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平成26年度 千葉市の主要プロジェクト

１０年後、２０年後の千葉市の
まちづくりについては、
千葉市新基本計画（概要版）をご覧ください。

千葉市のプロジェクトの最新情報はこちら！
随時更新中！

「千葉市の主要プロジェクト」は
バックナンバーも含め
市ホームページで公開中！
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検索千葉市新基本計画

検索千葉市の主要プロジェクト

検索千葉市プロジェクト紹介

千葉市新基本計画［概要版］

これからのまちづくり

Q&A

千 葉 市

１０年後、２０年後の未来を見据えて、
千葉市は様々な取組みやプロジェクトを行っています。
住みやすく、魅力と活力にあふれた千葉市へ。

未来へつなぐ、まちづくりを進めます。
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古紙配合率100％再生紙を
使用しています。
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ますます魅力発出！
～千葉市の「海」と「緑」～

夏の風物詩として親しまれている
市民花火大会。スウィーツめぐり
など、日中から楽しめるイベントも

実施しています。花火と音楽の共演など
趣向をこらしています。

海辺の活性化が本格始動！千葉市の海辺がここから生まれ変わります。海が
見えるレストランや音楽堂、集会施設等を整備し、平成27年度にオープン予
定です。また、マルシェ（千葉県農産品販売フェア）やマリンスポーツ体験な
どが楽しめる検見川ビーチフェスタを開催し、検見川地区を元気にします！

30年前に市民参加で植えた6万本のクロ
マツの苗木が大きく育ち、立派な松原に
なりました。海を感じながら散策路を散
歩してみませんか。

平成27年度末供用開始をめざし、旅客船桟橋とターミナル施設の整備を進め
ています。毎年、千葉港と伊豆大島を結ぶ高速ジェット船や工場夜景クルー
ズなどの試験運航を行っています。

北総台地がつくりだす起伏に富んだ地形
をいかした園内では、四季を通じてさま
ざまな自然の風景が楽しめます。また、
野草や野鳥が見頃となる季節の日曜日に
ボランティアガイドを実施しています。
（午前10時～ 12時、午後１時～３時の
1日２回実施）

里山の有する多面的機能を維持増進し、
市民の森林に対する理解と関心を深める
ため、4か所の里山地区を指定していま
す。里山の保全には森林ボランティアの
協力をいただいています。

農業の振興を図るため、優良種苗の生産・
供給を行っているほか、土壌分析や野菜・
花等の栽培試験を行い、農家への営農指
導を行っています。

都市部と農村部の交流を目的として設置。
若葉区富田町・下田町・中田町の3カ所
にあります。富田は季節ごとの花や野菜
の収穫体験、下田は農産物直売所やレス
トラン、中田は市民農園と野バラ園、な
どを楽しむことができ、各センターで農
業の魅力に触れることができます。

❶幕張ビーチ花火フェスタ

❹旅客船桟橋・ターミナル施設の整備

❷検見川地区の活性化 ❸磯の松原散策路整備

千葉市の原風景であり、さまざまな生き
物が生息、生育する谷津田の自然を次代
を担う子どもたちに引き継ぐため、保全
区域を指定して、市民の皆様の協力をいた
だきながら保全と活用を進めていきます。

（自然観察会のご案内）
日時：毎月第1、第3日曜日
　　　10時30分から12時まで
会場：大草谷津田いきものの里
　　　（若葉区大草町442）

❶谷津田の保全と活用

11昭和の森
　ユースホステルとキャンプ場のリニューアル

10泉自然公園
　‘カントリーサイドリゾート’

❾農政センター❷おぐらの森
❸いずみの森
❹ひらかの森
❺おおじの森（平成25年3月指定）

都市農業交流センター（❻下田  ❼中田  ❽富田）

日本最長の人工海浜や豊かな緑（田園部）など、魅力的な自然環境等を
活かし、海が見えるレストランや旅客船桟橋の整備、楽しいイベントを
企画しています。千葉市の「海」や「緑（田園）」の魅力を体験してみませんか。

農園の場所など詳しくは
検索ちばしの農業

大草谷津田いきものの里

鳥の池

昭和の森おおじの森 イチゴの栽培試験

平成25年のフェスタ 地区イメージ

レストランイメージ

検見川ビーチフェスタ 磯の松原

イメージ

※一部事業については、工事期間中、供用できない場合があります。

高速ジェット船

下田：センター内農産物直売所

中田：センター内市民農園富田：センター内芝桜

都市
農業交流
センター

里山の
保全

谷津田

観光農園
千葉市にはいちごやブルーベリーなど農作物の収穫
体験ができる26の観光農園があります。お気に入
りの観光農園を見つけて、“自分の手でとれば、もっ
とおいしい！楽しい”

市民農園
市民農園を利用すれば、気軽に農業体験が楽しめ
ます。美浜区を除く各区に市民農園がありますの
で、ぜひご利用ください（別途申込要）。自分で作っ
た農作物の味は格別ですよ。

海浜幕張
地区

泉谷公園の「ほたる生態園」では、ホタル
の人工飼育を行っており、6月初旬頃が
見頃となります。昭和の森では、野生の
ホタルに出会うことができ、6月に観察
会を実施しています。

良好な自然環境が残されており、四季を
通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多く
の種類の植物や生き物が楽しめます。
今後、公園の魅力をさらに高めるため、
公園内のユースホステル跡施設やキャン
プ場を改修し、各種イベントを展開しま
す。ユースホステル跡施設には、気軽に
軽飲食が楽しめるカフェ＆レストラン、
ランニングやサイクリングの後に利用で
きるシャワー室ができます。オートキャ
ンプ場も誕生予定です。

❹

❺❻

❷ ❸
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湾岸千葉I.C

稲毛
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海海

いなげ・検見川・幕張の３つの人
工海浜の総延長（約4.3km）は日
本一です。検見川の浜は首都圏を
代表するウインドサーフィンの
メッカです。人工海浜からは、富士
山に沈む夕日（ダイヤモンド富士）
や、東京スカイツリーなどを背景
にした東京湾が一望できます。

〈ダイヤモンド富士〉
富士山の山頂と重なっ
た太陽がダイヤのように
美しく輝く自然現象で、
市内で見ることができ
る2月と10月の年2回、
鑑賞会などのキャンペー
ンを実施しています。

寒川神社の例祭行事。毎年8月20日に、
神輿は高張提灯に導かれ千葉ポートパー
クの砂浜に設けられた斎場に安置され、
お祓いを受けた後に、氏子青年会の担ぎ
手により威勢よく海に入ります。

❻寒川神社の御浜下り

寒川御浜下り

中央港
地区

花見川区

稲毛区美浜区

中央区

若葉区

緑区

緑 いちご

千葉市の観光農園の主な果物・野菜

梨 ぶどう ブルーベリー さつまいも

動物公園

金光院 御茶屋御殿跡

稲毛民間航空記念館

三陽メディア
フラワーミュージアム
（花の美術館）

稲毛海浜公園
プール

加曽利貝塚

江戸時代に、徳川家康による鷹狩りのため
に作られた街道です。街道沿いには、徳川
家にまつわる社寺（金光院など）や屋敷跡
（御茶屋御殿など）をはじめ、伝統の和菓
子店などもあります。

国特別史跡指定を目指しています。

御成街道

ヨットハーバー
海洋思想の普及と市民の皆様
が海に親しめるよう、各種イベ
ント・教室（海洋思想・ヨット入
門コース・ジュニアヨット教室
など）を開催しています。

幕張の浜

美浜大橋

❶

花見川
サイクリングコース

駐車場の設置
海辺をより身近に感じること
ができるよう、駐車場（20台
分）を設置します。駐車場近
接の美浜大橋から見る海の
景色は最高！

千葉ポートパーク

埋め立て前の稲毛の海では新月の夜、カ
ンテラのあかりで魚を獲る遊びの漁、「夜
とぼし漁」が行われていました。そのよう
な稲毛の原風景を伝えるため、かつての
「夜灯（よとぼし）」の光景を稲毛のまち
に再現し、まちを照らし、人を照らし、暮
らす人々のつながりを大切に育てていき
たいと考え、開催しています。

稲毛あかり祭り夜灯（稲毛公園他）

稲毛あかり祭り夜灯

トピック

ホタルの観察
トピック

千葉ポートパークを会場に千葉県の味覚
や物産などを一堂に体験できるイベント
を実施、賑わいを創出します。

❺千葉湊大漁まつり

まつりの風景

ポート
パーク

千葉ロッテマリーンズのホーム
グラウンド。メジャーリーグ級の
スタジアムで、観客席のどの位
置からもグラウンドの全景が見
渡せるようになっています。

QVCマリンフィールド

幕張海浜公園

花見川サイクリングコースのスタート
地点として自転車の貸出を行っていま
す。ヨットやウィンドサーフィンが帆走
する東京湾や自然豊かな花見川を望
みながらサイクリングを楽しめます。

サイクリングセンター

稲毛記念館

ゲンジボタル

緑海



まちづくりの方向性 １
豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ

4 5

蘇我スポーツ公園の整備

緑と花のあふれる
まちづくりの推進

再生可能エネルギー等
導入の推進

ごみ減量・再資源化の推進

PM2.5 の測定・分析

蘇我スポーツ公園の整備
市民の皆様がスポーツを「する」「ふれあう」「観る」ための
公園として、また、災害時には防災拠点として活用される運
動公園を整備します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉公園建設課╱☎043-245-5781

●サッカー、ラグビーなどが行えるフクダ電子
フィールドの供用開始(平成26年4月)
●「第2多目的グラウンド（仮称）」・広場の整備

千葉市は、Ｊリーグ ジェフユナイテッド千
葉のホームタウンです。J1昇格に向けて
みんなで応援しましょう！

取組み内容 関連情報・トピック
●特徴ある動物展示の実現
●教育・普及活動の充実
●国際的動物園への脱皮
●集客力の向上
●持続可能な運営体制の構築

ポニーの乗馬体験や小動物とのふれあい
などができる「子どもゾーン」を整備す
るとともに、ライオンなどの肉食獣を新
たに導入します。動物の展示については、
「生息環境」と「地域」を組み合わせたテー
マで、生態や行動の特徴がわかりやすい
「特徴展示」や、同じ地域・環境で生息す
る動物を同時に見せる「複合展示」の手
法を取り入れていきます。

蘇我スポーツ公園整備イメージ図

緑と花のあふれる
まちづくりの推進
緑と花のあふれる
まちづくりの推進

生活の中で、身近に豊かな緑が感じられ、四季折々の花が
楽しめるような緑と花のあふれるまちづくりを進めています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉緑政課╱☎043-245-5775

●花いっぱい地域活動の推進
　地域で花壇づくりに取り組んでいる団体
に対し、花苗や種子を助成。

●緑と花の人材育成と活動拠点づくりの推進
　・緑と花の地域リーダー養成
　・花とひとのネットワークづくり
●緑と花のコンテストの実施
　・花壇コンクール
　・コンテナガーデンコンテスト
●市の花オオガハスの系統保存
●中心市街地の緑化の推進
　屋上や壁面の緑化に要する費用の一部を
助成（上限50万円）

平成24年より、市の花「オオガハス」の
系統保存を行っており、貴重な財産を将
来にわたり、絶やすことなく、後世に引
き継いでいきます。

千葉公園の「オオガハス」

動物公園リスタート構想の
推進
動物公園リスタート構想の
推進

「市民に身近な動物園」「都市の活性化につなげる集客観光施
設」として、来園者の皆様が動物を通して遊びながら学べ、
満足いただける施設として生まれ変わります。

〈担当課〉動物公園╱☎043-252-7566

年間来園者100万人を目指し「来てよかった、また来よう」と感じられる動物園に生まれ変わります。

肉食獣の導入（ライオン）

ココに注目！

ココに注目！

ココに注目！

少年野球、ソフトボールなどが行える第2多目的グラウンドの整備に
着手します。

市民の皆様の参加により
まちなかに緑や花があふれ、
うるおいのある都市空間が
つくられていきます。

再生可能エネルギー等
導入の推進
再生可能エネルギー等
導入の推進

低炭素社会の実現を目指すため再生可能エネルギー等導入計
画（平成25年３月策定）に基づき、太陽光など再生可能エ
ネルギーなどの導入を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉環境保全課　温暖化対策室╱☎043-245-5199

●再生可能エネルギー利用設備設置費助成
住宅用太陽光発電設備　個人：700件、
マンション共用部:1件
太陽熱利用給湯システム　30件

●省エネ設備設置費助成　
家庭用燃料電池システム　等　593件

●土地・屋根貸しによる公共施設太陽光
発電設備導入の推進

●太陽光発電ビジネスマッチング事業による
発電設備の導入促進

助成の主な内容

（太陽光発電設備）
太陽電池最大出力値1kWあたり30,000
円、上限額3kW90,000円

（太陽熱利用給湯システム）
自然循環式は40,000円、強制循環式は
80,000円（１件あたり）　

（家庭用燃料電池システム）
100,000円（１件あたり）等７設備

太陽光発電設備（蘇我地区メガソーラー）

ココに注目！
住宅に太陽光発電設備を設置する市民への助成や土地・建物所有者と発電事業者とのマッチングを行うなど、
再生可能エネルギーの導入を進めます。また、家庭用燃料電池システム等の省エネ設備の導入を促進します。

ごみ減量・再資源化の推進ごみ減量・再資源化の推進
循環型社会の実現に向け、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
に基づく各種施策を実施し、さらなるごみの分別・再資源化
に向けた取り組みを推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉廃棄物対策課╱☎043-245-5067・収集業務課╱☎043-245-5246

●生ごみ等の減量・再資源化の推進
●ごみ減量のための「ちばルール」の推進
●３Ｒ教育・学習の推進
●古紙・布類の再資源化の推進
●ごみの分別・排出ルールの遵守・指導徹底

生ごみ減量機器購入費補助制度
減量処理機……上限 35,000円
　　　　　　　（税込販売価格の1/2）
肥料化容器……上限 4,000円
　　　　　　　（税込販売価格の2/3）
※いずれも100円未満切捨て　

段ボールコンポスト製作講習会
平成25年度　15回開催212人参加

ごみ分別スクール（小学校4年生対象）
平成25年度　114校8,523人参加

ごみ分別スクール

ココに注目！
ごみの減量・再資源化の推進のために、家庭用生ごみ減量処理機などの購入費の補助制度があります。また、市内公民館
などで段ボールコンポスト製作などの講習会を開催するほか、小学校4年生を対象に「ごみ分別スクール」を行います。

PM2.5 の測定・分析PM2.5 の測定・分析
PM2.5（微小粒子状物質）は、大気中を浮遊している粒径
2.5μm 以下の微粒子で、健康への影響が大きいと考えられ
ています。本市では、9 地点で常時監視を行っており、平成
25年度から成分の分析も行っています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉環境規制課╱☎043-245-5189

●測定（常時監視）　９地点
●成分分析　１地点

（環境基準）
年平均値　　15μ g/㎥以下　かつ
１日平均値　35μ g/㎥以下

PM2.5の大きさ概念図

ココに注目！

PM2.5の測定結果は、市ホームページで公表しています。
日平均値が70μg/㎥を超える恐れが生じた場合は、防災無線や
安全・安心メール等でお知らせします。
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蘇我スポーツ公園の整備

緑と花のあふれる
まちづくりの推進

再生可能エネルギー等
導入の推進

ごみ減量・再資源化の推進

PM2.5 の測定・分析

蘇我スポーツ公園の整備
市民の皆様がスポーツを「する」「ふれあう」「観る」ための
公園として、また、災害時には防災拠点として活用される運
動公園を整備します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉公園建設課╱☎043-245-5781

●サッカー、ラグビーなどが行えるフクダ電子
フィールドの供用開始(平成26年4月)
●「第2多目的グラウンド（仮称）」・広場の整備

千葉市は、Ｊリーグ ジェフユナイテッド千
葉のホームタウンです。J1昇格に向けて
みんなで応援しましょう！

取組み内容 関連情報・トピック
●特徴ある動物展示の実現
●教育・普及活動の充実
●国際的動物園への脱皮
●集客力の向上
●持続可能な運営体制の構築

ポニーの乗馬体験や小動物とのふれあい
などができる「子どもゾーン」を整備す
るとともに、ライオンなどの肉食獣を新
たに導入します。動物の展示については、
「生息環境」と「地域」を組み合わせたテー
マで、生態や行動の特徴がわかりやすい
「特徴展示」や、同じ地域・環境で生息す
る動物を同時に見せる「複合展示」の手
法を取り入れていきます。

蘇我スポーツ公園整備イメージ図

緑と花のあふれる
まちづくりの推進
緑と花のあふれる
まちづくりの推進

生活の中で、身近に豊かな緑が感じられ、四季折々の花が
楽しめるような緑と花のあふれるまちづくりを進めています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉緑政課╱☎043-245-5775
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千葉公園の「オオガハス」

動物公園リスタート構想の
推進
動物公園リスタート構想の
推進

「市民に身近な動物園」「都市の活性化につなげる集客観光施
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肉食獣の導入（ライオン）

ココに注目！

ココに注目！

ココに注目！

少年野球、ソフトボールなどが行える第2多目的グラウンドの整備に
着手します。

市民の皆様の参加により
まちなかに緑や花があふれ、
うるおいのある都市空間が
つくられていきます。

再生可能エネルギー等
導入の推進
再生可能エネルギー等
導入の推進
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ネルギーなどの導入を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック
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太陽光発電設備（蘇我地区メガソーラー）

ココに注目！
住宅に太陽光発電設備を設置する市民への助成や土地・建物所有者と発電事業者とのマッチングを行うなど、
再生可能エネルギーの導入を進めます。また、家庭用燃料電池システム等の省エネ設備の導入を促進します。

ごみ減量・再資源化の推進ごみ減量・再資源化の推進
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減量処理機……上限 35,000円
　　　　　　　（税込販売価格の1/2）
肥料化容器……上限 4,000円
　　　　　　　（税込販売価格の2/3）
※いずれも100円未満切捨て　

段ボールコンポスト製作講習会
平成25年度　15回開催212人参加

ごみ分別スクール（小学校4年生対象）
平成25年度　114校8,523人参加

ごみ分別スクール
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ごみの減量・再資源化の推進のために、家庭用生ごみ減量処理機などの購入費の補助制度があります。また、市内公民館
などで段ボールコンポスト製作などの講習会を開催するほか、小学校4年生を対象に「ごみ分別スクール」を行います。

PM2.5 の測定・分析PM2.5 の測定・分析
PM2.5（微小粒子状物質）は、大気中を浮遊している粒径
2.5μm 以下の微粒子で、健康への影響が大きいと考えられ
ています。本市では、9 地点で常時監視を行っており、平成
25年度から成分の分析も行っています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉環境規制課╱☎043-245-5189

●測定（常時監視）　９地点
●成分分析　１地点

（環境基準）
年平均値　　15μ g/㎥以下　かつ
１日平均値　35μ g/㎥以下

PM2.5の大きさ概念図

ココに注目！

PM2.5の測定結果は、市ホームページで公表しています。
日平均値が70μg/㎥を超える恐れが生じた場合は、防災無線や
安全・安心メール等でお知らせします。
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救急医療とがん診療の強化救急医療とがん診療の強化 良質な医療を提供するため、青葉（救急医療）・海浜病院（がん
診療）において計画的に施設や高度医療機器を整備します。

取組み内容

関連情報・トピック

〈担当課〉病院局経営企画課╱☎043-245-5744

●救急棟の整備（青葉病院）
●手術室の増設（海浜病院）

●青葉病院では、市消防局の救急搬送による
受入患者数が市内の医療機関で１位となっ
ています。
●海浜病院では、平成26年4月から最新鋭
の機器を使用したがん放射線治療を開始し
ます。

取組み内容
●保育所の整備　6か所
●認定こども園の整備・移行支援　9か所
●認可外保育施設の認可化支援　16か所
●先取りプロジェクト認定保育施設　25か所
　保育ルーム　46か所
●小規模保育事業の整備　6か所
●多様な保育需要への対応（一時預かり、
　特定保育、病児・病後児保育、休日保育、
障害児保育及び延長保育の拡充）

●保育士等の確保　潜在保育士再就職支援
の実施等

ココに注目！

健康づくりの推進健康づくりの推進
疾病の予防や早期発見・早期治療を図るため、食生活の改善
や運動習慣の定着、心の健康づくり、各種健診の推進など、
市民や関係団体と市が一体となった健康づくりを進めます。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉健康企画課╱☎043-245-5204・健康支援課╱☎043-238-9968

●健やか未来都市ちばプランの推進
●第2次千葉市食育推進計画の推進
●がん検診の推進
●健康づくりの取り組みに対する支援制度

体育の日から始まる１週間は「市民健康づく
り週間」です。「市民健康づくり大会」を開
催するほか、健康づくりに関するイベントの
開催や施設の無料開放などを行っています。

関連情報・トピック
平成27年度から、幼児期の学校教育・保
育、地域の子ども・子育て支援を総合的
に進める「子ども・子育て支援新制度」
が施行します。待機児童の解消を図るとと
もに、質の高い幼児期の学校教育・保育を
総合的に提供できる仕組みを創ります。

市民健康づくり大会

ココに注目！

子どもルームの拡充子どもルームの拡充 放課後児童の健全育成を図るため、子どもルームの運営・施
設整備を行います。

取組み内容

〈担当課〉健全育成課╱☎043-245-5177

●子どもルームの施設改善

取組み内容
●子どもの通院医療費助成の拡充（助成対象を小3から中3までに拡大）
●子育てリラックス館の増設（1か所増）　　
●子育て支援コンシェルジュの配置（全区配置）
●父親の育児参加の推進

関連情報・トピック
開 設 日：日曜日、祝日及び年末年始を除く日
開設時間：
　〈通常授業日〉午後1時から午後6時まで（午後7時まで延長あり）
　〈土 　曜　 日〉午前8時30分から午後4時30分まで
　〈長期休業期間〉午前8時から午後6時まで（午後7時まで延長あり） 子どもルーム

ココに注目！

放課後、子どもたちが楽しく、安心して過ごせるよう、123か所のルームを運営しています。

子育て支援の充実子育て支援の充実 安心してこどもを産み、育てやすい環境をつくるため、子育
て家庭への支援を充実します。

子育てリラックス館

介護予防と
生きがいづくりの推進
介護予防と
生きがいづくりの推進

高齢者が健康で自立した生活を続けられるよう、生きがいづ
くりや介護予防への取組み「いきいきあんしんプログラム」
を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉介護保険課╱☎043-245-5064・高齢福祉課╱☎043-245-5168・健康支援課╱☎043-238-9926

●介護支援ボランティア制度
●介護予防に関する教室や相談等の開催
　（元気アップ教室、脳の健康教室など）

●介護支援ボランティア制度について、平
成26年度から対象とするボランティア
活動を拡大します。
●元気アップ教室では、ストレッチ・バラ
ンス運動・筋力向上運動のほか、口腔ケ
ア・栄養改善のアドバイス等を行ってい
ます。

元気アップ教室
ココに注目！

〈担当課〉こども企画課／☎043-245-5178・保育支援課╱☎043-245-5105・健康支援課╱☎043-238-9925

ココに注目！

質の高い多様な
保育サービスの提供
質の高い多様な
保育サービスの提供

待機児童の解消や働き方の多様化などに対応するため、利用
者のニーズを踏まえた、質の高い保育サービスを拡充します。

〈担当課〉保育支援課╱☎043-245-5105・保育運営課╱☎043-245-5729・
 こども企画課╱☎043-245-5176

ココに注目！

・青葉病院に救急棟を整備し、救急
患者の受入体制の強化を図り、可
能な限り入院が必要な救急患者を
受け入れます。
・海浜病院に整備したリニアック（が
ん放射線治療装置）に加え、手術室
を増設し、抗がん剤と組み合わせた
がん診療体制をさらに強化し、より
多くのがん患者の治療を行います。

・子育て支援サービスに関する情報提供や相談を総合的に行う子育て支援コンシェ
ルジュを全区役所に配置
・「男性が子育てして楽しいまち」を目指すためNPOとの協働により男性の育児参
加を促進するイクメンイベントや講座などを開催するとともに、土・日曜日に、父
親及び母親を対象に開催する両親学級の開催日を拡充します。（年13回実施）

・介護支援ボランティア制度は市内の指定された介護保険施設等でボランティア活動を行うことでポイントが得られ、介護保険
料や利用料等に交換できます。
・保健福祉センターやいきいきプラザなどで介護予防に関する教室や相談を実施しています。

より質の高い子育て･保育サービスを拡充することで、子どもたちの健やか
な育ちと、保護者の安心･安全な子育て、仕事と子育ての両立を支援する環
境を整えます。

・市民の健康づくりを推進することにより、疾病を予防し、健康寿命の延伸を
めざします。

・市民の「食」を大切にする心を育て、正しい知識の習得や健全な食生活を推進
することにより、心身の健康を増進するとともに、豊かな人間性を育みます。
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●第2次千葉市食育推進計画の推進
●がん検診の推進
●健康づくりの取り組みに対する支援制度

体育の日から始まる１週間は「市民健康づく
り週間」です。「市民健康づくり大会」を開
催するほか、健康づくりに関するイベントの
開催や施設の無料開放などを行っています。

関連情報・トピック
平成27年度から、幼児期の学校教育・保
育、地域の子ども・子育て支援を総合的
に進める「子ども・子育て支援新制度」
が施行します。待機児童の解消を図るとと
もに、質の高い幼児期の学校教育・保育を
総合的に提供できる仕組みを創ります。

市民健康づくり大会

ココに注目！

子どもルームの拡充子どもルームの拡充 放課後児童の健全育成を図るため、子どもルームの運営・施
設整備を行います。

取組み内容

〈担当課〉健全育成課╱☎043-245-5177

●子どもルームの施設改善

取組み内容
●子どもの通院医療費助成の拡充（助成対象を小3から中3までに拡大）
●子育てリラックス館の増設（1か所増）　　
●子育て支援コンシェルジュの配置（全区配置）
●父親の育児参加の推進

関連情報・トピック
開 設 日：日曜日、祝日及び年末年始を除く日
開設時間：
　〈通常授業日〉午後1時から午後6時まで（午後7時まで延長あり）
　〈土 　曜　 日〉午前8時30分から午後4時30分まで
　〈長期休業期間〉午前8時から午後6時まで（午後7時まで延長あり） 子どもルーム

ココに注目！

放課後、子どもたちが楽しく、安心して過ごせるよう、123か所のルームを運営しています。

子育て支援の充実子育て支援の充実 安心してこどもを産み、育てやすい環境をつくるため、子育
て家庭への支援を充実します。

子育てリラックス館

介護予防と
生きがいづくりの推進
介護予防と
生きがいづくりの推進

高齢者が健康で自立した生活を続けられるよう、生きがいづ
くりや介護予防への取組み「いきいきあんしんプログラム」
を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉介護保険課╱☎043-245-5064・高齢福祉課╱☎043-245-5168・健康支援課╱☎043-238-9926

●介護支援ボランティア制度
●介護予防に関する教室や相談等の開催
　（元気アップ教室、脳の健康教室など）

●介護支援ボランティア制度について、平
成26年度から対象とするボランティア
活動を拡大します。
●元気アップ教室では、ストレッチ・バラ
ンス運動・筋力向上運動のほか、口腔ケ
ア・栄養改善のアドバイス等を行ってい
ます。

元気アップ教室
ココに注目！

〈担当課〉こども企画課／☎043-245-5178・保育支援課╱☎043-245-5105・健康支援課╱☎043-238-9925

ココに注目！

質の高い多様な
保育サービスの提供
質の高い多様な
保育サービスの提供

待機児童の解消や働き方の多様化などに対応するため、利用
者のニーズを踏まえた、質の高い保育サービスを拡充します。

〈担当課〉保育支援課╱☎043-245-5105・保育運営課╱☎043-245-5729・
 こども企画課╱☎043-245-5176

ココに注目！

・青葉病院に救急棟を整備し、救急
患者の受入体制の強化を図り、可
能な限り入院が必要な救急患者を
受け入れます。
・海浜病院に整備したリニアック（が
ん放射線治療装置）に加え、手術室
を増設し、抗がん剤と組み合わせた
がん診療体制をさらに強化し、より
多くのがん患者の治療を行います。

・子育て支援サービスに関する情報提供や相談を総合的に行う子育て支援コンシェ
ルジュを全区役所に配置
・「男性が子育てして楽しいまち」を目指すためNPOとの協働により男性の育児参
加を促進するイクメンイベントや講座などを開催するとともに、土・日曜日に、父
親及び母親を対象に開催する両親学級の開催日を拡充します。（年13回実施）

・介護支援ボランティア制度は市内の指定された介護保険施設等でボランティア活動を行うことでポイントが得られ、介護保険
料や利用料等に交換できます。
・保健福祉センターやいきいきプラザなどで介護予防に関する教室や相談を実施しています。

より質の高い子育て･保育サービスを拡充することで、子どもたちの健やか
な育ちと、保護者の安心･安全な子育て、仕事と子育ての両立を支援する環
境を整えます。

・市民の健康づくりを推進することにより、疾病を予防し、健康寿命の延伸を
めざします。

・市民の「食」を大切にする心を育て、正しい知識の習得や健全な食生活を推進
することにより、心身の健康を増進するとともに、豊かな人間性を育みます。



取組み内容
●高齢者福祉施設の整備助成（特別養護老人ホーム等）
●介護人材の確保・定着（介護職員初任者研修受講者支援 100名）

介護保険サービスの充実介護保険サービスの充実
介護サービスの基盤の充実及び質の向上を図るため、高齢者
福祉施設等の整備や介護人材の確保・定着に向けた取組みを
進めます。

特別養護老人ホーム

〈担当課〉高齢施設課╱☎043-245-5256・介護保険課╱☎043-245-5064

ココに注目！

・入所希望者の多い地区に特別養護老人ホーム等を整備するほか、定期巡回・随時
対応サービスや複合型サービス事業所を整備します。
・介護職員初任者研修又はヘルパー2級研修修了後、一定期間市内の介護施設等で
就労した方に受講料等の一部を助成します。
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●認知症高齢者
　全国に推計462万人（平成25年6月）
●65歳以上の高齢者の４人に１人が、認知症またはその予備
軍

「認知症初期集中支援チーム」
の設置
「認知症初期集中支援チーム」
の設置

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地
域で暮らし続けるために、早期診断・早期対応に向けた「認知症初
期集中支援チーム」を設置し、認知症の方やその家族を支援します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉高齢福祉課╱☎043-245-5166

専門職の支援チームが認知症の方の自宅を訪問し、必要な情
報の提供や本人、家族への助言など初期の支援を包括的・集
中的に行い、自立生活をサポートします。

ココに注目！

早期に適切な支援を受ければ、住み慣れた地域で、いきいきと暮らし続けることができます。

障害のある人への支援の
充実
障害のある人への支援の
充実

障害のある人の地域での自立した生活や社会参加を促進する
ため、生活や活動の場の確保、就労支援を進めます。

〈担当課〉障害企画課╱☎043-245-5174・障害者自立支援課╱☎043-245-5175

取組み内容 関連情報・トピック
●グループホームの新築（2か所）・改修（1か所）、開設経
費等補助

●障害者の職場実習の実施
●第3次千葉市障害者計画及び第4期千葉市障害福祉計画の
策定

●障害福祉サービス事業所の開設支援

●職場実習の利用予定者数　12人
●障害福祉サービス事業を起業するための講座の開催 全５回

ココに注目！

障害福祉サービスの計画的な整備を推進するとともに、新たに障害者の職場実習を実施し、障害のある人の地域生活へ
の定着と支援の充実を図ります。
また、障害者のための施策に関する基本的な計画及び障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画（計画期間：
平成27年度～29年度）を策定します。



まちづくりの方向性 ３
豊かな心が育ち、
新たな価値が生まれるまちへ

校舎・屋内運動場の耐震補強校舎・屋内運動場の耐震補強
地震などの災害時において、児童生徒の安全を確保するとと
もに、地域住民の避難所としても使用できるようにするため、
学校施設の耐震化を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉学校施設課╱☎043-245-5921

●校舎の耐震補強
●屋内運動場の耐震補強

●平成25年度までに耐震補強対象となる
校舎129校のうち92校、屋内運動場 
119校のうち104校の耐震化を完了

市では、平成26年度までの耐震化完了を目標に、学校施設の耐震化に
積極的に取り組んでいます。

こてはし学校給食センターの
整備
こてはし学校給食センターの
整備

安全安心で魅力ある学校給食を提供するため、こてはし学校
給食センターの再整備を行います。

〈担当課〉保健体育課╱☎043-245-5942

平成29年度から、花見川区に所在する中学校を中心に、給食を提供していきます。
また、民間事業者のノウハウ活用により、整備・運営コストの削減と高度な衛生管理への対応を目指します。
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ココに注目！

ココに注目！

〈担当課〉教育委員会企画課╱☎043-245-5908・学校施設課╱☎043-245-5921

新宿小学校の過大規模校化への対応として、平成26年４月に、新宿中学校敷地内において、新宿小学校分教室が
スタートしました。

ココに注目！

耐震補強工事後の校舎

学校適正配置の推進学校適正配置の推進
児童生徒のよりよい教育環境を整備し、教育の質を充実する
ため、学校の統合などにより小・中学校の適正配置を推進し
ます。

取組み内容 関連情報・トピック
●美浜区幸町、若葉区千城台、花見川区花見川の各地区の地
元代表協議会による適正配置にかかる協議

●統合の対象となる校舎の大規模改造工事

工事対象校：幸町統合小学校（旧幸町第四小学校）
　　　　　　磯辺中学校
　　　　　　花見川第一中学校

取組み内容 関連情報・トピック
●民間資金やノウハウを活用した整備・運営（ＰＦＩ手法）
●実施方針公表、事業者の選定（平成26年度）

所在地：花見川区三角町782
敷地面積：6,196㎡
最大供給能力：8,000食／日



ココに注目！
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トップスポーツとの連携の
推進
トップスポーツとの連携の
推進

千葉市ゆかりのトップスポーツチームやトップアスリートの
情報発信、市民とトップスポーツとのふれあいの機会の提供
など、トップスポーツとの連携を推進します。

〈担当課〉スポーツ振興課╱☎043-245-5966

千葉ロッテマリーンズやジェフユナイテッド千葉などのプロスポーツチームをはじめ、
全国トップレベルのスポーツチームやアスリートが多く活躍しています。
みんなで地元ゆかりのトップスポーツチームやアスリートを応援しましょう。
「わたしたちのまちのトップスポーツ」ホームページ
http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/81-tokusyu-top.html

ココに注目！

コミュニティセンターの
移転・再整備
コミュニティセンターの
移転・再整備

老朽化したコミュニティセンターを移転し再整備します。
（蘇我コミュニティセンター、真砂コミュニティセンター）

障害者スポーツの推進障害者スポーツの推進
障害者スポーツへの関心と理解を深めるため、障害者がス
ポーツをする機会やトップクラスの大会を観戦する機会を充
実させます。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉スポーツ振興課╱☎043-245-5966

●初級障害者スポーツ指導員講習会の開催
●車椅子バスケットボール全国選抜大会の開催
支援（平成27年3月　千葉ポートアリーナ）
●千葉ポートアリーナの床養生設備の整備

平成26年度は、ウィルチェアーラグビー
日本選手権大会（12月）、車椅子バスケッ
トボール全国選抜大会（3月）が、それぞ
れ千葉ポートアリーナで開催されます。

パラリンピックでの活躍が期待できるトップクラスの選手のプレーを
ぜひ、観戦してください。

取組み内容 関連情報・トピック
●トップスポーツチームやトップアスリートの情報発信（市ホーム
ページ等）

●トップアスリートとの交流や、学校訪問などの社会貢献活動の支援

【トップスポーツとの交流（25年度）】
●千葉ジェッツバスケットボールクリニック（対象：小中学生）
●ニチレイレディス社会科見学（対象：小学生）
●NECグリーンロケッツタグラグビー体験会（対象：小学生）など

ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉市民総務課╱☎043-245-5156

●実施設計、改修工事（平成26～27年度） 移転に伴い諸室を拡充します。蘇我コミュニティセンター10室→16室
真砂コミュニティセンター10室→18室

平成26～ 27年度に実施設計及び改修工事を実施し、平成28年４月オープンを予定しています。
身近なスポーツ施設として体育館等を備えた施設に生まれ変わりますので、ぜひご利用ください。

メディア芸術の振興メディア芸術の振興
新しい若者の芸術文化に対する支援の取組みとして映像メ
ディアに着目し、「体験・学習」「人材育成」「普及啓発」を
３つの柱とする映像イベントを開催します。

取組み内容

〈担当課〉文化振興課╱☎043-245-5961

●子ども向け映像体験イベント
●クリエーター志望の若者を対象とした映像ワー
クショップ

●最新の映像メディアを活用した普及啓発イベント

今後は、将来の千葉文化を担う子どもや若者を中心に、誰でも気軽に映像メディアに親しみ自在に使いこなすことができるよう
環境を整えていきます。

ココに注目！

トップアスリートとの交流

車椅子バスケットボール

関連情報・トピック
【26年度実施予定イベント】
（実施時期、場所）
●子ども向け映像体験イベント
　（27年１月頃、きぼーる）

●映像ワークショップ
　（27年１月～２月、文化センター）
●メディアアート作品の上映
　（27年1月～2月、きぼーる他）

放課後子ども教室放課後子ども教室
子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進するため、地域の方々や保護者の参画のもと、
放課後に小学生を対象に様々な活動の機会を提供します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉生涯学習振興課╱☎043-245-5957

●小学校ごとに設置する実行委員会を中
心に、学校施設等を利用して、学習や
スポーツ・文化芸術活動、地域住民と
の交流活動などを実施

全ての市立小学校で実施し、年間を通じ
て、6,000人の子どもたちと5,000人
の地域の方々に参加いただいています。

地域のご協力のもと、子どもたちに、わくわく！どきどき！する素敵な体験を
プレゼントしています。

ココに注目！

松ケ丘小の放課後子ども教室より
（わくわくモーモースクール）

学力向上サポーター配置学力向上サポーター配置 学力向上サポーターを学校に配置し、児童生徒の学力向上を
目指します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉指導課╱☎043-245-5936

●学習支援が必要な児童生徒に対する授業時間中の個別指導等
●授業用の資料の準備や学習環境整備
●授業の進め方等への助言

学力向上サポーターの配置（平成25年度）
小学校…25校

主に基礎的・基本的な知識・技能等の定着を図り、千葉市全体としての学力向上を目指します。
児童生徒の一層の学力向上を図り、意欲的に学習に取り組む児童生徒がさらに増えるように努めます。

ココに注目！

こどもの参画こどもの参画
子どもの自覚と自立を促し、社会参画を推進するため、「こ
ども・若者の力（ちから）ワークショップ」などのモデル事
業を行っています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉こども企画課╱☎043-245-5673・指導課／☎043-245-5936

●こども・若者の力フォーラム、こども・
若者の力ワークショップ

●こどものまちＣＢＴ
●子どもの職場探検＆ランチミーティング
●こども・若者選挙
●子ども議会

「こども・若者の力フォーラム」は１年を通じ
「こどもの参画事業」に取り組んだ子どもたち
が、市長や専門家、会場にいる参加者などさ
まざまな立場の方を交え、子どもたちを取り
巻く課題についてディスカッションを行うプ
ログラムです。

まちづくりは未来づくりであり、その主役は未来を担う子どもたちです。子どもた
ちが市民としての自覚や責任を持ち、自分たちの “まち” の課題を見つけ出し、それ
を解決するためにまちづくりに参画していく取組みを進めています。

ココに注目！

こども・若者の力（ちから）フォーラム
（会場：きぼーる）

学習支援の一例

学校支援地域本部の創設学校支援地域本部の創設 学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子どもを育
てる体制を整備するため、学校支援地域本部を設置します。

〈担当課〉学事課╱☎043-245-5928

・学校支援活動により、学校教育が充実します。
・学校支援ボランティアによる学習支援のネットワークが広がり、地域の活性化につながります。

ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック
●小中学校各1校に地域教育協議会を設置
●地域教育課題等の解決や学校支援のあり方
について協議

●地域の住民や保護者等による学校支援ボラ
ンティア活動を実施

25年度に試行した磯辺小学校地区では、地域
のボランティア等により、まち探検の見守りや
昔遊びの伝授などの学習支援、図書室の本の整
理や学校内の花壇等の整備などの環境整備支
援、セーフティウォッチャー等の子どもの安全
見守り支援などが充実しました。また、子ども
たちの地域への関心が高まりました。



ココに注目！
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トップスポーツとの連携の
推進
トップスポーツとの連携の
推進

千葉市ゆかりのトップスポーツチームやトップアスリートの
情報発信、市民とトップスポーツとのふれあいの機会の提供
など、トップスポーツとの連携を推進します。

〈担当課〉スポーツ振興課╱☎043-245-5966

千葉ロッテマリーンズやジェフユナイテッド千葉などのプロスポーツチームをはじめ、
全国トップレベルのスポーツチームやアスリートが多く活躍しています。
みんなで地元ゆかりのトップスポーツチームやアスリートを応援しましょう。
「わたしたちのまちのトップスポーツ」ホームページ
http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/81-tokusyu-top.html

ココに注目！

コミュニティセンターの
移転・再整備
コミュニティセンターの
移転・再整備

老朽化したコミュニティセンターを移転し再整備します。
（蘇我コミュニティセンター、真砂コミュニティセンター）

障害者スポーツの推進障害者スポーツの推進
障害者スポーツへの関心と理解を深めるため、障害者がス
ポーツをする機会やトップクラスの大会を観戦する機会を充
実させます。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉スポーツ振興課╱☎043-245-5966

●初級障害者スポーツ指導員講習会の開催
●車椅子バスケットボール全国選抜大会の開催
支援（平成27年3月　千葉ポートアリーナ）

●千葉ポートアリーナの床養生設備の整備

平成26年度は、ウィルチェアーラグビー
日本選手権大会（12月）、車椅子バスケッ
トボール全国選抜大会（3月）が、それぞ
れ千葉ポートアリーナで開催されます。

パラリンピックでの活躍が期待できるトップクラスの選手のプレーを
ぜひ、観戦してください。

取組み内容 関連情報・トピック
●トップスポーツチームやトップアスリートの情報発信（市ホーム
ページ等）

●トップアスリートとの交流や、学校訪問などの社会貢献活動の支援

【トップスポーツとの交流（25年度）】
●千葉ジェッツバスケットボールクリニック（対象：小中学生）
●ニチレイレディス社会科見学（対象：小学生）
●NECグリーンロケッツタグラグビー体験会（対象：小学生）など

ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉市民総務課╱☎043-245-5156

●実施設計、改修工事（平成26～27年度） 移転に伴い諸室を拡充します。蘇我コミュニティセンター10室→16室
真砂コミュニティセンター10室→18室

平成26～ 27年度に実施設計及び改修工事を実施し、平成28年４月オープンを予定しています。
身近なスポーツ施設として体育館等を備えた施設に生まれ変わりますので、ぜひご利用ください。

メディア芸術の振興メディア芸術の振興
新しい若者の芸術文化に対する支援の取組みとして映像メ
ディアに着目し、「体験・学習」「人材育成」「普及啓発」を
３つの柱とする映像イベントを開催します。

取組み内容

〈担当課〉文化振興課╱☎043-245-5961

●子ども向け映像体験イベント
●クリエーター志望の若者を対象とした映像ワー
クショップ
●最新の映像メディアを活用した普及啓発イベント

今後は、将来の千葉文化を担う子どもや若者を中心に、誰でも気軽に映像メディアに親しみ自在に使いこなすことができるよう
環境を整えていきます。

ココに注目！

トップアスリートとの交流

車椅子バスケットボール

関連情報・トピック
【26年度実施予定イベント】
（実施時期、場所）
●子ども向け映像体験イベント
　（27年１月頃、きぼーる）

●映像ワークショップ
　（27年１月～２月、文化センター）
●メディアアート作品の上映
　（27年1月～2月、きぼーる他）

放課後子ども教室放課後子ども教室
子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進するため、地域の方々や保護者の参画のもと、
放課後に小学生を対象に様々な活動の機会を提供します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉生涯学習振興課╱☎043-245-5957

●小学校ごとに設置する実行委員会を中
心に、学校施設等を利用して、学習や
スポーツ・文化芸術活動、地域住民と
の交流活動などを実施

全ての市立小学校で実施し、年間を通じ
て、6,000人の子どもたちと5,000人
の地域の方々に参加いただいています。

地域のご協力のもと、子どもたちに、わくわく！どきどき！する素敵な体験を
プレゼントしています。

ココに注目！

松ケ丘小の放課後子ども教室より
（わくわくモーモースクール）

学力向上サポーター配置学力向上サポーター配置 学力向上サポーターを学校に配置し、児童生徒の学力向上を
目指します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉指導課╱☎043-245-5936

●学習支援が必要な児童生徒に対する授業時間中の個別指導等
●授業用の資料の準備や学習環境整備
●授業の進め方等への助言

学力向上サポーターの配置（平成25年度）
小学校…25校

主に基礎的・基本的な知識・技能等の定着を図り、千葉市全体としての学力向上を目指します。
児童生徒の一層の学力向上を図り、意欲的に学習に取り組む児童生徒がさらに増えるように努めます。

ココに注目！

こどもの参画こどもの参画
子どもの自覚と自立を促し、社会参画を推進するため、「こ
ども・若者の力（ちから）ワークショップ」などのモデル事
業を行っています。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉こども企画課╱☎043-245-5673・指導課／☎043-245-5936

●こども・若者の力フォーラム、こども・
若者の力ワークショップ
●こどものまちＣＢＴ
●子どもの職場探検＆ランチミーティング
●こども・若者選挙
●子ども議会

「こども・若者の力フォーラム」は１年を通じ
「こどもの参画事業」に取り組んだ子どもたち
が、市長や専門家、会場にいる参加者などさ
まざまな立場の方を交え、子どもたちを取り
巻く課題についてディスカッションを行うプ
ログラムです。

まちづくりは未来づくりであり、その主役は未来を担う子どもたちです。子どもた
ちが市民としての自覚や責任を持ち、自分たちの “まち” の課題を見つけ出し、それ
を解決するためにまちづくりに参画していく取組みを進めています。

ココに注目！

こども・若者の力（ちから）フォーラム
（会場：きぼーる）

学習支援の一例

学校支援地域本部の創設学校支援地域本部の創設 学校・家庭・地域が一体となって、地域ぐるみで子どもを育
てる体制を整備するため、学校支援地域本部を設置します。

〈担当課〉学事課╱☎043-245-5928

・学校支援活動により、学校教育が充実します。
・学校支援ボランティアによる学習支援のネットワークが広がり、地域の活性化につながります。

ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック
●小中学校各1校に地域教育協議会を設置
●地域教育課題等の解決や学校支援のあり方
について協議

●地域の住民や保護者等による学校支援ボラ
ンティア活動を実施

25年度に試行した磯辺小学校地区では、地域
のボランティア等により、まち探検の見守りや
昔遊びの伝授などの学習支援、図書室の本の整
理や学校内の花壇等の整備などの環境整備支
援、セーフティウォッチャー等の子どもの安全
見守り支援などが充実しました。また、子ども
たちの地域への関心が高まりました。



加曽利貝塚博物館の
リニューアル
加曽利貝塚博物館の
リニューアル

加曽利貝塚の国特別史跡指定を目指し、加曽利貝塚や縄文
文化をより知っていただくために、再整理で得られた資料
やIT技術を活用した映像展示、体験型のガイダンス機能
などを備えた博物館リニューアル実施設計を行います。

地域課題解決ソリューション地域課題解決ソリューション
ICT（情報通信技術）を活用し、地域で発生している不具合を市
民からレポートしてもらうとともに、課題解決を市民と行政が
一緒に行うことにより市民参画のまちづくりを実現します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉広聴課╱☎043-245-5298

●平成25年に実施した実証実験の結果等の
検証をもとに、システム構築と運用整備
●市民協働イベントの実施

実証実験では、約850名の市民参加があり
ました。平成26年度からの本格運用では
6,000名の登録を目指します。

皆さんの力で住み良いまちをつくりましょう。
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ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉生涯学習振興課文化財保護室╱☎043-245-5962

●博物館リニューアル実施設計
●博物館耐震補強工事
●野外施設耐震補強実施設計
●出土資料の再整理

公募により選ばれた加曽利貝塚オリジナ
ルキャラクターを、広報やイベントの際
に活用していきます。

国特別史跡は、国史跡のうちでも特に重要と認められたもので、建造物等の
国宝に相当します。本市初の国宝級文化財指定を目指します。

ココに注目！

加曽利貝塚の復原集落

市民シンクタンク
（モデル事業）
市民シンクタンク
（モデル事業）

中長期的な市政の課題に関心のある市民や団体等により、調
査・研究、政策提言を行うモデル事業を行います。

取組み内容

〈担当課〉政策企画課╱☎043-245-5057

●研究テーマの設定
●テーマに関心がある市民や団体等を募集
●調査・研究及び政策提言の実施

政策提言が市政に反映できるシステムの構築を目指します。

ココに注目！

高洲市民プール・体育館の
再整備
高洲市民プール・体育館の
再整備

老朽化した高洲市民プール及び体育館（美浜区高洲４丁目）
を建て替えます。

〈担当課〉スポーツ振興課╱☎043-245-5967

平成26～27年度に建設工事を行い、平成28年度中のオープンを予定しています。地域のスポーツ活動の拠点として、
また健康・体力づくりの場としてご利用ください。

ココに注目！

取組み内容 関連情報・トピック
●杭打工事、建築工事（平成26年度） 屋外25ｍプール、子供用プール、体育館（アリーナ面積800㎡程度）

トレーニング室などを整備します。

実証実験での市長とまち歩き



まちづくりの方向性 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

防災・減災体制の充実防災・減災体制の充実
地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成や避難所
運営委員会の設立を促進するとともに、避難行動要支援者へ
の支援体制の構築や防災備蓄品の整備等を行います。

取組み内容

〈担当課〉防災対策課╱☎043-245-5113・危機管理課╱☎043-245-5151・高齢福祉課╱☎043-245-5169

●自主防災組織の結成促進
●防災ライセンス制度の導入
●避難所運営委員会の設立促進
●避難行動要支援者名簿作成・提供
●防災備蓄品の充実・強化
●地域防災無線の安定した情報伝達及び通信の確保

自主防災組織の結成率向上を目的として、新規50組織の結成を目指します。

救急情報共有端末を活用した
救急システムの導入
救急情報共有端末を活用した
救急システムの導入

救急隊が患者情報を救急情報共有端末に入力すると、受入可
能医療機関の情報が即座に表示されるシステムを導入します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉警防部救急課╱☎043-202-1657

●救急情報共有端末の整備
　（救急隊、常駐医師配置の共同指令セン
ター、受入医療機関（23か所予定）に
端末を導入）

最新の指令センター、そこに常駐する医
師、さらにこのシステムをマッチングさ
せた取組みは、国内で初めて！

救急搬送時間の短縮と救急活動の向上を図り、千葉市をより安全で安心な街に
します。

市街地液状化対策事業市街地液状化対策事業
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
地域において、再度災害の発生を抑制するため、公共施設と
隣接宅地等との一体的な液状化対策を推進します。

取組み内容

関連情報・トピック

〈担当課〉市街地整備課╱☎043-245-5337

●設計、工事等
●新規検討地区における地質調査等

美浜区のうち、被害の大きかった地区（約
143ha）を対象とします。

13

ココに注目！

ココに注目！

地下水位低下工法のイメージ

自主防災組織の活動

救急情報共有端末操作（イメージ）



完成イメージ

東幕張土地区画整理事業東幕張土地区画整理事業 快適な都市環境を形成するため、道路・公園等の都市基盤を
整備します。

取組み内容
●面積：約26ha 
●主な公共施設：都市計画道路2路線、公園3か所、ＪＲ幕張駅駅前広場
●場所：花見川区幕張町四丁目、五丁目、六丁目、武石町一丁目、二丁目の各一部
●事業期間：平成8年度～32年度

通学路における安全対策の推進通学路における安全対策の推進
通学路の交通安全の確保に向けて、通学路の路肩部分を緑色
でカラー着色し、歩行者と車両の通行部分を視覚的に明確に
区分する安全対策を推進します。

取組み内容

〈担当課〉維持管理課╱☎043-245-5386
　　　　（中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所、緑土木事務所）

歩道の整備されていない通学路において、路肩部分を幅30cmで緑色にカラー着色します。

子供たちが安全に通学できることをめざして、通学路の路肩をカラー化し、
視覚的に通行部分を明確にするなどの取組みを進めています。

〈担当課〉東幕張土地区画整理事務所╱☎043-276-0456

ＪＲ幕張駅北口駅前広場や駅前線が完成すると、地区内の利便性とともに、
幕張新都心などへのアクセスが向上します。

地域再生支援地域再生支援 団地の再生（建替え）を行うための計画策定、設計、工事に
対し、管理組合等に助成します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉住宅政策課╱☎043-245-5849

●計画策定　補助率1/2（上限50 万円／管理組合）
●設計・工事　補助率1/2（上限100 万円×従前戸数）

<補助要件>
敷地面積が原則2ha以上の団地で、建替えにより、敷地の
1/4以上を戸建て住宅用地として供給することなど。
＜平成25年度実績＞
計画策定　１件（管理組合）老朽化した団地の建替えを通じ、定住促進や地域

コミュニティの再生を目指します。

計画的な土地利用の推進計画的な土地利用の推進
社会情勢の変化を踏まえ、都市計画の指針となる新たな「都
市計画マスタープラン」の案を作成します。また、良好な居
住環境の保全等を図るため、地区計画の策定を推進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉都市計画課╱☎043-245-5306・まちづくり推進課╱☎043-245-5312

●都市計画マスタープラン（案）の作成
●地区計画策定の推進

地区計画の決定地区数
（平成25年度末）48地区

集約型都市構造への転換など中長期的な都市づくりの方向性や基本方針を明らかにし、計画的な土地利用の推進を
図ります。
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ココに注目！

ココに注目！

ココに注目！

ココに注目！

路肩カラー化　設置事例



緊急輸送道路沿道建築物の
耐震診断助成
緊急輸送道路沿道建築物の
耐震診断助成

震災時の救急活動、支援物資の輸送や広域的な避難を目的とし
て指定された緊急輸送道路の通行を確保するため、市が緊急輸
送道路沿道建築物の所有者へ耐震診断費の助成を行います。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉建築指導課╱☎043-245-5836

●耐震診断　診断費用の2/3 （上限150万円） 千葉市域の緊急輸送道路は33路線、204.4㎞

大地震発生時の建物（旧耐震基準の建物）の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を
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宮野木町第1団地第二期は、平成27年1月に入居開始予定です。
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ココに注目！

ココに注目！

完成イメージ図

耐震診断・耐震改修助成耐震診断・耐震改修助成
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●耐震改修助成 対象：耐震診断の結果、大規模な地震の際に「倒壊する可能性がある」と判定された住宅
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ココに注目！

阪神淡路大震災による道路閉塞の様子
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ココに注目！

更新前の下水道管内部

更新後
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国道357号湾岸千葉地区改良国道357号湾岸千葉地区改良
国道14・357号の交通混雑と沿道環境の改善を図るため、
渋滞の著しい登戸交差点、市役所前交差点等を立体化するほ
か、連続する交差点を改良します。

〈担当課〉道路計画課╱☎043-245-5290

●区間　美浜区真砂2丁目～中央区問屋町（約5.6ｋｍ）
●立体部　本線4車線、連結側道2車線、両側歩道
●交差点改良　4カ所（千葉西警察入口､稲毛浅間神社前､運輸支局入口､登戸4丁目）：
　右左折車線設置、直進車線増設

平成27年前半の完成を目指しています。
ココに注目！

地下立体整備（市役所前交差点）

取組み内容

武石ICから望む

千葉鎌ケ谷松戸線の整備千葉鎌ケ谷松戸線の整備
幕張新都心から、八千代市、船橋市、鎌ケ谷市、松戸市を結ぶ主要
地方道千葉鎌ケ谷松戸線の、京葉道路武石インターチェンジから八
千代市方面への千葉市管理区間で、道路の拡幅整備を推進します。

取組み内容

〈担当課〉街路建設課╱☎043-245-5343

●区間：花見川区武石町１丁目～長作町（860ｍ）
●拡幅整備：4車線、両側歩道

京葉道路武石インターチェンジから八千代市方面の慢性的な交通渋滞の緩和と
交通の安全性の向上を図ります。

ココに注目！

業務プロセス改革の推進業務プロセス改革の推進
市民サービスの向上と行政運営の効率化を推進するため、区役所業務に
係る総合窓口及び事務処理センターの設置に向けて、総合窓口システム
開発基本計画策定、フロアレイアウトの検討等を行うとともに、市役所
の行政手続全般に関する改善手順マニュアルの作成等を行います。

取組み内容

〈担当課〉業務改革推進課╱☎043-245-5797・情報システム課╱☎043-245-5702・給与課╱☎043-245-5036

●26年度　　詳細フロー検討・開発基本計画策定等
●27年度　　システム開発、フロアレイアウト設計等
●28年度　　新プロセス移行

・手続のワンストップ化を実現する総合窓口を設置するなど区役所窓口を改革します。
・庶務事務の改革や内部管理システムの導入により、行政運営の効率化を推進します。
・市役所の諸手続きを改善し、市民や事業者の皆様に「時間を返す市役所」を目指します。

ココに注目！

オープンデータの推進オープンデータの推進 市の保有する公共データを一般に公開し、情報の分析・活用
による新たなサービスの創出に向けた取組みを推進します。

取組み内容

〈担当課〉業務改革推進課╱☎043-245-5797

●市政情報の電子的提供に関する指針の改正
●アイデアコンテスト（平成25年度実施）における優秀作品等の有効活用

官民の協働による新たな公共サービスの提供や行政が提供した情報の編集、
加工、分析による様々な民間サービスや新ビジネスの創出が促進され、
経済の活性化や企業活動の効率化が期待されます。

ココに注目！

アイデアソンの風景

京葉線とりんかい線の
直通運転の促進
京葉線とりんかい線の
直通運転の促進

JR京葉線の広域的な利便性の向上を目指し、京葉線と東京
臨海高速鉄道りんかい線・埼京線との相互直通運転の促進を
図ります。

〈担当課〉交通政策課╱☎043-245-5351

●利用実態調査、需要予測調査

実現すると、京葉線沿線から東京臨海部や渋谷・新宿方面へ、新木場駅での乗換えなしで行けるようになります。
ココに注目！

取組み内容

バスロケーションシステムの
導入
バスロケーションシステムの
導入

公共交通の利便性を高めるため、バスの位置情報を提供する
バスロケーションシステムの導入を促進します。

〈担当課〉交通政策課╱☎043-245-5351

●バスロケーションシステムの導入（京成バス千葉営業所）

取組み内容

バスの到着時間や接近情報、最新の運行情報などが、停留所のほか、パソコン・携帯電話からも確認できます。
ココに注目！

橋梁の整備
（耐震強化及び長寿命化）
橋梁の整備
（耐震強化及び長寿命化）

震災時の緊急輸送道路の交通確保と二次災害防止のため、耐
震補強を行うとともに、橋梁長寿命化計画に基づき、橋梁の
補修・架替えを行います。

〈担当課〉維持管理課╱☎043-245-5389（中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所、緑土木事務所、道路建設課）

●橋梁の耐震補強 
●橋梁の補修 
●橋梁の架替え

橋の高齢化による劣化が進行する前に修繕を行うことにより、橋の寿命を延ばし、
維持管理の費用を抑え、道路交通の安全性と信頼性を将来にわたり確保していきます。

ココに注目！
（橋梁の耐震補強の実施例）
橋が落下しないようにチェーンなどで
連結しています。

取組み内容 関連情報・トピック
橋の高齢化による劣化が進行する前に修繕を行うことによ
り、橋の寿命を延ばし、維持管理の費用を抑え、道路交通
の安全性と信頼性を将来にわたり確保していきます。

本庁舎の整備本庁舎の整備
現在の本庁舎が抱える防災面、本庁機能の分散化・狭隘化、
老朽化などの課題を解決するため、庁舎整備に関する基本構
想・基本計画案などを作成します。

〈担当課〉管財課庁舎整備室╱☎043-245-5044

●基本構想・基本計画案の作成
●附属機関の設置、運営
●市民アンケートの実施

構想・計画案作成に当たっては、学識経験者などで構成する附属機関を設置
するとともに、市民アンケートを実施し、効率的で災害に強い本庁舎の整備
を進めます。

ココに注目！

現在の庁舎の状況

取組み内容 関連情報・トピック
３か所に分かれている本庁機能を集約し、
維持管理費の縮減と通常業務の効率化を図
るとともに、防災機能を強化します。



16 17

国道357号湾岸千葉地区改良国道357号湾岸千葉地区改良
国道14・357号の交通混雑と沿道環境の改善を図るため、
渋滞の著しい登戸交差点、市役所前交差点等を立体化するほ
か、連続する交差点を改良します。
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幕張新都心における回遊性向上のため、「コミュニティサイクル事業」
の社会実験を実施します。

取組み内容

〈担当課〉政策企画課幕張新都心室╱☎043-245-5042

ココに注目！

集客・観光施設へ、サイクルポートを設置し、
有効性等を検証。

幕張新都心コミュニティサイクル社会実験幕張新都心コミュニティサイクル社会実験

レモンイエローの自転車がめじるし。幕張新都心の観光や
買い物などにご利用ください。

●手続きがいらず、無料で自転車を利用して、幕
張新都心内の集客・観光施設を回遊できます！

●複数設置されたどのサイクルポートでも、貸出・
返却可能。

●利用時間：午前10時～午後6時
●交通ルールやマナーを守り、安全で快適に幕張
新都心の移動を楽しんでください。

幕張新都心コミュニティ
サイクル「マックル」

市内観光スポットを快適で安全な走行空間で結ぶおすすめのサイクリ
ングコースを紹介します。

〈担当課〉集客観光課╱☎043-245-5282

ココに注目！

●市内のサイクリングコースの紹介やPR

●講習会（12回）
●マナーアップフェスタ（１回）

サイクルツーリズムの推進サイクルツーリズムの推進

千葉市は気候が温暖で、自然環境に
恵まれており、地勢が平坦ですので、
サイクリングに適しています。海や
緑を感じながら、自転車で楽しい市
内観光を楽しんでみませんか

競輪場及びオリンピック競技としての競輪の普及・拡大のため、千葉
競輪場にて自転車イベントを誘致します。

〈担当課〉公営事業事務所╱☎043-251-7111

ココに注目！

●東京六大学自転車競技大会
●市民自転車レース大会
●自転車クラブチーム設立

自転車イベントの実施自転車イベントの実施

自転車のイベントを通じ、公営競技かつオリンピック正式
種目でもある競輪の魅力を伝えていきます。

自転車利用者に対し、各区ごとの講習会の開催や、自転車マナーアップフェ
スタを実施することにより、交通ルールの遵守やマナーの向上を促します。

〈担当課〉市民サービス課╱☎043-245-5148

ココに注目！

自転車安全利用の促進自転車安全利用の促進

講習会に参加された方は、指定自転車駐車場の定期利用事
前受付についての優先権が取得できます。

自転車等の適正な利用を図り、放置自転車問題を解消するため、放置
自転車対策を実施します。

〈担当課〉自転車対策課╱☎043-245-5149

ココに注目！

●放置自転車対策（放置指導等）

放置自転車対策の推進放置自転車対策の推進

放置自転車は、歩行者や自動車等の通
行の妨げとなり、救急活動に支障が出
るなど多くの方に大変迷惑となるほか、
街の美観も損ないます。自転車や原付
バイクを止める場合は、自転車駐車場
の利用をお願いいたします。

歩道上に放置された自転車

東京六大学自転車競技大会

千葉市ベイエリア
サイクリングマップ（表紙）

歩道上の歩行者の安全を図るとともに、自転車は車道を通行すること
が原則であるため、自転車が安全で快適に車道を通行できるよう、自
転車レーン等の整備を推進します。

取組み内容

〈担当課〉自転車対策課╱☎043-245-5607

ココに注目！

●自転車走行環境の整備
　自転車走行環境の整備計画である「ちばチャ
リ・すいすいプラン」に基づき、概ね30年
後を見据え、市内に約330kmの安全で快適
な自転車ネットワークの構築を目指します。
平成26年度は、南町大森町線など計8.3km
整備する予定です。

自転車走行環境の整備自転車走行環境の整備

自転車がスムーズに安心して走行できるよう、車道に自転車
の走行空間（自転車レーン等）を整備し、自転車の利用促進を
図るとともに歩道における歩行者の安全を確保します。
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取組み内容
取組み内容

取組み内容

取組み内容

「自転車の街：千葉市」を目指した取組みを総合的に推進するため、
市民や団体等と連携し、安全で快適な走行環境の整備や集客観光など
幅広い要素を含めた一体的なまちづくりを推進します。

取組み内容

〈担当課〉政策企画課╱☎043-245-5046

ココに注目！

●自転車まちづくり基本計画（素案）作成
●市民意見交換会、有識者意見聴取

自転車のまちづくり
「自転車の街・千葉市」
の確立を目指し、
さまざま取組みを
実施します。

自転車まちづくり基本計画の検討自転車まちづくり基本計画の検討

市民の皆様の参加のもと、スポーツ・レジャーや健康づくり
など自転車の新たなニーズ・役割を踏まえたまちづくりを進
めていきます。

ちばチャリマーク

磯辺畑町線の自転車レーン
（平成25年10月供用開始）
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ＪＲ千葉駅建替えの促進ＪＲ千葉駅建替えの促進
ＪＲ東日本が実施している千葉駅駅舎・駅ビルの建替えを促
進します。また、駅周辺の魅力向上と利便性向上を図るため、
モノレールへ連絡する通路及び弁天方面へ連絡する階段を整
備します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉まちづくり推進課 千葉都心整備室╱☎043-245-5309

●モノレール連絡通路 エスカレータ2基
（上下）、エレベータ1基
●北口階段 エレベータ1基

＜整備スケジュール＞
平成28年夏頃　新駅舎開業（連絡通路、
　　　　　　　 北口階段供用開始）
平成29年春頃　エキナカ全面開業
平成30年春頃　駅ビル全面開業

コンコース
（改札外）

千葉都市モノレールとの接続部

ココに注目！
快適でわかりやすく利便性の高い、千葉の玄関口としてふさわしい魅力的な
駅に生まれ変わります。

ココに注目！

中心市街地への玄関口としてふさわしい空間づくりを目指します。

幕張新都心の魅力向上
（公衆無線ＬＡＮ整備）
幕張新都心の魅力向上
（公衆無線ＬＡＮ整備）

幕張新都心を訪れる外国人観光客を中心とした来訪者の利便
性を高め、幕張新都心の魅力向上を図るため、無料の公衆無
線ＬＡＮ環境を整備します。

〈担当課〉集客観光課╱☎043-245-5066

取組み内容 関連情報・トピック
公衆無線ＬＡＮ環境の整備 ＪＲ海浜幕張駅前広場を中心に整備を行います。

ココに注目！

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催へ向け、市民の皆様はもちろん、外国人観光客の皆様にも幕張新
都心を楽しんでいただく環境を整え、千葉市の魅力を国内外へ発信していきます。

まちづくりの方向性 ５
ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ

千葉駅東口地区第一種
市街地再開発事業の促進
千葉駅東口地区第一種
市街地再開発事業の促進

千葉駅前のにぎわいを創出し、都市機能の更新を図るため、
民間の再開発を促進します。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉まちづくり推進課 千葉都心整備室╱☎043-245-5309

●にぎわいを創出する商業・サービス施設
を導入したビルの整備
●魅力ある歩行者通路「グランドモール」
の整備

＜整備スケジュール＞
平成27年頃　事業着手
平成31年頃　再開発ビル開業

イメージパース



取組み内容
●起業講座の実施（西千葉子ども起業塾、中学生のための起業体験講座、他１件）
●仕事体験イベントの開催
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〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

ココに注目！

子どもたちにチャレンジ精神や創造力の大切さなどを学んでもらうため、新たな
キッズ・アントレプレナーシップ（起業家精神）教育講座や、多数の方に参加いた
だける仕事体験イベントを企画いたしますのでどうぞご期待ください。。
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●千葉市の特性や魅力に関わるデータを調査し、客観的な視点で分析・評価を行います。
●この結果を踏まえ、千葉市の都市アイデンティティを確立するとともに、各種施策への反映方法等について検討します。

都市アイデンティティ
調査・検討
都市アイデンティティ
調査・検討

千葉市の都市イメージの基礎となる都市アイデンティティ（千葉市
らしさ）について調査、検討を行い、千葉市固有の都市イメージの
確立を図ります。

〈担当課〉政策調整課╱☎043-245-5058

取組み内容

ココに注目！

千葉市は、都市部と田園部の両面を持ち合わせるとともに、海や歴史・文化など、様々な魅力を有しています。
今後、人口減少社会を迎える中、千葉市が「選ばれる都市」となるためには、固有の都市イメージを確立し、内外に効
果的にアピールする必要があります。このため、千葉市の魅力を外部の視点に基づき掘り起し、都市アイデンティティ
として確立しようとするものです。

企業立地の促進企業立地の促進
市内産業の集積や雇用の創出など、地域経済を活性化するた
め、企業の立地や追加投資を支援する補助制度や融資制度と
ともに、規制の見直しなど操業環境の向上を目指します。
また、企業立地促進の観点から道路整備を行います。

取組み内容

関連情報・トピック

〈担当課〉産業支援課╱☎043-245-5276・道路計画課╱☎043-245-5339

●補助金制度／「所有型」　固定資産税、都市計画税相当額を補助／「賃借型」賃借料補助、
法人市民税法人税割額の補助／「累積投資（マイレージ）型」中小企業の段階的・計
画的な投資をサポート(固定資産税、都市計画税相当額の補助)

●補助対象企業への雇用奨励補助
●企業立地促進融資制度　中小～中堅企業の設備投資をバックアップ
●工場立地法地域準則条例を改正し、緑地率に関する規制を一部緩和　臨海部に立地する工場
の積極的な設備投資や立地を促進
●東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域）の整備
●千葉外房有料道路大木戸IC改良（土気緑の森工業団地）

平成25年度（12月末時点）の補助金の
事業計画認定数は14件と、過去最高で
あった昨年度をさらに上回る利用企業数！

新港・中央港地区

ココに注目！
・さらなる進化を続ける全国トップレベルの補助制度と熱い想いで、企業の
皆様を全力で応援していきます。
・千葉外房有料道路大木戸ICの改良により、土気緑の森工業団地と圏央道と
のアクセスが向上し、企業立地促進が期待されます。

キッズ・アントレプレナーシップ
教育
キッズ・アントレプレナーシップ
教育

次世代を担う子ども達の起業家精神を育てるため、ものづく
りの楽しさや、経済・金融の仕組みを学ぶ機会を、大学や企
業などと連携し創出します。

若葉区民まつりでの販売の様子。
行列もでき大好評でした。

千葉市産「かおりの」

経済成長
アクションプラン策定
経済成長
アクションプラン策定

経済を取り巻く環境の大幅な変化に対応するため、「千葉市地域経
済活性化戦略」をベースに、具体的な取り組み事業や工程を示すア
クションプラン・ロードマップを策定します。

●経済成長アクションプラン策定

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

取組み内容

ココに注目！

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催など、千葉市を取り巻く経済・社会環境の大きな変化をチャンス
と捉え、その活力を千葉市経済の活性化へとつなげていく事業を展開します。

発行総額　7億7千万円 ●販売対象：本市に在住、在勤、在学の方
●販売場所：千葉商工会議所、土気商工会、ＪA千葉みらい（市
内本・支店）、市内の主な大型店など

プレミアム付き商品券の発行プレミアム付き商品券の発行 平成26年4月の消費税率引上げ後の消費の落ち込みを緩和し、地
元での買い物を促す取り組みとして、新たに商店街等で使える市内
限定のプレミアム付き商品券を発行します。

〈担当課〉産業支援課╱☎043-245-5277

取組み内容 関連情報・トピック

ココに注目！

1セット11,000円分の商品券を10,000円で販売（プレミアム10%）

●セミナー、シンポジウムの開催
●ホームページでの事例紹介やマッチング支援

戦略的ＣＳＲ支援戦略的ＣＳＲ支援
市内企業が社会課題の中に潜在的なビジネスチャンスを見出し、そ
の社会課題の解決と企業価値向上の両立を目指す「戦略的ＣＳＲ」
の取組みを支援します。

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

取組み内容

ココに注目！

地域と企業を「信頼」と「ネットワーク」で結び、豊かな市民生活の実現を目指します。

ココに注目！

市民の皆様が誇れる「千葉市の逸品」の掘り起こしや開発を推進します。

市産品の流通・ブランディング市産品の流通・ブランディング 市産品（一次産品、加工品など）の付加価値を高め、
市内農業や食品関連産業の競争力強化を図ります。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

●セミナーや商品アドバイス会などの開催 にんじんやイチゴ、落花生など市内産の産
品はとっても美味！このおいしさを市内外
に伝えるため、「千葉市ブランド」の開発を
目指します。



取組み内容
●起業講座の実施（西千葉子ども起業塾、中学生のための起業体験講座、他１件）
●仕事体験イベントの開催
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〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

ココに注目！

子どもたちにチャレンジ精神や創造力の大切さなどを学んでもらうため、新たな
キッズ・アントレプレナーシップ（起業家精神）教育講座や、多数の方に参加いた
だける仕事体験イベントを企画いたしますのでどうぞご期待ください。。

20

●千葉市の特性や魅力に関わるデータを調査し、客観的な視点で分析・評価を行います。
●この結果を踏まえ、千葉市の都市アイデンティティを確立するとともに、各種施策への反映方法等について検討します。

都市アイデンティティ
調査・検討
都市アイデンティティ
調査・検討

千葉市の都市イメージの基礎となる都市アイデンティティ（千葉市
らしさ）について調査、検討を行い、千葉市固有の都市イメージの
確立を図ります。

〈担当課〉政策調整課╱☎043-245-5058

取組み内容

ココに注目！

千葉市は、都市部と田園部の両面を持ち合わせるとともに、海や歴史・文化など、様々な魅力を有しています。
今後、人口減少社会を迎える中、千葉市が「選ばれる都市」となるためには、固有の都市イメージを確立し、内外に効
果的にアピールする必要があります。このため、千葉市の魅力を外部の視点に基づき掘り起し、都市アイデンティティ
として確立しようとするものです。

企業立地の促進企業立地の促進
市内産業の集積や雇用の創出など、地域経済を活性化するた
め、企業の立地や追加投資を支援する補助制度や融資制度と
ともに、規制の見直しなど操業環境の向上を目指します。
また、企業立地促進の観点から道路整備を行います。

取組み内容

関連情報・トピック

〈担当課〉産業支援課╱☎043-245-5276・道路計画課╱☎043-245-5339

●補助金制度／「所有型」　固定資産税、都市計画税相当額を補助／「賃借型」賃借料補助、
法人市民税法人税割額の補助／「累積投資（マイレージ）型」中小企業の段階的・計
画的な投資をサポート(固定資産税、都市計画税相当額の補助)
●補助対象企業への雇用奨励補助
●企業立地促進融資制度　中小～中堅企業の設備投資をバックアップ
●工場立地法地域準則条例を改正し、緑地率に関する規制を一部緩和　臨海部に立地する工場
の積極的な設備投資や立地を促進
●東寺山町山王町線（長沼・六方地区工業地域）の整備
●千葉外房有料道路大木戸IC改良（土気緑の森工業団地）

平成25年度（12月末時点）の補助金の
事業計画認定数は14件と、過去最高で
あった昨年度をさらに上回る利用企業数！

新港・中央港地区

ココに注目！
・さらなる進化を続ける全国トップレベルの補助制度と熱い想いで、企業の
皆様を全力で応援していきます。
・千葉外房有料道路大木戸ICの改良により、土気緑の森工業団地と圏央道と
のアクセスが向上し、企業立地促進が期待されます。

キッズ・アントレプレナーシップ
教育
キッズ・アントレプレナーシップ
教育

次世代を担う子ども達の起業家精神を育てるため、ものづく
りの楽しさや、経済・金融の仕組みを学ぶ機会を、大学や企
業などと連携し創出します。

若葉区民まつりでの販売の様子。
行列もでき大好評でした。

千葉市産「かおりの」

経済成長
アクションプラン策定
経済成長
アクションプラン策定

経済を取り巻く環境の大幅な変化に対応するため、「千葉市地域経
済活性化戦略」をベースに、具体的な取り組み事業や工程を示すア
クションプラン・ロードマップを策定します。

●経済成長アクションプラン策定

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

取組み内容

ココに注目！

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催など、千葉市を取り巻く経済・社会環境の大きな変化をチャンス
と捉え、その活力を千葉市経済の活性化へとつなげていく事業を展開します。

発行総額　7億7千万円 ●販売対象：本市に在住、在勤、在学の方
●販売場所：千葉商工会議所、土気商工会、ＪA千葉みらい（市
内本・支店）、市内の主な大型店など

プレミアム付き商品券の発行プレミアム付き商品券の発行 平成26年4月の消費税率引上げ後の消費の落ち込みを緩和し、地
元での買い物を促す取り組みとして、新たに商店街等で使える市内
限定のプレミアム付き商品券を発行します。

〈担当課〉産業支援課╱☎043-245-5277

取組み内容 関連情報・トピック

ココに注目！

1セット11,000円分の商品券を10,000円で販売（プレミアム10%）

●セミナー、シンポジウムの開催
●ホームページでの事例紹介やマッチング支援

戦略的ＣＳＲ支援戦略的ＣＳＲ支援
市内企業が社会課題の中に潜在的なビジネスチャンスを見出し、そ
の社会課題の解決と企業価値向上の両立を目指す「戦略的ＣＳＲ」
の取組みを支援します。

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

取組み内容

ココに注目！

地域と企業を「信頼」と「ネットワーク」で結び、豊かな市民生活の実現を目指します。

ココに注目！

市民の皆様が誇れる「千葉市の逸品」の掘り起こしや開発を推進します。

市産品の流通・ブランディング市産品の流通・ブランディング 市産品（一次産品、加工品など）の付加価値を高め、
市内農業や食品関連産業の競争力強化を図ります。

取組み内容 関連情報・トピック

〈担当課〉経済企画課╱☎043-245-5275

●セミナーや商品アドバイス会などの開催 にんじんやイチゴ、落花生など市内産の産
品はとっても美味！このおいしさを市内外
に伝えるため、「千葉市ブランド」の開発を
目指します。
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地域の活性化や地域課題の解決に向けた自主的な取組みを行う団体の
ほか、各区の課題テーマに取組む団体等を支援します。
●地域づくり活動支援（地域づくり活動全般に対する支援）
●区テーマ解決支援（地域課題に対応する活動に対する支援）
●地域拠点支援（地域づくり活動の拠点を整備・確保するための支援）
〈担当課〉各区役所地域振興課　地域づくり支援室
中　央　☎043-221-2105　花見川　☎043-275-6203
稲　毛　☎043-284-6105　若　葉　☎043-233-8122
緑　　　☎043-292-8105　美　浜　☎043-270-3122

寺子屋事業の様子（花見川区） 多世代交流ステーション（美浜区）

中央区

六区共通

若葉区

花見川区

緑区

稲毛区

美浜区

まちづくりに対する意識向上 「住んでみたいまち 若葉区」を目指します！ココに注目！

ココに注目！

地域の支え合い活動

地域活性化支援

区特有の課題や区民ニーズに対応し、
特色あるまちづくりを推進するため、
区の自主性や独自性を活かした事業を実施します。

将来の地域（町丁ごと）の人口構成などを示す「まちづくり支
援システム」を活用し、区民一人ひとりのまちづくりへの参加
意識を高められる啓発と支援を行うとともに、若年世代の人口
の増加に重点を置いたまちづくり施策を検討・実施します。
■取組み内容
●まちづくり支援システムを活用した「高齢者の支え合い説
明会」の実施・支え合い活動などの立ち上げの支援

●若年世代定住化の促進

■関連情報
若葉区は、６つの行政区の中で最も高齢化が進んでおり、地
域での支えあいの取組みが特に必要な地域です。
〈担当課〉若葉区役所 地域振興課 地域づくり支援室
　　　　  ☎043-233-8122

地域の防災力や防犯意識の向上を図るため、町内自治会など
との協働により、防災・防犯に関するマップを作成します。
■取組み内容
●セーフティマップの作成及び配布

〈担当課〉稲毛区役所 地域振興課 くらし安心室
　　　　  ☎043－284－6107

現地調査

セーフティマップの作成 地域の防災情報などを皆様と共有すること
で、防災力や防犯意識の向上を図りましょう。

ココに注目！ 区民の皆様の自主的な取組みを支援します。

ココに注目！

小学生と保護者を対象に防災体験をしてもらうことにより、
防災意識を高め、災害に強いまちづくりの推進を図ります。
■取組み内容
●救命講習　・防災グッズ作成　・起震車や煙体験、備蓄食
糧の試食体験

■関連情報
事業実績（平成25年度）実施回数4回（８月～11月 各月1回）
参加者39組 151人
〈担当課〉緑区役所 地域振興課 くらし安心室
　　　　  ☎043-292-8117 起震車での防災体験

こども防災体験 災害時の疑似体験をしてもらうことにより、
こどもの頃から防災意識の向上を図ります。

ココに注目！

区内の様々な地域課題を解決し、地域の活性化を図るため、登録
者の情報を区ホームページなどで公開し、人材を必要とする市民
グループと結びつけていくことで、地域の市民活動を支援します。
■取組み内容
●人材の情報を登録・提供
●地域での人材活用のニーズと人材の紹介

●人材の発掘・育成
■関連情報
語学支援、料理、手工芸、パソコン、音楽演奏、スポーツ指
導等の分野で登録があります。
〈担当課〉美浜区役所 地域振興課 地域づくり支援室
　　　　  ☎043-270-3122 料理教室

美浜区人財バンク 皆様の知識・経験・特技を地域に役立てましょ
う！～あなたのチカラでまちを元気に～

ココに注目！

地域防犯活動に取り組んでいる団体に対し、防犯講習会の実
施や防犯ステッカーなどの配布を行います。
■取組み内容
●防犯効果がある防犯ステッカーなどを配布
●地域と行政が連携して防犯パトロールの実施

■関連情報
●中央区の防犯パトロール隊数 178団体
●平成25年(1 ～ 12月)の中央区内の犯罪発生件数 ▲269件
（対平成24年同時期）
〈担当課〉中央区役所 地域振興課 くらし安心室
　　　　  ☎043-221-2169 ご近所防犯

ご近所防犯 地域で防犯パトロール隊を結成し「自分たちのまち
は自分で守る！」という意識を持って活動している
団体に支援を行い、犯罪発生の抑制を図ります。

ココに注目！

災害時の対応力や地域防災力の向上を図るため、地域が主体
となって企画から運営までを行う防災訓練を支援します。
■取組み内容
●小学校区単位の自主防災組織及び町内自治会による防災訓
練の実施

〈担当課〉花見川区役所 地域振興課 くらし安心室
　　　　  ☎043－275－6224

段ボールを使った簡易トイレを作製

地域主体型防災訓練 実災害に即した地域主体型防災訓練により
「自助・共助」の意識を高め、地域防災力の
向上を図ります。
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………………………………………
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１０年後、２０年後の千葉市の
まちづくりについては、
千葉市新基本計画（概要版）をご覧ください。

千葉市のプロジェクトの最新情報はこちら！
随時更新中！

「千葉市の主要プロジェクト」は
バックナンバーも含め
市ホームページで公開中！
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検索千葉市新基本計画

検索千葉市の主要プロジェクト

検索千葉市プロジェクト紹介

千葉市新基本計画［概要版］

これからのまちづくり

Q&A

千 葉 市

１０年後、２０年後の未来を見据えて、
千葉市は様々な取組みやプロジェクトを行っています。
住みやすく、魅力と活力にあふれた千葉市へ。

未来へつなぐ、まちづくりを進めます。
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