車リーダー 

育成講習会 1 回/年 

自転車リーダー 

育成講習会 1 回増 

自転車リーダー 

育成講習会 2 回/年 

― 
タンデム自転車 

乗車体験 1 回/年 

タンデム自転車 

乗車体験 1 回/年 

啓発リーフレット作成 実施 実施 

市民活動支援 ― 10 件 10 件  

自転車を活用したまちづくり

推進計画策定 
策定 次期計画策定 次期計画策定 
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■ シェアサイクル※の促進   【新規】 国家戦略特区推進課、交通政策課、自転車政策課 

移動の利便性と回遊性の向上を図るとともに、公共交通を代替・補完する新たな交通サービスを確立する

ため、シェアサイクルを促進します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

シェアサイクルの実用化 実証実験の実施 
実証実験の実施 

本格実施 
本格実施 

 

  



 

117 

 
４-３-４  ＩＣＴを活かした利便性の向上 

 

 施策の展開   

 人口減少や少子高齢化など人口動態の変化や、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応し、市民サ

ービスの向上や行政の効率化を図るため、ＩＣＴを活用した最先端の行政を目指しています。 

 ＩＣＴによる市民サービスの向上を図

るため、公共基準点※の情報も閲覧でき

るようシステムの改修や行政データの

効果的なオープンデータ※化などを推

進します。また、市民からのコンタク

トを待つのではなく、市民に合った必

要な情報をプッシュ型※で届けるサー

ビスを構築します。 

 日常的に使用する庁内システムについ

ては、運用の効率化や行政コストの縮

減を図るため、システムの更新に併せ、

クラウドサービスの活用や個別に管理

されている情報インフラの統合を進め

ます。 
        

 計画事業   

1. ＩＣＴ活用による市民サービスの向上 
 

● 千葉市認定道路網図システムの高度化 路政課 

市民サービスの向上を図るため、インターネット上において道路情報を閲覧できるシステムの改修を行い
ます。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

システム更新 
道路工事情報公開に 
向けたシステムの改修 

実施 公共基準点の情報公開 

 

■ オープンデータの推進・ビッグデータ※の活用    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 

 

● 「あなたにお知らせサービス」の導入 業務改革推進課 

様々な行政情報やサービスについて、市民自らが市に確認・問合せ等しなくてすむよう、市民に合った必
要な情報を個別にお知らせするサービスを開始します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

「あなたにお知らせサービス」
の導入 

仕様検討 
総務省実証事業参加 

市民向けポータル構築 運用開始 
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2. 業務の効率化とコスト縮減 
 

● 建設工事の生産性向上【新規】 技術管理課 

電子納品やＩＣＴ活用工事に対応するため、検査機器を導入します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

電子納品、ＩＣＴ活用工事に

対応する検査機器の導入 
― 導入 完了 

 

● 戸籍情報システム等の更新 区政推進課 

システム運用の効率化やコスト削減を図るため、戸籍情報システム、住民基本台帳ネットワークシステム

等の機器更新を行うとともに、集約化を図ります。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

戸籍情報システム ― 
機器更新 

データセンターの利用 
運用開始 

住民基本台帳ネットワーク

システム 
― 

機器更新 

データセンターの利用 
運用開始 

法務省連携システム ― 機器更新 運用開始 

 

● 庁内ネットワークシステム等の更新 情報システム課 

ＩＣＴを活用した行政事務の効率化と市民サービスの向上を図るため、庁内の情報通信基盤を更新します。 

取組項目 29 年度末現況 計画内容 32 年度末目標 

庁内ネットワークシステム

の更新 
整備計画策定 更新 運用開始 

サーバ集約に伴う工事 ― 実施 完了 

 

● 
次世代ちばレポ※「ＭｙＣｉｔｙＲｅｐｏｒｔ」の導入・運用 

【再掲】 
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 

 

 

  


