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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

1 「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文

化的差異を認め合い、対等な関係を築こうと

しながら、地域社会の構成員として共に生き

ていくこと」を意味する「多文化共生」が、

より高度に実現しているまちを、市民を含む

千葉市全体で実現する。 

①外国人市民の自立に向けた日本語学習支援の強

化 

 多言語による各種情報の提供 

 外国人市民の防災対策の推進 

 異文化理解・相互理解の促進 など 

 

②外国人世帯の生活基盤の安定 

 外国人市民と日本人市民がともに働く場の創出 

 日本語を母語としない青少年の就学支援 など 

千葉市における外国人住民数は、過去 10 年間で

約 2 万 2 千人（2010 年 1 月末）から、 

約 2 万 8 千人（2020 年 1 月末）と、約 6 千人も

増加しました。 

 そのため、街中や職場、保育所・学校で、外国

人の姿を見る機会が増えていると思います。 

 外国人の方々と良い関係を築きながら暮らして

ゆくには、「多文化共生」という視点が 

欠かせません。 

 千葉市や千葉市国際交流協会、学校、企業など

の関係機関が「多文化共生」を推進してゆくのは

もちろん、市民の皆さんが、この考えを深く理解

する必要があります。 

 今後１０年のより良いまちづくりには、「多文

化共生」をキーワードのひとつとして進めてもら

いたいと考えています。 
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2 「自助・共助・公助」に加え、 身近な人間

関係を深めあう「隣助」のまち・千葉市 

■地域住民（在住者）と大学生等（在勤・在

学者）がともに 交流し合い、 ともに「地域

の活性化」に取り組み、 相乗効果を生み出

すことができる まち 

■異なる価値観や多様性の受け入れを実践す

る 「ダイバーシティ＆インクルージョン」 

のまち※SDGs （持続的な開発目標）、 

SOGI （性的指向・性自認）等 

■世代やライフステージの違いを知り、理解

しあえるまち 

6 区それぞれ のブランディングによる、「文教

のまち・稲毛」の更なる発展強化 

■「人生 100 年時代」の学び と交流 の拠点づ

くり・ 再整備後の稲毛キャンパスに、地域住民

も集うしくみの創出・「住みやすさ」＋「学びや

すさ」＝「生きやすさ」を高めた稲毛の街づくり

→稲毛キャンパス再整備事業や生涯学習センター

を活かした取組の強化 

■「千葉市 100 人未来会議」（令和元年 8 月 4 日

開催）の開催結果報告書によれば、グループワー

クでは 20～30 年度の千葉市像として「都会と自

然のバランス」を挙げる意見が非常に多く挙げら

れた。一方個人ワーク（自分が望む千葉ライフ）

では、「自然豊か」「住民間交流」「楽しい・わ

くわく」というキーワードが高い関心となった。

千葉市は都市文化と自然に恵まれた文化の双方を

持ち合わせる一大都市と言えるが、昼夜間人口比

が 97.9％（平成 27 年度国勢調査）と低いことか

ら、「職住一体化した、より魅力ある」街として

の価値を高める工夫が必要である。稲毛区にある

大学として、「住民間交流」に注力したい。 

■「大学は敷居が高い」という声は、地域住民は

もとより公民館職員などからも伺うことが多い

が、これは大学側が地域との交流を意識した姿勢

に欠けていることに他ならない。「地域の伴走

者」を標榜する学園の核として、引き続き地域住

民との繋がりを深めていきたい。 
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3 １ 美術と音楽が感動を呼ぶまち２ 商業、

観光、文化、教育等各種機能を兼ね備えた回

遊性のあるまち（キタグチぶらぶら歩き） 

１ 美術と音楽が感動を呼ぶまち  

① 市がイニシアチブを取り、千葉市文化振興財

団と千葉市教育振興財団が連携して取り組む中心

市街地活性化事業（例：アーティストバンクちば

登録ミュージシャンと千葉市美術館とのコラボコ

ンサートを定期的に開催）  

② 事業の全体調整、費用の負担２ 商業、観

光、文化、教育等各種機能を兼ね備えた回遊性の

あるまち（キタグチぶらぶら歩き）  

① 多くの市民に生涯学習センターへ足を運んで

もらえるよう、講座やイベント等の更なる充実を

図るとともに、積極的なＰＲ活動に努める。   

また、生涯学習センターは中央図書館との複合施

設であることから、相乗効果が得られるよう、中

央図書館との連携をより一層、深める。  

②－１ 千葉公園、千葉競輪場の再整備等、千葉

駅北口地域の再開発促進 

②－２ 千葉駅北口の商業施設、千葉公園、競輪

場、中央図書館、生涯学習センターなど、民間の

施設や市の施設、住民と一体となった千葉駅北口

地域の活性化（例：公園の自然、おしゃれな店、

おいしい店、図書館など千葉駅北口散策路の設定

と整備） 
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4 人・環境にやさしい、近未来技術の実装され

たまち 

① 持続可能な MaaS 事業の構築を目指し、暮ら

す人、働く人、観光する人の自由度の最大化をは

かるため、最新モビリティを通じた需給の最適化

を行っていく。行きたいところ行く、観たいもの

を観る、食べたいものを食べる。持続可能な

MaaS 事業を展開し 2025 年以降は自動運転車両

にて MaaS の社会実装を目指す。 

② 最新テクノロジーに対する住民不安を取り除

き、抵抗感なく最新サービスを享受して頂くため

の支援（PR、啓蒙活動等）住民意見を汲み上げる

支援、環境づくり 

昨今の社会課題を解決するためには、現行の規制

緩和への取り組み、最新テクノロジーの活用が必

須と考えており、題目２でも記載させて頂きまし

たが、新しい取り組みへの抵抗・不信感を払しょ

くし、浸透させていく必要があります。我々は

MaaS 事業者として自治体様のスマートシティ構

想の中で、持続可能なモデル構築を日々模索して

おります。他市に先駆けて成功事例をつくること

が貴市の魅力向上、さらには全国の社会課題の解

決に繋がると考えておりますので、弊社が貴市の

より良いまちづくり一助となれましたら幸いで

す。 
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5 〇外国人と日本人とが共生し、外国人観光客

で賑わうまち （提言理由）今後、人口減

少・少子高齢化が進展する中、外国人の就

労、外国人観光客の受入は必要不可欠であ

る。千葉市として外国人就労者の受入れ体

制、就労者家族の住みやすい環境作り、今後

更に増加が見込まれる外国人旅行客を吸収で

きるような魅力ある施設の拡充が必要であ

る。〇夢と感動に溢れたスポーツの街〇観光

地としての活性化、ショッピング＆観光の中

心都市〇防犯/災害対策に力を入れた安全都市

としての地位の確立 

①＊幕張メッセを中心とした日常的なイベントの

開催、集客力向上を目的としたまちのイメージア

ップ 

②＊千葉県全体の魅力を発信できるよう千葉市と

千葉県・他市町村との連携 

＊千葉市所有の公園における日常的な利用促進、

賑わい創出、公園をハブとした街の回遊性向上に

資する法的整備とその施策  

＊地域住民と行政との更なる連携強化（合同のテ

ロ対策/消防訓練や合同イベントの開催）  

*現在開発中の夢フィールド、ＺＯＺＯマリンス

タジアムの無料開放などを行いプレイヤーへのサ

ポート。またバスケットなど他のスポーツを行う

場所の確保。 

＊「ＪＦＡ夢フィールド」を生かした子供たちの

“夢”を応援する街づくり 

＊浜田川河口地先への旅客船桟橋の整備   

・東京湾海上ネットワークの整備促進 

＊千葉市が千葉県所有の幕張海浜公園、メッセモ

ールを借り受けて賑わいづくりの為にイベントの

開催   

・東京の目黒のサンマ祭りに対抗して、千葉県銚

子市からイワシを取り寄せ「イワシまつり」 

・盆踊り大会の開催   

・幕張の浜の整備 海水浴場の新設  

  



＊交通アクセスの改善 ＪＲ京葉線、りんかい線

の相互直通運転の実現   

・千葉市、千葉県、ＭＭＫの三者によるＪＲ東日

本千葉支社、東京臨海高速鉄道に対し、要望活動   

・千葉市、ＪＲ京葉線沿線自治体（浦安市、船橋

市，習志野市）ＭＭＫの協議会による要望活動 

＊スカイウェイの拡充   

・ＪＲ海浜幕張駅と各施設の接続   

・国際大通り部分の南北連結   

・施設間の連結（日本アイ・ビー・エム、イオン

リテール、かねたや家具店、千葉復興） 
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6     ○要望の趣旨：犯罪被害者等の支援に特化した条

例の制定を要望します。 

○要望の理由：犯罪被害者やそのご遺族は、理不

尽な犯罪により、ある日突然穏やかだった生活が

一変し、日常生活は極めて困難な状況に陥れられ

ることになります。その日常を少しでも取り戻す

ため、被害直後から途切れることなく経済面、医

療面等での支援が得られる必要があり、住民に身

近な行政を委ねられた地方公共団体（自治体）こ

そ、支援に最もふさわしい役割を果たすことが期

待されます。千葉県内においては、成田市、印西

市、神崎町、多古町において既に犯罪被害者条例

が制定され、見舞金の支給や転居費用の助成など

が盛り込まれておりますので、県都である千葉市

においても是非ご検討をお願いします。 
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7 ①各区の特色を生かした、自然エネルギー利

用による自給自足できるエコビレッジなまち

づくり 

②安全安心なまちを前提に、防犯及び災害に

関し全国のリーダー的立場になるようなま

ち・海 まち 里 景観法を活かしたまちづ

くり海：ハーバーシティの活性化、港の整

備、遊覧船事業の充実まち：JR 千葉駅周辺の

超高層化里：市街化調整区域の景観と自然を

活かしたまちづくり＋エコビレッジ及び既存

集落のエコ化安全・安心で暮らしやすい魅力

的な街づくり 

１．防災面への配慮 

２．空家・未利用地の利用促進 

３．災害への配慮・災害に強い街づくり 

①分散型コンパクトシティ＋エコビレッジ計画・

居住促進区域へ誘導できるよう基準（固定資産税

や宅地開発）を見直し、空き家・空地の利用を促

し魅力あるまちにする・農地付き住宅や隣接する

空家空地（既存団地等）に関し、を取得しやすい

固定資産税等の優遇措置・エコビレッジ開発許可

基準の創設し、既存集落の再開発及び里山の有効

利用・モノレール延伸によるコンパクトシティへ

の誘導 

②災害に強いまち、過去の想定を超える様な災害

に対応出来るまちづくり・ハザードマップによる

周知・開発行為以外（ミニ開発・位置指定道路）

の条件見直し・避難空地（公園）、防災用井戸、

雨水対策及び道路の幅員条件の見直し 

１．①千葉市宅建協会千葉支部会員店舗の地域へ

の情報発信や地域からの情報収集、千葉市との各

種連携②防犯灯・防犯カメラの設置の促進 

２．①ミニ区画整理等の推奨①多拠点居住スタイ

ルの推奨 

３．①エコビレッジ（自給自足型地域）実現の為

の努力②エコビレッジ実現の為の要件緩和②電線

等の地中化（共同溝の整備） 

・意見交換や情報の共有に向けた連携・自給自足

エコビレッジに向けたまちづくりの為の、要件緩

和や整備・災害に強いまちづくりに、井戸（個

別・集中）の補助金の検討・ミニ開発や開発行為

の許可基準の再検討・都市計画の抜本的見直し・

新規農家の資格取得の簡略化・100 年後の未来を

想定したグランドデザインを制定したうえで。10

年ないし 20 年単位の計画・施策を検討した方が

良いかと思います。そのうえで立地適正化計画を

再度見直し、地権者への配慮よりも千葉市全体が

活性化・発展する為にあるべき姿を想定した立案

を希望します。・現時点ではベイサイド（海浜幕

張エリア、千葉みなとエリア、蘇我ベイサイド）

を千葉市の発展の３つの基軸として注視している

が、それとは別に内陸部に位置する花見川区、若

葉区、緑区を結ぶ三角拠点構想も視野に入れるべ

きで、ベイサイドは流通・経済等の面で優れる反

面、災害に脆く有事の際ベイサイドに壊滅的なダ

メージを受けた場合の復旧の拠点とすべきである

と考えます。 
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8 文化・芸術の香りに満ちたまちその文化・芸

術を市内どこでも楽しめる・体験できる機会

にあふれたまち 

①芸術、文化、伝統芸能などの振興・発展のた

め、また後継者育成をし裾野を拡げるため、小中

学校での体験活動に教育委員会との協力の下、連

盟として講師の派遣など関わっていきたい。 

②・上記における後進育成のための活動に対し

て、市としての補助。 

・市立高等学校に古典芸能も学べる「文化芸術

科」を設置し、芸術家の育成を行う。 

・千葉市交の響楽団を作り、市内の様々な行事に

演奏し、市民が音楽に親しめるようにする。 

・市民が、音楽や古典芸能などに、接したり、学

んだり、文化活動に使用したりできる施設の建

設。具体例として、音響設備に優れた大ホール

（1000 人～1500 人程）、中ホール（500 人～

1000 人程）や市民サロンを整備する必要があ

る。 
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9 （１）文化の香り漂うまち 

（２）誰もが気軽に文化芸術を楽しむことが

できる身近な文化イベントが充実するまち 

（３）年間を通して日常的に文化芸術イベン

トが溢れるまち 

（４）地域で様々な文化芸術活動が活発なま

ち 
 

①団体として取り組みたいこと 

・文化ホールでのイベントだけではなく、身近な

場所に出向くアウトリーチイベントの充実 

・文化芸術団体や地域の様々な団体とのネットワ

ークづくりとそれらの団体等との連携・協働事業 

・アーティストバンクちば登録者のイベントへの

活用促進 

②千葉市に取り組んで欲しいこと 

・市民が文化芸術活動に利用できる会場の提供 

・文化芸術活動への支援 

文化芸術分野の範囲でイベントを企画するのでは

なく、文化芸術と福祉、教育分野を結びつけた

り、さらにまちづくり、観光、国際交流、産業分

野など幅広い関連分野と連携し発展させることに

より、各種イベント等が常時開催され、千葉市の

魅力を様々な角度から発信できる「文化の香り漂

うまちづくり」を目指していきたい。 
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10 スポーツ・レクリエーションに親しむことが

でき、活力あふれる交流の広がるまち年齢・

性別・障害の有無を問わず、市民の誰もが

「いつでも、どこでも、いつまでも」スポー

ツ・レクリエーションに親しむことができ、

地域コミュニティとしての交流の場を創造す

ることで、市民が健康で、明るく豊かにくら

せるまち 

① 競技会・スポーツ教室等の開催、スポーツ活

動の相談指導、スポーツ団体の育成スポーツに身

近接する機会を提供し、通じた地域コミュニティ

の活性化・交 流機会の増進 

① 海洋スポーツイベントの開催海辺のまちであ

る自然の資源を活かし、 海洋 スポーツイベント

の開催② 海辺の施設におけるインフラ整備及び

活動環境 に関する支援 

② イベント開催、活動場所の提供及び整備、ス

ポーツ団体の育成に関する助成・支援 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

11 ＜提言１＞様々な災害に備え、誰もが安心し

て暮らせるまち 

＜提言２＞高齢者や外国人、障がい者なども

含め、誰もが生き生きと活躍できる共生社会

の実現 

＜提言３＞SDG'ｓの 17 の目標をいち早く実

現したまち 

＜提言１＞ 

① 自社のＢＣＰ対策を構築するとともに他企業

や千葉市との連携体制も実現する。 

② 公共施設（市役所や区役所、公民館など、避

難所等）への分散型電源の配置 

② 家庭用分散型電源（エネファーム 等）の普及

促進 

② 災害時のインフラ企業等との情報共有システ

ムの構築 

② インフラ企業等との連携体制構築のための陣

頭指揮 

＜提言２＞ 

① 共生社会実現に向けた 社内教育の実施、 障

がい者 等の積極的な 雇用 

② 声かけサポート運動 の広報・普及促進 

＜提言３＞ 

① 自社の目標設定と実現に向かった取組み 

② 担当部署 等の設置と部局間の連携体制構築 

2019 年に 発生した度重なる自然災害 （風水害 

等）は、あらためて災害への備えの重要性を示し

たものだと思います。残念ながら、災害は時間の

経過とともに忘れ去られる傾向があり、まさに今

回の基本計画の改訂にあたって配慮すべき最重要

課題だと思 われ ます。しかし、限られた原資 

でできる対策は限られて おり、 産官学 民の連

携した取り組みが重要であると考えます。施策の

策定にあたっては昨年度策定した千葉市国土強靭

化地域計画やその上位計画である千葉県や国の計

画に基づき実現可能で効果的な対策を検討すべき

です。 

＜提言２＞ 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック、

特にパラリンピックの最大のレガシーは共生社会

の実現にあると思われ ます。日本全国どこの自

治体でも起きている高齢化による労働人口の不足

は避けて通れない問題です。共生 社会の実現

は、高齢者・障がい者・外国人などだれも生き生

きと活躍できる社会の実現 であり、他の自治体

に先駆けていち早く実現することで多様な 人々 

が千葉市に集まり、労働人不足等の問題解決にも

繋がっていくものと考えま す。 

＜提言３＞ 

ＳＤＧ ’ｓは国連サミットで採択された「持続可

能な開発目標 」であり、＜ 提言１＞、＜提言２



＞も含むものです。当面解決すべき課題は２つの

提言であると考えますが、ＳＤＧ’ ｓの１７の目

標実現すること で日本国内のみならず国際的に

も認められる都市となることができます。すべて

の目標を達成することは困難なことではあります

が、目標実現に向かって行動することが千葉市の

将来に重要なことと考えます。 
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12 終戦から 75 年を迎える。8 月 15 日政府主催

の全国戦没者追悼式が日本武道館で挙行され

ます。今年はオリンピック開催、幕張の地で

レスリング、フェーンシング、テコンド、そ

して市長が力を入れているパラリンピック。

何年か前になりますが、私もブエノスアイレ

スの地で、トルコ（イスタンブール）スペイ

ン（マドリード）日本（東京）日本の開催地

決定がしたのを思い出します。高田宮様、太

田フェンシングメダリストそして佐藤総理そ

れに柔道の山下様式典に参加したのを覚えて

います。海辺と世界の人が集まる地に、平和

の尊さを次世代に語り継ぐために何が必要

か？ 

①千葉市で主催されている千葉市遺族会追悼式大

変有難く感謝しております。今後の慰霊友交子親

善事業の充実と遺骨収集事業の拡充強化 

②（１）小中学校への語り部の対策 

（２）特別弔慰金の受給要件の緩和 

（３）戦没者慰霊碑の維持管理をし後世に残すこ

と 

戦争を知らない世代が国民の８割以上を占める今

日において、戦争の記憶は風化される一方で、世

界の各地では未だ紛争が絶えず、罪のない多くの

尊い命が失われているのが現状です。市内の小中

学校への語り部対策をして、２度と戦争をしては

ならない、我々のような遺族を出してはならな

い、恒久平和を願い努力していかなければならな

い。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

13 誰もが安全・安心に暮らせる豊かな地域社会

「千葉」 

○ 平成２８年１２月に「再犯の防止等の推進に

関する法律」が公布・施行され，地方公共団体に

も，再犯の防止等に関し，国との適切な役割分担

を踏まえて，その地域の状況に応じた施策を策

定・実施する責務が生じたため，安全・安心な地

域社会の構築に向け，より一層の期待が市民から

寄せられています。 

○ 地方再犯防止推進計画については，都道府県

レペルではすでに１６都府県で策定され，助言や

情報提供を実施する旨計画の中に定めています。 

○ 地域社会における再犯防止の推進に当たって

は，犯罪や非行をした者に対する「居場所」と

「出番」の提供，すなわち住居の確保，就労の確

保のみならず，それぞれの抱える問題性に応じた

福祉・医療の支援や，非行をした少年への学習支

援等多岐にわたる支援が必要であり，市としても

幅広い再犯防止施策を展開し，担当部署に相応の

権限を付与するとともに，市が施策の旗振り役を

務めることが重要です。 

○ こうした観点から，千葉市における地方再犯

防止推進計画について，策定を推進し，再犯防止

を強力に推進するため再犯防止推進体制の体制整

備を一層推進・支援して頂きたいと考えます。 

○別紙をご参照ください 
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14 １ 世界で最も住みやすい都市「ＣＨＩＢ

Ａ」～医療、教育、環境に対する取り組みを

世界に発信～ 

２ ノーマライゼーションが根付き、人と人

が優しく触れあることが出来るまち 

３ 地域間交流の促進及び年齢・性別・国籍

等を問わず協働するまち 

４ 地域の拠点となる公的病院の設置、拠点

病院を中心とした切れ間の無い医療の提供を

主軸に民間病院、地域開業医間の医療情報ネ

ットワークの構築を図り、市民の安心して住

めるまち 

５ 若者が千葉市で学び、千葉市で働きたい

と思えるまち 

６ 健康について自ら学び、自ら行動できる

まち 

①千葉市の救急医療体制についてホームページや

ＳＮＳ、イベント、民放番組（ＰＲ企画）等を利

用した積極的な広報・周知を行う。 

①地域（千葉市）から求められる学校づくり＝ 

存在意義の向上を目指し、積極的な地域貢献活動

の実施を目指す・住民が参加できる地域貢献活動 

＝ 学校祭、施設開放・教員が行う地域貢献 ＝ 

住民対象の健康教室、健康相談・学生が行う地域

貢献 ＝ 健康づくり事業への参加、各種ボランテ

ィア 

②千葉県内の他自治体や民間関連企業と協働して

医療、教育、環境に対する重層的な取り組み。 

②官民一体となった組織の設立や構築を図り、遊

休施設を活用した地域貢献活動の場所を確保し、

地域での活動（祭り、スポーツ大会、集会等）を

支援、展開する。 

②地域（千葉市）におけるイベントの情報収集、

情報提供の充実を図る。 

・生活保護受給者率を下げる対策の実施（本当に

必要な方々への支援） 

・高齢者の孤独死を防ぐ対策（ＩＯＴ技術を積極

的に活用） 

・自転車・歩行者が安全に通行できる道路整備

（無電柱化、歩道の拡幅、専用路の確保） 

・自然災害時、避難所などでの関連死対策（速や

かな避難場所の確保、プライバシーを尊重した避

難施設の確保（家族テント等）、災害時に即応で

きる医療体制の確保、避難経過時間に応じた援助

体制の確立（場所、物資、支援金等）） 
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15 高齢者や障害者が住み慣れた地域で、安心し

て住み続けることができる。 

① より良い福祉・介護サービス提供の為、業界

のイメージＵＰ。 

① 社会福祉法人の地域貢献に関する取組みの普

及促進。 

② 福祉・介護人材の育成や確保の為の効果的な

支援、 施設整備量をはじめとした保健福祉・介

護保険事業の抜本的な見直し。                

② 受診や買い物など、移動が困難な高齢者等へ

の支援、それに伴い、地域住民と官民を併せた移

動支援ネットワーク構築の為の財政的な支援。 

地域包括ケア体制の構築は、将来に向けた新たな

まちづくりである。それは、単に高齢者の為の施

策に留まらず、全ての住民が安心して暮らすため

の地域の再構築でもある。 

そのため、今後の福祉施策は、従来型の施策を抜

本的に見直し、今後想定される課題に対応すべき

新たな施策を創造することが必要だと思われる。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

16 障害のある人もない人も輝けるまち  ① 当事者並びに家族・支援者・福祉事業従事者

の相談事業や交流事業、ボランティア（会の活動

等を手伝ってくださる方）の養成 

 

② 障害や障害者への理解の啓発、ボランティア

（まちで困っている方に自主的に声をかけてくだ

さる方）の育成 
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17      

千葉市桜木園は、児者ともに通所・入所のサービ

スを利用できるため大きな拠り所となる施設で

す。しかし、現在の桜木園は、事業規模（利用

枠）が不足しております。 

「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指

針」でも医療的ケア等の重い障害のある方やその

親の高齢化について課題解決に取り組んでくださ

っておりますが、第二の桜木園を創設することで

解決につながると思いますのでぜひご検討をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 



N

o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

18 障害のある人もない人も、子供から高齢者ま

で、全ての世代が将来に向かって、希望が持

てる街。若い世代では、子供３人を生み・育

てたいと思える街。 

①障害者と健常者が共に理解し合い、交流する機

会と場所作り。 

②活動スペースの提供 

③市の公報機会の拡充、千葉テレビ・ベイＦＭ・

千葉日報など地域マスコミへの千葉市広報コーナ

ー設置。 

医療・行政・福祉関係機関が連携した「子育て支

援センターの設立」 〇医療―乳幼児の定期健診

と急病・怪我への治療支援。 〇行政―新婚時の

住まいから高校まで、建物リフォーム・新築と利

用策の策定 〇福祉―婚活支援、高齢者による育

児支援システムの構築と支援実施。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

19 〈『子育ち』できるまち（しやすいまち） 

千葉市〉 

「子育てしやすいまち」で検索すると、松戸

市・浦安市・流山市とヒットします。それぞ

れ『保育園への入りやすさ』『待機児童数』

『幼児教育や保育の無償化』などへの取り組

みが、「子育てしやすいまち」としての評価

につながっているようです。 

対して、育つ子どもたち自身が何を感じ、何

を学び、どういった学齢期・青年期を送って

いるのかについてはあまり触れられることが

ありません。 

千葉市は「子どもにやさしいまち」という取

り組みを早くから行なっていることもあり、

子育てする親側からの目線だけでなく『子ど

も自身が自ら育つこと』へフォーカスを当て

た「まちづくり」を行なっていただきたいと

思いました。 

具体的には、子ども自身が主体的に活動する

機会（スポーツ、芸術、学びなど）を創出・

後援し、自発的な動機付けで取り組める機会

を『やりたい事、やってみたい事にチャレン

ジすること＝遊び』として保証することだと

考えます。 

市内にある NPO や市民団体・大学などと連

携して「子どもが主体的に活動できる場やプ

① 子どもが主体的に過ごせる場づくり 

・冒険遊び場プレーパークの実施と普及活動。野

外の遊び場を通して様々な人と関わり、色々なチ

ャレンジを行い、自身のやってみたいという発意

が肯定される場と機会を作っていく。 

・遊び場そのものやコンセプトを多くの場所で実

現していく。 

② 「子育ちできるまち」づくり団体への支援 

具体的には、 

・同様のコンセプトで活動する団体間交流の場づ

くり 

・活動への理解 

・居場所づくりや遊び場づくりなどへ従事する者

に対する理解と支援 

・経済的支援 

民間でできることは民間が、行政じゃないとでき

ないことは行政に担ってもらうことが理想と感じ

ています。 

子どもを支えるのは本来は地域が担うべきと感じ

ています。そのために地域を豊かにしていくこと

は地域住民が担い、その住民を法的・仕組み的に

バックアップしていくことを行政が担う形が良い

と感じます。 

いつも行政職員の皆さんには、とっても良くして

もらっています。 

ありがとうございます！ 

 

昨年ドイツに視察に行った際、ドイツの行政職員

は専門課を跨いで人事異動することは稀であると

伺いました。 

都市計画を学んだ方は都市計画に、教育を学んだ

方は子ども関係に、と専門分野を重点的に市政へ

反映する方が合理的であるとのことでした。 

 

千葉市にも素敵な見識を持った職員さんがたくさ

んいらっしゃるのに、頻繁な人事異動があること

が残念に感じられました。 



ログラム」を作成し、「学び」に縛られない

自由な体験を重視する。より深い理解や学び

を求める子には相応しい機会や環境へ繋げて

いく。 

『遊び』なのだから、途中で止めてもいいし

他に関心が向いても構いません。子どもたち

が興味のあることを見つけられること、それ

にチャレンジできること、自分に合うかどう

かを判断できること。多様な文化や体験に触

れ、自分に合うものを見つけていくこと。そ

うして子どもたちが主体性を発揮する機会を

作ることが「子育ちできるまち」の中心にく

る部分です。 

少々不便でも、「子どもの主体性が尊重」さ

れ、「様々な体験を積み重ねて経験に変えて

いくまでの紆余曲折を子どものペースで過ご

せる」ことや「自然や豊かな人間関係の中で

過ごす」ことを求めておられる親世代の方

も、実はたくさん居るのです。交通費を払っ

てでも、泥遊びができる場所を探して遊びに

行く方（他市であっても！）もいらっしゃい

ます。ニーズは確実にあります。 

子ども自身の興味関心を発揮し、それが受容

されていく経験を持つ子は、自尊感情や有用

感・効力感のある子に育ちやすいという研究

結果があります。多様な人間関係・自然体

験・地域活動を行なって育った子は、社会に

出てからの意欲や関心が高いという結果もあ

ります。 



 

昨今の若者世代の自殺数の多さや、先進諸国

比で見る自己肯定感の低さは、千葉市だけで

なく日本の将来を担う子ども施策における重

大なテーマです。少子化する社会であるから

こそ、楽で快適な子育てに目が向きがちです

が、何よりも大切なことは子どもが幸せに暮

らせるまちづくり、「子育ちできるまちづく

り」ではないでしょうか。 

近年改定された保育所保育指針でも、認知能

力（読み書きや計算など数値化できる能力）

を伸ばすためには非認知能力（自分で考え

る・人と協力するなど数値化できない能力）

を伸ばす必要性について新たに認められてい

ます。そしてその非認知能力を伸ばすのは、

様々な体験を、自発的なモチベーションで、

大人に肯定されながら積み重ねることでしか

果たせないのです。 

千葉市で育った子は自尊感情が高いね、失敗

から立ち直れる子だね、新しい発想ができる

子が多いよね、そう言われることは、市にと

ってもメリットがあることではないでしょう

か。 

子育て世帯の応援だけでなく、子ども自身の

育ちも応援する街。千葉市はそんな都市であ

ってほしいです。 

乱文で失礼をいたしました！読んでいただき

ありがとうございます！ 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

20 ・水と緑の豊かさを活かした、住みよいま

ち。・こどもから大人まで、みんなで支えあ

うまち。・６つの区の間の交流が進み、ワン

チーム千葉市へ向けて共創するまち・経済も

環境もバランスの取れた、環境未来都市・気

候変動等による災害に強いまち。 

①環境学習開催、環境イベント参加など、持続可

能な社会を担う人づくり 

②行政・学校・企業などが連携を進めて欲しい

（マッチング）庁内の連携（横断的） 

・2015 年世界で定めた、2030 年までの目標「持

続可能な開発目標（SDGｓ）」に向けて、千葉市

でできることを進める必要があります。千葉市が

持続可能な街であるためにも、他人事でなく自分

事として取り組む姿勢を示してほしい。また、市

民・行政などが意識していくために、知恵と力を

出し合えたらと思います。 

・少子高齢化が進む現実から、今後ますます世代

を活かした地域づくりが必要と思います。それに

は、公民館を軸として多様な人が交流できる開か

れた場づくりが必要と思います。また、行政だけ

でなく、地域住民の関心・協力が必要で、それに

は地域を愛する（大事にする）気持ちを育てあう

ことが課題と思います。 

・千葉市は、都市と田舎が同居している魅力ある

街です。それを活かすためにも、都市住民は農業

生産物の購入、荒廃している里山などの支援など

連携、協働を推進する体制が、今後ますます重要

になると思います。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

21 誰もが同じ地域・社会の中で生き生きと安

全・安心に暮らせるまち超高齢社会日本にお

いて高齢者の増加・人口減少が見込めれま

す。身体的・精神的な衰えなどから私生活な

ど支障となる様々なバリアーを取り除かなれ

ばなりません。今年の 6 月には認知症施策推

進大綱が閣議決定され、認知症に関する基本

法案も検討されています。この点も踏まえ

人々の生活に関連する全てのバリアーを克服

すべく産官学や地域住民との連携から地域課

題に合わせた解決対応が必要かと考えます。

様々な施策が各分野で検討されていますが、

横のつながりに欠けているため推進の広がり

が停滞もしくは遅れているのではないかとも

考えます。 

① 地域の拠点・コミュニティ拠点としての責任

を担う弊社においてこれまでの「買い物する」と

いう来店動機から「集う・食べる・遊ぶ・相談・

学ぶなど」の取り組みを行政や地域団体などのス

テークホルダーと連携し、店舗インフラを活用し

た地域コミュニティの場の形成を目指していま

す。また、買い物困難な方々への対応など店舗外

における対応も検討しています。 

② オレンジタウンの構築行政主導により、関係

する様々な団体が連携し当事者の意見を踏まえた

誰もが生き生きと暮らしやすいまちづくりの構

築。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

22 ・こどもを中心に大きな輪がひろがるまち ① 施設内の人が集う場所に、市の取り組みを伝

えるコーナーを常設。平日は情報提供（チラシ配

架・デジタルサイネージ利用）がメイン。土日は

イベント開催（市の取り組み紹介、こどもが体

験・教育できるワークショップ開催） 

① 地域の学校の活動発表の場として施設を提供

発表を通し、こどもの成長を助ける・地域でこど

もを応援・持続可能な文化発展に繋げる。（例：

吹奏楽・合唱・ダンス活動の発表 絵画・工作な

どの作品展示） 

① 施設内に託児所を設置（国道沿いのため車通

勤者に利便性が良い） 

① 子育て世代が働きやすい職場環境の整備（育

休・時短・再雇用など） 

② 子育て世代の支援更なる官民連携（商業施設

内に公共施設設置など） 

都市機能集積ゾーンと生活・環境調和ゾーンを結

ぶ言わば「横導線機能」の充実を図ることで、市

内あるいは近隣の四街道市、市原市等からの交流

が大幅に図れると思います。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

23 【住む・働く・学ぶ・楽しむ バランスのと

れた理想の都市をめざして】持続可能な都市

の実現を目指し、市内産業の国内外競争力を

確保・向上させつつ、周辺自治体との特色を

活かした効率的・効果的な広域連携の強化や

諸資源の最大限活用を通じ、経済の活性化を

推進することで、街の「住む・働く・学ぶ・

楽しむ」魅力度がバランスよく最大限となる

よう図る。 

① 京葉臨海コンビナート進出第１号企業として

地域経済振興の一端を担ってきた自負のもと、今

後も国内外において競争力を有する製鉄所とし

て、老朽設備更新や最適生産の追求などの諸策を

講じながら再生産可能な持続性を確保し、安定的

な操業の維持に努めます。その産業活動を通じ

て、納税や雇用機会の創出など、企業の社会的責

任を果たしつつ、千葉市のさらなる発展に寄与し

ていきたいと考えております。また、これら産業

活動を通じて得た各種資源を活用するなどして、

地域課題への取組みなどの活動を継続するととも

に、千葉市が目指すパラリンピックを通じた共生

社会の実現に貢献すべく、心のバリアフリーの推

進に取り組んでまいります。 

② バランスよい産業の発展に資する環境の整備

既存の各企業が自ら努力・工夫を進めることはも

ちろんですが、更なる地域経済活性化のため、立

地企業の再投資支援を含む補助金制度、税制優遇

措置、勤労者支援（育児・介護支援含む）といっ

た、各企業がさらなる強みを発揮し、競争力を確

保できるような環境整備に取り組んでいただくこ

とを望みます。加えて、広域道路整備や公共・交

【蘇我特定地区のさらなる魅力向上】 

・ 蘇我特定地区の臨海エリアは、本市３都心の

ひとつとして、平成１５年の事業着手以来、商業

とスポーツの街として、順調に整備が進捗してい

る一方、蘇我駅周辺地区においては、蘇我副都心

の玄関口、またＪリーグチームのジェフユナイテ

ッド市原・千葉のホームタウンとして、まだ課題

が残っていると考えます。例えば、駅前ロータリ

ーや歩道・道路などにジェフカラーを取り入れる

などした統一感・一体感あふれる都市基盤施設の

再整備や、周辺商店街などと連携した賑わいのあ

る魅力ある街づくりに、一段の推進を期待しま

す。 

・ また、蘇我特定地区の臨海エリアが、本市３

都心を担う蘇我副都心としてより魅力的なまちへ

と発展するため、親水空間を抱く立地にあるとい

う特徴を最大限活用し、港湾管理者など関係機関

とも連携しながら、港湾施設の市民への開放を促

進する各種施策を、市が主体的かつ積極的に考

案・推進いただきたいと思います。 



通ネットワークのさらなる構築・強化による利便

性の向上に取り組んでいただくことを望みます。 

 

弊社としてお願いしたい具体取組み例： 

・ 新規設備、更新設備にかかる固定資産税・償

却資産税などの税制面での優遇拡大・強化 

・ 市内立地企業の競争力保持向上に資する産業

振興施策の継続・強化（例：設備更新を目的とし

た企業投資に対する補助金制度の創設、など） 

・ 安定した雇用のための採用促進支援、産業人

材供給を視野とする学校教育プログラムへの取組

み（広域連携を含む）、介護を理由とした離職防

止対策における連携 

・ 実質・実態に即した適正な見直しなど、各種

規制緩和を促進 

・ 「千葉市に住み働くことが憧れ」となるよう

な、総合的・包括的な各種施策・仕掛けの実行 

・ 国道 357 号の拡幅、千葉県湾岸地区における

高規格道路等の交通インフラ整備による物流ネッ

トワークの構築 

・ 利便性が向上し千葉市の魅力をさらに引き上

げるための、公共交通ネットワークの強化・充実

等 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

24 （１）元気な企業がたくさんあるまち 

（２）働きやすく生活しやすいまち 

（３）安心･安全･持続可能なまち 

（４）日本一のテクノロジー最先端都市 

（５）高齢者にやさしい活力のあるまち 

（６）千葉ブランドの確立による活力のある

まち 

「①団体等の皆様が取り組みたいこと」 

（１）元気な企業がたくさんあるまち 

ア 市内企業育成を図るため、ステージ(創業期･

成長期･成熟期)別の支援強化 

イ 特徴のあるスタートアップ企業の育成支援 

ウ 副業･高齢者･女性･外国人起業家･留学生に対

する創業支援の強化 

エ 企業価値を高め、魅力ある産業を育てるため

の、個社支援の継続･強化 

オ 廃業や事業譲渡も視野に入れた事業承継に対

する支援 

カ 生産性向上や業務効率化を図る企業への継続

支援 

キ デザイン思考･アート思考に基づく事業の思

考転換に関する支援 

ク 千葉市固有の産業の発掘によるニッチ製造業

の支援 

ケ 千葉市の市場縮小に伴う市場(域内･国内･海

外)拡大支援の強化 

コ 亥鼻イノベーションプラザ･アフターインキ

ュベーション入居企業の支援 

（２）働きやすく生活しやすいまち 

ア 企業経営の観点から生産性向上を促す働き方

改革の推進支援 

イ 労働環境の整備や福利厚生制度の充実など、

働きやすい環境づくりの支援 

（１）国内で最も災害に強いベイエリアを持つま

ち 

ア BCP と市民の防災を一体化させた千葉市主導

の災害対策 

（２）AI 機能を活用した災害対策(防災･減災対

策)、環境対策 

（３）あらゆる人･企業が SDGs への取り組みを

意識したまちづくり 

（４）スマートシティの実現 

ア 最先端技術の実証実験が多く行われる都市と

して、国家戦略特区機能の強化(AI･ IoT･自動運

転･医療･バイオメディカルなど) 

（５）AI･IoT･5G･6G の他、SDGs･Society5.0 の社

会ベースを想定した多様性社会(ダイバーシティ)

への対応 

（６）“ちば”共創都市圏(共創都市圏ブランド等)

の確立 

（７）研究開発のさらなる活性化を図るため、大

学の研究所や分校等の誘致 

（８）インバウンドを促進するための支援の強化 

（９）外国人が生活するためのバリアフリー社会

(住･学)の構築 

（10）歴史･産業･文化などの千葉市独自要素の発

掘による将来の世代が誇りに思える文化を育む 

（11）コンパクトシティ化の推進 

ア 中心市街地への居住促進 



（３）安心･安全･持続可能なまち 

ア SDGs への取組みによる企業の競争力強化へ

の支援 

イ 災害に強いまちを目指すため、BCP 支援の強

化 

（４）日本一のテクノロジー最先端都市 

ア 幕張新都心で最先端のビジネスモデル構築支

援 

イ 域外から稼げる先端的なサービス業(製造業

以外)等の千葉市モデル構築支援 

ウ AI･IoT･5G･6G の普及に伴う、情報セキュリ

ティ対策産業の支援強化 

エ IoT 企業支援の強化「②千葉市に取り組んで

欲しいこと」 

（１）元気な企業がたくさんあるまち 

ア 起業しやすい環境の整備強化 

イ 海外市場拡大支援に伴う、ジェトロ千葉との

連携強化 

ウ 企業立地補助制度の充実 

エ 市内企業製品の積極的採用 

オ 亥鼻イノベーションプラザのアフターインキ

ュベーション施設の整備 

（３）安心･安全･持続可能なまち 

ア 循環型社会構築のためのリサイクル産業の育

成支援 

（４）日本一のテクノロジー最先端都市 

ア 地域に根差したオンリーワン企業の育つ都市

として、中小製造業のコア技術の継承･育成･事業

イ 働く魅力のある産業(企業)と住みやすい住宅･

商業施設が市内に集まり、生活の全てが市内完結

できる対策 

（12）都市インフラ(道路･橋等)の維持管理の強

化、超寿命化 



価値評価に関する AI 導入の実証実験によるテン

プレート化の促進 

イ IoT･セキュリティ関係企業を誘致し、幕張新

都心に研究所等の施設を作り、積極的な研究･実

証実験の実施 

（５）高齢者にやさしい活力のあるまち 

ア みんなで暮らす社会実現のモデルケース、高

齢者社会のモデルケースとなる社会の実現 

イ 行政機関(千葉市･財団)、研究機関(千葉大学

など)、福祉施設、IoT 関係企業、警備関係企業、

大企業も取り込んだコンソシアムの立ち上げによ

る検討 

ウ AI 機能を活用した高齢者対策(高齢者施設の

AI 化･人材不足の解消) 

（６）千葉ブランドの確立による活力のあるまち 

ア 他政令指定都市に負けない千葉市のブランド

力の向上 

イ 対外的発信力の強化による、優れた企業や事

業の効果的なアピール 

ウ 千葉市特産品の創出 
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25 「ひとびとが行き交い集う、ときめきと賑わ

いのあるまち」 

※ 千葉駅と中心市街地の間に立地している

千葉ショッピングセンター“C･one”の立場か

ら千葉都心を念頭に置いている。 

① ・魅力や集客力のあるテナントの誘致等によ

る C･one の賑わい向上 

・「千葉駅まつり」など近隣大型店と連携した千

葉駅周辺の活性化事業 

・「YORU MACHI」など中心市街地の賑わいづく

りへの支援 

 

② ・「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」

の推進 

・上記による中央公園・通町公園の連結強化に加

え、東エリアで貴重な公共空間である葭川公園の

活用 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

26 人口減少社会、超高齢化社会の中で住まう

場、はたらく場、楽しむ場として選ばれるた

めには、それぞれのテーマに対して取り組み

が求められる。 

(1)住まう場：千葉市は東京通勤圏の辺縁部に

なるので、東京通勤圏としての場と、ゆとり

ある生活を求める場を分けて考える必要があ

ろう。東京通勤圏の場については、通勤の利

便性の向上に注力するとともに、老朽化した

住宅団地の再生などによる良好な住宅の提供

が求められる。またゆとりある生活の場とし

ては、豊かな緑や農業と生活の場との連携の

仕組みが求められるだろう。市民農園的なも

のから農地付き住宅など田園生活の提供、ま

たはたらく場を確保することによる職住近接

の実現や、これらのエリアから千葉中心部へ

のアクセス向上も求められてくる。 

(2)はたらく場：東京から距離のある千葉市

は、ある程度産業的に独立した千葉自立都市

圏を充実させていくことが必要である。その

ためには中小企業、ベンチャー企業の育成支

援が求められる。またコミュニティビジネス

やマイクロビジネスなど、従来の産業のカテ

ゴリーに属さないビジネスへの支援も求めら

れよう。また新たな形での農業を千葉市の産

業として育成することも必要である。 

(1)住まう場：まず通勤圏の場として最も求められ

るのが鉄道網の利便性向上である。京葉線の羽

田・新宿方面への延伸や、総武線の津田沼以遠の

本数増、花見川区への快速停車などは喫緊の課題

であろう。また京葉線の複々線化、勝田台終点の

東葉高速鉄道の千葉市内への延伸、京成千葉線の

充実、道路網整備として第二湾岸道路なども今後

１０年の間に検討のテーブルに乗せていかなけれ

ばならない。通勤圏の住まう場としては、若葉住

宅地区などの新規開発とともに、稲毛海浜ニュー

タウンや花見川団地などの老朽化した大規模団地

を再生して、良好な住宅を安価で提供することな

ども進める必要がある。 ゆとりある生活の場と

しては、都市と農業の交流を進めるための各種施

策や、昭和の森、泉自然公園などの郊外型大規模

公園を活用した各種アクティビティの提供、小倉

台、千城台や大宮台の郊外型団地をゆとり型生活

の場として位置づけ再整備をする、など多様なラ

イフスタイルに対応した施策が求められる。 

(2)はたらく場：企業誘致を今後も積極的に進める

とともに、新しい事業の育成も重要である。今ま

でも中小企業やベンチャー企業の育成を進めてき

たが、芽が出たとはいいがたいところがある。そ

こは再検討が必要であろう。また今後アクティブ

シニアが増加する中で、注目すべきなのがコミュ

ニティビジネスやマイクロビジネスである。これ

 この地域は近年、住民の高齢化が進むとともに

団地も老朽化し、まちとしての活力が大幅に低下

しているところですが、この団地の再生こそが千

葉市の未来を豊かにするのではないかと考える次

第です。弊社のショッピングセンター内には、千

葉地域再生リサーチと団地未来シフトという

NPO があり、両者ともに団地の再生を活動の主

眼としています。このような団体を支援すること

により海浜ニュータウン団地の再生が進むのでは

と考え、弊社としても様々な形で協力・支援をし

ているところです。もし行政がこれらの団体と連

携して団地再生に取り組めば、色々と面白いこと

ができると思います。ぜひ御一考いただければと

思います。 



(3)楽しむ場：まずは千葉市の資源である

「海」と「緑」を生かした楽しむ場の提供が

重要である。すでに手が付けられているが、

海や緑を活用したアクティビティを提供する

ための整備が必要であり、また、特に海につ

いては「海のある街ちば」としてのイメージ

つくりも求められよう。 

は単に利益を求めるだけでなく、シニア層の生き

がいや健康とも密接に関連してくるからであり、

育成・支援を進める必要がある。また農業につい

ては、農業法人等による効率的農業の導入ととも

に、住民参加型農業や観光農業など新たな形の農

業の育成が求められる。 

(3)楽しむ場：海を生かすことについては、すでに

稲毛海浜公園の再整備が進めてられているが、重

要なことは検見川の浜、幕張の浜まで含めた千葉

市海岸部の一体的な整備活用である。県との協議

を早急に進め、千葉市主導で一体的な整備活用が

できるようにしなければならない。 緑について

は前述したように郊外型大規模公園を活用したア

クティビティの提供や市民農園の充実など、住民

が緑に親しめる環境づくりを引き続き進める。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

27 （1） 自然災害に強いまちづくり（2） 障害

のある人もない人も、ともに尊重し合い認め

合い助け合いながら働き暮らせる社会づくり

（3） 少子・高齢化のなかで、多様な働き方

をしながらワーク・ライフ・バランスを実現

（4） 市内特有の観光資源や施設を活かし、

国内外からの訪問者に満足して楽しんで頂け

るまちづくり（5） 労働力の確保（市内出身

者、市内の高校大学で学んだ者が、市内中小

零細企業へ就職したくなるような産学官の協

力体制構築） 

（1）① 

・災害・防災に関するセミナー開催 

・災害対策について県に対し政策要望等の働きか

け 

② 

・官民での防災支援ネットワーク・連携の強化 

・電柱の地中化 

・防災に向けた適切な森林管理 

・病院・高齢者施設・福祉避難所など弱者施設に

対する自家発電等設備の充実・河川、海岸整備及

び土砂災害危険地域の崩壊対策 

（2）① 

・パラリンピックのレガシーとして共生社会の実

現に向けた事業やセミナーの展開 

② 

・「支え手」「受け手」という関係を超えて支え

合うための教育・障害を持つ人の働く場の提供

と、障害を持つ人も持たない人もともに楽しめる

場の提供・ポートアリーナに多くのパラスポーツ

大会を誘致し、パラの殿堂に 

（3）① 

・ダイバーシティ、ワーク・ライフ・バランス関

連セミナーの開催 

・人事労務、働き方改革に関する様々な情報提供 

・「千葉の魅力ある職場づくり公労使会議」に参

加 

・幹線道路の整備が進展する千葉県にとって、千

葉市が単なる通過点とならぬように千葉市の魅力

を PR することが大切。幸いにも幕張メッセやマ

リンスタジアムを擁し、文化的にも千葉市美術

館、ホキ美術館、歴史的には加曾利貝塚、千葉城

等がある千葉市は高いポテンシャルを秘めてい

る・パラリンピック 4 競技が開催された千葉市

は、障がい者にとって住み易いまちづくりとなっ

て欲しい・市内中小企業の発展と働く人たちのワ

ーク・ライフ・バランスの同時実現を望む 



② 

・大企業による下請けいじめの撲滅・生産性向上

に向けた支援による長時間労働削減と、有給休暇

取得促進奨励・モバイルワーク支援 

（4）① 

・観光振興について、県に対し政策要望等の働き

かけ 

②・観光資源や観光ルートの PR と誘致策の策定 

・大型客船入港可能な港つくり 

（5）① 

・中小企業の人材確保に向けた様々な支援につい

て、県に対し政策要望等の働きかけ 

②・産学官協力し、学生や市民に対する市内企業

の PR と就職誘致に向けた施策づくり 
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28 ●今後も幕張メッセで最先端産業の展示会や

多様な催事等が開催されることにより、多く

の来街者が幕張新都心を訪れる●幕張メッセ

や近隣の宿泊施設・商業施設の連携等によ

り、幕張新都心の価値が向上し地域経済が好

循環する⇒人々やモノ、文化が交わり、新た

な価値を創造するまち 

①展示会や催事等誘致の競争激化が予想される

が、千葉県・千葉市のさらなる経済的な発展のた

め、千葉県・千葉市・ちば国際コンベンションビ

ューロー等関係機関と連携し積極的な展示会等の

誘致を行う。 

①これまでの取組みを踏まえながら近隣施設との

連携を強化するとともに、国家戦略道路占用事業

など新たな規制緩和の手法を活用し、さらなる賑

わいづくりと地域経済の好循環化を図る。②千葉

県・千葉市の経済的発展のため、県市の連携の

下、幕張新都心への MICE の誘致及び支援をさら

に充実していただきたい。 

②関係機関と連携し、りんかい線・京葉線直通運

転など東京都内から幕張新都心への交通アクセス

のさらなる向上を推進していただきたい。②幕張

新都心の価値向上や地域経済の活性化のため、国

家戦略特区をはじめとした各種規制緩和による道

路・公園など公共空間のさらなる利活用や、ナイ

トタイムエコノミーなど滞留時間の長時間化を促

進していただきたい。 

②官民連携による幕張新都心のさらなる活性化の

ため、街全体で共有できる将来ビジョンを提示す

るとともにその実現に必要な施策を検討・実施い

ただきたい。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

29 １ 県都、国際会議開催都市、MICE 重要拠点

都市としての役割を県域全体に波及させる風

格を備えた政令市への成長２ 市内及び周辺

都市に集積する知的資源を生かした MICE 誘

致と産業集積が融合したまちづくり３ 市の

発展の一翼を担う幕張新都心の活性化と賑わ

いの絶えないまちづくり 

１ ①－１千葉中心市街地や幕張新都心に一定の

コンパクトなエリアを設定し、そのエリアに行く

と千葉の食や買物、芸術鑑賞などが楽しめ、安心

してブラづけるエリアをモデル・エリアとして設

定する。 

① －２コンテンツ別の有料ガイドツアーを実施

し、専門的スタッフによるよりディープな千葉を

案内し、体験してもらうことにより MICE 来場者

と市民の交流する場を設定するとともに消費拡大

と楽しめるまちづくりを目指す。 

② MICE 来場者が千葉中心市街地に行くための

交通手段、特にバス、あるいはバスとモノレール

を使ったアクセスを用意するとともに、モデル・

エリアでの支援メニューを用意し、効果測定す

る。その中で、特に効果が見込める事業を恒常的

に進める。 

２ ①ヨウ素シンポジウムや Icecube に関する会

議、日本地球惑星科学連合やドローンに関する国

際会議などのオンリーワンの MICE やヨウ素イノ

ベーションセンターや亥鼻イノベーションプラ

ザ、放医研や千葉大学医学部（免疫分野）、ドロ

ーンに関する研究機関などのオンリーワンの知的

拠点施設を活用し、千葉ならではの MICE を開

催・創出することにより、知的資源やテクノロジ

ーが集積するような戦略的な MICE 誘致に戦略的

かつ継続的に取り組む。 

  



②千葉市の重点 MICE 支援策として、こうした分

野に対して、戦略的・継続的に政策的・財政的な

支援を行い、知的プラットフォームの形成と新産

業の創出を目指す。 

３ ①-1 幕張メッセ開催される MICE のうち、優

良な地元企業とのマッチングが期待できるのもに

ついて、会談や商談会、シンポジウムや交流会を

設定するとともに、住民や従業者との交流を図る

ため、地域交流会・意見交換会等の場を設定す

る。 

①-2JFA 夢フィールドの関係者と連携し MICE、

幕張新都心を活性化させ魅力あるまちづくりに取

り組む。 

② ①-1,2 の橋渡しは当財団が実施。主催は、千

葉市。 
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30 ■防災機能も備えた、災害に強いまち・大規模災

害にも対応できる災害に強いまちに変化していく

必要がある。特に、幕張新都心においては来訪

者・就労者・市民の安全が確保でき、災害時にイ

ンフラが止まった場合でも対応できる防災機能を

備えたまちへの進化を期待したい。 

■豊かなスポーツ文化が根付き、健康寿命が長

く、市民の幸福度が高いまち・これからの高齢化

社会を見据えて、市民の健康寿命を伸ばしていく

必要がある。生涯スポーツを通じて、日常的に健

康意識を高め、運動能力を向上、未病を改善する

ことが重要である。また、高齢者と共存できるま

ちにする為に、高齢者の孤立を減らす等の取り組

み(公共交通機関を充実させる、老人ホーム隣接の

大型施設を作る等)も検討すべきと考える。 

■絶えず賑わいを創出できる、最先端のまち・イ

ンバウンド及び市外からの来訪者を増やす為に、

既存のコンベンション施設・宿泊施設と連携を取

りながら、魅力的な新施設(ボールパーク等)を作る

などして、幕張新都心の再開発を行ってほしい。

同時に、新たな文化(e スポーツ等)の聖地ともなり

える取り組みを行い、全国に発信してほしい。千

葉市は日本に先駆けて、他市のモデルとなるよう

な課題対応型の都市として進化していくこと

が相応しい 

①千葉市のシンボルとしてチームの価値向上・絶

えずチーム強化を図りつつ、地域振興活動を行い

ながら、さらに地元千葉に愛されるプロスポーツ

チームとして、千葉市のシンボルとなることを目

指す。 

・２０１９年には全国に先駆けてスタジアムのス

モークフリー化に取り組んだが、今後も時代の最

先端の取組に挑戦していく。また、スタジアム並

びに外周エリアの賑わい創出に継続的に取り組ん

でいきたい。まちを染めるような取り組みがあれ

ば、ロゴの提供等の協力は惜しまず、協働してい

きたい。 

②海辺エリアのさらなる魅力向上・人が集まる千

葉市のランドマークとして、海辺エリアの魅力を

さらに向上させる為に新施設(ボールパーク等)を

検討していただきたい。「ボールパーク」を中心

とした機能再編や、既存の商業・宿泊・レジャー

施設との連携強化、次世代モビリティによる幕張

新都心の回遊性向上にも併せて取り組んでいただ

きたい。 

日本のプロ野球において、初めて「ボールパーク

構想」を掲げ、実行してきたが、ここ数年で他球

団も追随し、現在は先を越されている状況といっ

ても過言ではない。これから千葉市と共に魅力あ

るまちづくりを実現させる為に、次世代型のボー

ルパークを一緒に検討していきたい。他地域・他

チームの事例ではあるが、2023 年には北海道ボ

ールパーク、2027 年には神宮ボールパークが完

成予定である。米国でも官民が連携し、スタジア

ムを中心としたまちづくりを行うのがトレンドと

なっている。単なる野球場ではなく、複合的な機

能を併せ持つボールパークであれば大きなインパ

クトがある。以下は具体的なアイディアとなる。 

-エコスタジアム(球界初のファン応援時発電・太

陽光発電・風力自家発電)-災害に強いスタジアム

(災害時には被災者受け入れ可能)-全天候型の開閉

式ドーム球場-宿泊施設等を併設(スポーツジム・

老人ホーム等を併設) 

-e スポーツ施設・多目的グラウンドを併設(e ス

ポーツ・草野球の聖地となるような施設)-次世代

通信への対応-幕張新都心の回遊性向上の取組(ス

マートモビリティ) 

-１軍・２軍の本拠地としての施設を併設 
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31 ビジョン「世界中から人々が集い未来に向け

て進化する交流文化都市」 

コンセプト「自然や文化を感じるアクティビ

ティが楽しめるアーバンリゾート」 

当協会は本市の観光振興にあたり、千葉市は県都

ならびに房総半島のゲートウェイとして、従来の

観光から広く交流人口を拡充していくため、グロ

ーバルな視座で、新たなビジョン・コンセプトの

もと、千葉市制１００周年及び千葉開府９００年

に向けて千葉市の新たな顔を創造していく必要が

あると考えています。そのためには、狭義の既存

観光資源に依拠した考え方から、未来を予見し、

広義・広域の資源や環境ポテンシャルを活かした

交流人口を拡大するための仕組みについて、地域

の人々が共通の意識を持ち、継続的にマーケット

の変化に対応しながら観光がもたらす効果を高め

ていく取り組みが重要です。そこで、当協会は

「千葉市の観光を考える委員会」を設置し、民間

事業者が主体となり千葉市が目指す観光都市の姿

を構想し、千葉市に集う全ての人々が、このまち

を愉しむことが出来るまちづくりの実現に向け

て、民間の事業視点に重きを置いて、現状の課題

や機会、具体的な戦略の方向性について議論を重

ね、新たな観光都市マネジメントの実現に向けた

提言を取り纏めました。そして、本提言を「千葉

市観光交流ビジョン」として、２０２０年度から

  



当協会の基本活動方針とすると共に、千葉市をは

じめ民間事業者、観光協会の連携を一層強化して

観光地経営の実現に向けて、千葉市さらには房総

半島全体の発展に寄与していきたいと考えていま

す。 

1.千葉市の強みを活かした新たな交流文化都市創

造 日本有数のコンベンション施設「幕張メッ

セ」を有し、政令指定都市でありながら「ビー

チ」「里山」「都市」の「３つのエリア」を複合

的に併せ持つ千葉市の強みを活かして、住民と多

種多様な来訪者が愉しみ、交流・相互理解するこ

とで交流文化都市を創造する。 

〈提言〉  

(1)「日本有数のコンベンション施設・幕張メッ

セ」を集客ハブとした国内外からの来訪者との新

たな交流創造  

(2)政令指定都市でありながら「３つのエリア」を

複合的に持つ強みを活かした交流創造 

2.千葉市らしさの創造に向けた観光資源の磨き上

げと生産性の向上 千葉市の３つのエリアそれぞ

れに点在する「千葉市らしい」特色ある文化・歴

史・芸術・産業・技術・まちなみなど、観光資源

となり得る素材（コンテンツ）の磨き上げとスト

ーリー開発、周遊の仕組みづくりにより、千葉市

全体が選ばれる観光都市を創造すること。 また

そのためには、千葉市が保有する資産や文化財活

用の最大化を実現し、規制緩和により民間活力を

導入することで生産性を向上させる。 

 



〈提言〉  

(3)東京から一番近いアーバンビーチリゾートとし

てのブランディング  

(4)地域の伝統的な祭りやイベントを活用した新た

な魅力づくり  

(5)民間活力による芸術・文化・歴史・産業資源活

用の最大化  

(6)歴史的建造物や文化施設など特別感のある会場

でのイベント（ユニークベニュー）の 開発と活

用、そのための規制緩和 

3.業種を超えた民間事業者連携とツーリズムを活

用する新たなエリアマネジメント   

都市マーケティング機能の高度化に向けて、千葉

市の観光の枠を超えた様々な関係者がコンソーシ

アムとして目標を共有する。多様な主体が連携し

て民間活力とツーリズムを活かした新しい試みや

プロジェクトの創発などができる仕組みと「オー

ル千葉市体制」を構築することで地域の産業を強

化（育成する）。 

〈提言〉  

(7)「千葉市が目指す新たな観光都市マネジメン

ト」推進に向けた民間事業者を主体とする体制構

築  

(8)ＩＣＴ活用による受け入れ環境、マーケティン

グの高度化と生産性向上  

(9)グリーンツーリズム推進による地域経済活性化  

(10)食のブランド化による相乗効果  

(11)若者が集まる先進的なまちづくりに向けた取

り組み 4.住民と一体となった持続可能なまちづく



り 住民と一体となった持続可能なまちづくりに

向けて、交流を活用したシビックプライドの醸成

と誰もが愉しめる観光都市を創造するという視

点。 

〈提言〉  

(12)２０２０を機会としてオリパラレガシーの創

造   ～人にやさしいまちづくり・豊かな環境

を維持するための取り組み～  

(13)持続可能な交流創造に向けたシビックプライ

ドの醸成とおもてなし向上 5.房総のゲートウェイ

機能（スポークスマン、ショーケース）強化によ

る相乗効果と地域連携 食材・名所豊かな房総半

島資源を活用したグローバル集客のための地域連

携に向けて、 房総半島の豊かな資源を活用した

ゲートウェイ集客と、千葉市及び周辺地域の資源

を組み合わせることによる訴求力向上の視点。

〈提言〉 

(14)食材・名所豊かな房総半島資源を活用したグ

ローバル集客のための地域連携の取り組み 

(15)ブランディング向上による地域連携の推進 
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o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

32 １．一大消費地に近接した農業地域（＝園芸

作物を生産する地域）では、効率的で収益性

の高い農業を行う。 一大消費地に近接する

農作物の生産地の地域的優位性は、将来にお

いても持続すると考えることから、今後も新

鮮な農作物の供給を継続していく。そのた

め、人手に頼る従来型の生産効率の低い農業

形態ではなく、大型機械等を導入するととも

に、AI 等の先端技術も活用した収益性の高い

効率的な農業を行い、新鮮な農作物の安定供

給地としての位置づけを担うこととする。こ

のような農業を継続することにより、耕作放

棄地の増大を防ぎ土地の有効利用を図るとと

もに、自然災害による都市部への被害拡大を

防ぐ土地利用が図れる。２．市内外から人々

が集い、家族で自然や土に触れ、農作物の収

穫体験ができる。 人口集積地に近接する田

園地帯には、オートキャンプ場や農作物収穫

体験施設を整備する。そこでは家族が車で来

てキャンプしながら、サイクリングや乗馬を

しながら緑豊かな自然の中を散策し、自ら農

作物の植え付けから収穫までを体験すること

ができる場となる。 こうした施設を整備す

ることで、都市に住む人々が自然や土に触れ

あい、農業への理解を深める。３．農業地域

を災害時支援拠点として活用する。 農家と

１．一大消費地に近接した農業地域（＝園芸作物

を生産する地域）では、効率的で収益性の高い農

業を行う。 

①当協会（もしくは農業関係団体等）が実施でき

ること 

・農家の意識啓発。・農業後継者の育成・指

導。・収益性の高い農作物の選定。・野菜等の生

産、加工、販売に取り組む。・新鮮な市内産園芸

作物の広報及び需要促進。 

②千葉市に取り組んで欲しいこと 

・後継を表明する若い人がいる農家に対する支

援。・県、当協会（もしくは農業関係団体等）と

の連携による特産品の開発、研究、販路開拓。・

大型機械の導入可能な畑の耕地整理。・効率的な

農業に適した農業用機械の導入や大規模ハウス整

備に対する支援。・AI 等先端技術の導入とそれら

を運用する人材の育成。・営農継続しやすい環境

の実現（耕作放棄地対策、有害鳥獣対策等）。 

 

２．市内外から人々が集い、家族で自然や土に触

れ、農作物の収穫体験ができる。 

①当協会（もしくは農業関係団体等）が実施でき

ること 

・収穫体験や自然体験の場の提供。・自然散策コ

ーディネーターの育成確保。・災害時に避難場所

１．現在の本市農業の姿本市の農業地域は、大都

市に住む消費者に新鮮な野菜や花き等の園芸作物

を供給する重要な生産地となっている。しかし近

年、市内の農業生産者は高齢化や後継者不足など

により大きく減少し、また気象などの環境変化も

著しく、園芸作物を生産する農家が大きく減少す

るとともに田畑の面積も少なくなっている。それ

に反比例する形で耕作放棄地が増加し一部は荒地

となっている。一大消費地が近在する優位性を失

うとともに、荒廃した土地が広く存在すること

は、政令指定都市としての将来の街づくりや有効

な土地利用を図るうえで憂慮すべき姿である。

（以下数値は、「千葉市の農業」より）・総農家

数 （平成１７年）1,859 戸 → （平成 27 年）

1,090 戸・農家人口 （平成 17 年）7,642 人 → 

（平成 27 年）3,709 人・経営耕地面積 （平成

17 年）2,162 ㌶ → （平成 27 年）1,481 ㌶＝市

域面積の 5.5％・耕作放棄地面積 （平成２５

年）５８１㌶ → （平成２９年）８６９㌶＝市

域面積の 3.2％ 一方、東日本大震災等たびたび

大きな災害が発生しているが、農業地域では災害

時にも食糧、飲料、避難場所を提供できることが

明らかになった。また令和元年の台風 15 号では

初めての大規模停電を経験したが、発電機の有無

が被害の状況を分けた。 

２．課題・問題点 



市があらかじめ協定を締結したうえで、大災

一時的居住場所を提供するとともに、災害発

生時、都市部に住む市民に新鮮な野菜等食糧

を供給し、農家の所有する井戸水（深井戸）

を市民の飲料用水として活用できるようにす

る。（停電時にも利用できる発電機を常備す

る。）また空き家屋を一時的居住場所として

提供する。 また、水田は耕作するなど良好

な形態を維持し、都市部の洪水を防止する調

整池として併せて機能させる。 

としても活用できるオートキャンプ場の運営。・

地元産食材を活用したレストランへの食材供給。 

②千葉市に取り組んで欲しいこと 

・市有農地やハウスの無償貸与。・農村地域内で

のオートキャンプ場の整備。・サイクリング道路

や散策路の整備。 

３．農業地域を災害時支援拠点として活用する。

①当協会（もしくは農業関係団体等）が実施でき

ること 

・災害時支援協定を締結する。・新鮮な野菜等を

食料として提供する。・非常用として活用するた

め、井戸及び発電機の定期的な点検を行う。 

②千葉市に取り組んで欲しいこと 

・災害時支援協定を締結する。・発電機導入への

支援。 

①農業生産環境について・畑の耕地整理がなされ

ておらず、接道のない畑地も多い。・1 枚当たり

の畑の面積が狭隘で、かつ段差がある。・一農家

が所有する農地は、隣接していないことが多く作

業性が悪い。・効率的な耕作がしにくく、収益を

上げられない。・近年続く大きな自然災害により

農業被害が増大するとともに、気候変動が大きく

安定した収穫が得られない。・野菜の販売価格が

低迷している一方、燃料費や農業資材の価格上昇

などにより生産コストは増大している。 

②担い手について・高齢化の進展が著しく、農業

を続ける体力がなくなっている。・農業地域の若

い人は安定した収入が得られる会社等に働く。・

若い人は、買い物等利便性の高い都市部に転出し

ている。 

③その他・千葉市の農業産出額は、平成 15 年は

11,250 百万円であったのに対して、平成 28 年で

は 9,590 百万円と減少している。今後 10 年間に

はさらに大きく減少し、市の経済の損失となるこ

とが懸念される。・農業地域の整備が取り残され

るこで、 ますます荒廃地が増加する。・コンパ

クトシティの街づくりとの整合を図る必要があ

る。 

３．解決策（将来の姿） 

・効率的な農業ができるよう、畑の耕地整理を実

施する。・耕作放棄地がなく、有害鳥獣のいな

い、安心して営農できる環境を確保する。・既存

農家の出身者を呼び戻す支援策を講ずる。（働く

場の確保等）・野菜等の生産、加工、販売に取り



組むとともに、新たな特産品の開発を行う。・都

市部に住む人が、自然の中で楽しめるサイクリン

グ道路や散策路を整備する。・都市部に住む人

が、気軽に見学や農業体験できる施設を整備す

る。・農業に親しみを感じ、園芸作物に理解を深

めてもらう施策を実施する。・農業地域は、都市

部から離れていることから、家族が車で来てキャ

ンプしながら体験できる施設を整備する。（オー

トキャンプ場等の整備）・都市部の災害時支援拠

点として位置付け、非常時には生鮮野菜等を食糧

として提供する。・農家に非常用発電機を配備

し、所有する井戸（深井戸）を災害時の飲料水確

保に活用する。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

33 マリンスポーツを通して年齢を問わず知り合

いになり人に寛容になれるまち 

NPO kemigawa marine club では検見川浜を中心

に活動しています。2019 年より小中高校生向け

の無料体験会を開きスタンドアップパドル（サッ

プ）をすることで千葉市に素敵な砂浜と海がある

事を啓蒙しました。2020 年からは競技サップを

小中高校生に広めたいと考えてます。子供の頃か

ら海に慣れ親しむ事で千葉市の財産である海を大

切に思う心を育て千葉市民である事に誇りを持っ

てもらいたいと考えています。また、オリンピッ

ク・フランス大会より正式種目になると言われて

おり。千葉市の海からオリンピアンを排出したい

と考えています。その為に下記のことをしたいと

考えております。 

１，検見川浜近くににマリンクラブのクラブハウ

スの設置。 

２，千葉市民向けのマリンスポーツ講習会 

３，サップを習った方が目標になる大会 

４，全日本サップ大会開催このようなクラブが出

来ることで幅広い年齢の市民が集まり交流しま

す。そして海で遊び大切に思うことで千葉の海を

大切にしようとする気持ちを育めます。また、ク

ラブ員たちが率先して毎週ゴミ拾いを行うことも

容易に出来、イベントとしてゴミ拾いをすること

も必要なくなります。海に携わることで海を身近

に感じることでゴミを拾うことをしはじめます。

イメージしているのはヨーロッパのようなスポー

最近海にいて思うのですが、海で遊びたい人、犬

の散歩をする人、釣りをする人、マラソンをする

人、自転車に乗る人、など沢山の方が海に目的を

持ってきますがその方たちが皆が顔見知りになれ

るような街づくりをして欲しいです。他人である

ことで他人のしている事にイライラするので皆が

顔見知りになり人に寛容になれる千葉市になって

ほしいと思います。 



ツクラブです。スポーツをする人もしない人もそ

こに集まりスポーツをする人を見て楽しむ人、ス

ポーツをプレイして楽しむ人、その両方が楽しめ

る場所を作りたいのです。 

 

 

 

 

 



N

o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

34 ＜１＞公園が市民の集う地域の核となる場所

になる市内には 1000 を超える公共の公園が

ありますが、その多くはあまり利用されてい

ません。場所によってはかなり高い資産価値

のある公園もありますが、何故そんな価値あ

る公園が利用されず放置されているのでしょ

うかその要因の一つは「管理」にあると思い

ます。日本社会はよく管理社会と言われます

が、かつて何でもできた空き地が公園として

管理され、ことあるごとにさまざまな禁止事

項が増え、さらに利用するには申請と許可が

必要となり、結果公園は市民にとって遠い存

在になってしまったと思います。勿論過去の

判例からも何でも OK にして良いとは思いま

せん。千葉市の公園の１０年～２０年後の目

指したい姿、それは、賑わいコミュニティの

育まれる安心で安全な価値ある公園です。人

が集えば賑わいが生まれ、そこで地域の人々

の繋がりが深まり広がります。互いを知るこ

とが安心に繋がり、人がいることで安全が保

たれます。将来の目指したい姿は、公園が地

域の価値ある核となる場所になる、です。 

＜２＞海辺が賑わい、豊かな市民生活がおく

れる環境になる海浜幕張公園から稲毛海浜公

園に渡る海浜地区は、市民にとって大変貴重

な場所であることは誰もが思うことだと思い

＜１＞市の公園事業について価値ある核となる公

園の姿にどうすればできるか、それは公園を管理

ではなくマネージメントすることだと思います。

是非、千葉市に取り組んで欲しいことは、公園管

理課ではなく、地域振興課や観光振興課のように

公園振興課を設けて欲しいです。日本では公園は

管理の対象ですが、私の知るロサンゼルス市には

管理課というものはなく、City of Los Angeles 

Department of Recreation and Parks が施設運営

をしています。ただここの主たる業務は盛り上げ

る事でマネージメントすることです。私は LA し

か知りませんが行政の在り方が日本とはかなり違

うので、日本で言えば区役所や市役所が自治会レ

ベルで存在して、例えて言うと住民が自治会の株

主となって地域から利益を得るような、要は住民

が積極的に地域活動に関与する仕組みがありま

す。公園振興課の業務は、地域が公園を運用でき

る仕組みと定期的なイベントを仕掛けることで

す。具体的な運用方法など詳しく書きたいのです

がここでは端折りますが、公園振興課が公園に躍

動感を与えることで地域を豊かにして行くことで

す。私達は公園の活動に長く関わってきました。

地域振興のプロもおります。これらのノウハウは

公園を積極的に利用していく仕組み作りに役立つ

と考えます。 

新たに取り組みをする際の大きなネックは規制で

す。現状ではできないことをしようとしているの

ですから、規制に捕らわれていては何も前には進

みません。確かに行政は規制を司る組織でもあり

ます。しかし担当者や現場がどんなに変えようと

頑張っても現行を曲げない行政の姿勢がある限り

良いものはなかなか生まれません。“できません”

ではなく“どうしたらできるか”を一緒に真剣に考

え行動して欲しい、変えて欲しい、人が変われば

振り出し戻るような事を繰り返さない欲しい、そ

して、私達をもっと信用して欲しい、これは私の

一番の願いです。 



ます。私達 NPO 法人は、この地域で長く活

動し、その中で「海辺のグランドデザイン」

が作られました。その最初のページの策定を

する目的に、市民が主体的に海辺に関わり活

かす取り組みをすることが、20 年、30 年先

を見据えたあるべき姿、と説かれています。

しかし幕張海浜公園は JFA が、稲毛海浜公園

はワールドパークが管理運営主体となりまし

た。唯一残された検見川浜地区において、現

在、海辺活性化推進課の下、市民、利用者主

体の海辺活性化推進員会が昨年立ち上がり、

また今年度は市民による検見川ビーチフェス

タ実行委員会が検見川ビーチフェスタを開

催、１日で１万人を超える来場者で盛り上が

りました。市民や利用者が主体となって利便

性を向上させ活性化に取り組むことが、地域

のニーズに答えられ永続的に発展していける

環境を整えられる最善の方法だと考えます。

しかし現在この地域の活動は先行きが見通せ

ず大きな岐路に立たされています。規制に阻

まれた現状志向のままでは市民が主体的に関

わり続けるには限界があると考えます。この

地域に将来目指したい姿は、利用者と市民が

主体の組織がこの地域を運用、運営すること

で市民の憩いの場として賑わい続ける価値あ

る場とすることです。 

＜２＞千葉市海浜地区の活性化の取り組みについ

て検見川浜においては、今そこを利用している人

たち、活動している人達がこの場所の良いとこ

ろ、悪いところ、問題点をよく知っています。そ

して彼らはそれを良くしたいと思っています。そ

れが企業には無いローカルマインドです。そのよ

うな市民が主体となった組織団体を設立して検見

川浜の運営をすることです。現在、海辺活性化推

進員会が取り上げようとしているボートハウスや

物販、イベントなどの運営や駐車場の管理を一括

して行えるようにすることです。具体的な提案は

以前提案をさせて頂いています。長年公園を中心

に活動をし、検見川浜で自主独立した市民主体の

運営を提案しています。現行の規制に捕らわれな

い生産性のある活動ができれば、検見川浜は常に

人の行き交う場所として賑わい続けると思いま

す。 
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35 ●子育て世代が多く暮らせる安心して住みや

すいまち 

●障害者、高齢者、子供にとって優しいまち 

●日本一の人工海浜を利用したレジャーを市

民が休日に楽しめる 

●公園など公共施設に人々が集い交流が生ま

れるまち 

●清掃の行き届いた美しいまち 

●公共施設で楽しいイベントがあり住みたい

と思うまち。 

① 清掃の行き届いた美しいまち創りの為に検見

川ビーチフェスタ行う前に（前の週）市民による

公園内のクリーン活動を行う。自分たちのまちは

自らが清掃を行い美しくするという考えを創造

し、管理者（行政）が行うものだと言う考えを少

しでも払拭する事に繋げる。民間による美しいま

ちづくりの意識向上。 

① 検見川の浜でビーチフェスタを行う事で、休

日の海辺に人々が出かけ楽しめ、人々の交流が生

まれ居住地の側でイベントが行われることは住み

たいまちに繋がる社会実験を行う。また公共施設

では民間と協力してイベントを開催すれば人々が

集まる社会実験。  

A：ヨットハーバー敷地内での市民にバーベキュ

ー可能エリア解放 市民が休日に出かけて楽しむ

場所づくり ゴミは出来る限り持ち帰ることでゴ

ミを出さないバーベキューを楽しむ方法の模索。  

B：移動店舗（キッチンカーやバザール）開催 

公園内に大型施設を作るのではなく小さな店舗を

多く作ることで多くのサービスやアイデアが生ま

れる。店舗が協力し（団体を作る）売り上げ向上

のためのイベントや清掃活動を行う事で人々を集

め公園の美化に繋がる。小さな店舗の集合体が地

区にあることが美しいまちづくりに繋がる社会実

験。店舗を多く誘致し借地料が発生することで公

①公園を常に綺麗に保つための資金作りを公園内

で出来るシステムの構築。一つの商業施設では無

く様様なサービス提供が出来る店舗を公園内に作

る。その店舗団体でビーチクリーンや公園に人が

来るためのイベントを企画させる。 

②公園内の整備の行き届かない不衛生なゴミ箱の

撤去。置くのであれば分別がしっかりして衛生的

にも景観的にも考慮したものであって欲しい。ゴ

ミ箱がある事で不必要なゴミを多く捨てられてい

ると感じます。ビーチクリーン後の収集専用のゴ

ミ置き場を作るべきだと感じます。 

③子供連れ、お年寄り、若い世代、それぞれが楽

しめる物を考えた海浜公園の整備。 

④景観を損ねる護岸整備を行わない。 

⑤公衆トイレを衛生的で明るい物に変える。 



園の清掃活動や施設整備費に充てんが出来る可能

性が生まれる。  

C：フリーマーケット開催グアムでは毎週水曜日

に海辺の公園内にある店舗と合同でフリーマーケ

ットが開催されています。多くの観光客が観光バ

スで立ち寄るほどの場所として発展。観光客の誘

致や市民の楽しみの場創り。  

D：フラダンス披露及び講習会開催グアムでは同

様にフリーマーケット時に生バンドが入りダンス

タイムが設けられている。そこでは主に老人たち

が楽しそうにダンスを踊っている。高齢者の交流

の場となっている。  

E：誰でもビーチ開催ビーチにモビマットと呼ば

れるマットを敷くことでベビーカーや車いすの

方、高齢者が水際まで行くことが可能になりビー

チを楽しむことに繋がる。あらゆる場所でバリア

フリー化を進めることは障害を持つ方、高齢者、

子供に優しいまち創りに繋がる実験。  

F：生バンドライブ開催高校生を軸とする若い世

代が海辺を楽しむ姿を増やすための実験。普段か

ら練習が出来る場所を提供すれば集まる場所とな

る事を目指す。  

G：ストリートキャンプ開催おもしろ自転車跡地

を使用してインラインスケートやスケートボード

の講習及びパフォーマンスの披露。主に小中学生

から高校生の参加が多く海辺に若い世代が集まる

ことに繋がる。将来的に設備が充実することで日

常的に若い世代が海辺に集まることで賑わい創



出。また、小中学生が来ることは子育て世代が住

みたいまちに繋がる。  

H：障害を持つ方のマリンスポーツ体験教室開催

障害を持つお子さんがいる方に親子で参加してい

ただき海辺を楽しんでもらい家族同士の交流に繋

げたい。障害を持つお子さんがいる世帯が住みた

いまちに繋げたい。  

I：親子で楽しむマリンスポーツ体験教室開催親

子で海辺を楽しんでもらうことで海辺のあるまち

に住む楽しさを創出。子育て世代が住みたいまち

に繋げる。このような事を行える施設があれば欲

しいか？民間のサービス導入によるヨットハーバ

ーの業務拡大の可能性。  

J：釣り大会開催近年の東京湾水質改善に伴い休

日に釣りを楽しむ方の姿が増えています。親子で

の募集で釣りを楽しむ方法を講習することで子育

て世代が住みたいまちに繋げる。また、マナーや

ルールを講習することで、各釣り場で問題となっ

ているゴミや他に海辺を楽しんでいる方の共存の

ためのマナー改善に繋げる。  

K：ビーチフェスタにおいて普段のゴミ箱を封鎖

し飲食ブースや駐車場出口に分別の専用のゴミ箱

を設置。フェスタ終了後のゴミの様子や不要ゴミ

の量を調査し公共の場所のゴミ処理方法や美しい

まち創りの為の社会実験。 

② 企業とコラボしたイベント性のあるビーチク

リーンの企画をしてボランティア団体と連携して

欲しい。 



② 社会実験によるニーズ調査によって得られた

意見に対し千葉市にある大型の公園の設備の拡充

やルール作りに繋げ日常的に市民が楽しめる場所

となるように政策を進めて欲しい。また公共施設

における民間のサービス導入も検討してほしい。

千葉市の海辺で行われている民間イベントに対し

千葉市が後援の立場となり SNS で多くの方に周

知する仕組みづくりを進めてもらいたい。 
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36 〇高齢者などの市民にとって利便性が高い環

境や効率的に活動できる基盤を備えたまち 

〇すべての人にやさしいまち（ハードとソフ

ト両面からのバリアフリーやモノレール、電

車、自転車などの環境にやさしい乗り物を日

常の足とできるまち） 

〇各所にある千葉市の魅力や資源（歴史、観

光等）が有機的に結びつく回遊性の高いまち 

〇海辺や里山といった自然環境の中でゆとり

を持った暮らしのできるまち 

① ・市民の利便性及び安全性の向上に向けた鉄

道やバス事業者との更なる連携・協力による輸送

体制の強化（地域公共交通網形成計画に基づく） 

・高齢者等の介助を必要とする方々の利便性向上

や安全運行を確保するための老朽化した施設・設

備等の整備推進 

・モノレール沿線の地域資源のユーチューブや

SNS 等による魅力発信や動物公園、加曽利貝塚、

美術館等との連携によるフリーパスの発行などに

より、モノレール利用者の増進を図るとともに、

千葉市の魅力を発信  

・千葉市の公共交通機関として、人に優しい心の

通うサービスの提供（積極的な声掛け、季節感を

テーマとした駅空間の提供） 

・千葉市都市アイデンティティを形成する 4 つの

地域資源『加曽利貝塚』『オオガハス』『千葉

氏』『海辺』を結ぶ公共交通機関として、観光客

の取り込みや千葉市の魅力を発信   

・マース（Mobility as a Service）への積極的な参

画   

・ハードとソフト両面からのバリアフリー推進   

・モノレールが環境に優しく、悪天候に強く、安

定性、定時性に優れた乗り物であることのＰＲ 

 

モノレールは、市民の足としての責務を果たすべ

く、その持続的継続のため、会社の自助努力はも

ちろんのこと、千葉市における活性化した市街形

成や観光名所のさらなる発展に期待し、それらに

協力しながら事業を進めていく。 



② ・災害時や事故時の市内公共交通機関の被害

状況や運行情報の集約化及び情報発信の一元化 

の促進 

・千葉駅周辺の開発促進。特に JR 千葉支社跡地

とモノレール千葉駅の連絡通路の設置などの検討   

・１ｋｍ条例のエリア拡大・千葉市施策によるモ

ノレール駅や駅前広場の積極的活用・魅力ある地

域資源の発掘と発信及び回遊性向上施策の推進と

支援・マース（Mobility as a Service）の活用によ

る交通インフラの利便性強化・環境にやさしい乗

り物（モノレール、電車、自転車、電気自動車な

ど）を中心としたまちづくり・災害に強いまちづ

くり（電力や通信といったインフラの強化） 
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37 提言内容   

アクティブシニア（元気な高齢者）、ハンデ

ィーを持った高齢者、低所得な若者、来日外

国人、子育て世帯など、それぞれの事情と希

望にマッチした住環境と活躍の場を手に入れ

ることができる街を目指し、首都圏における

本市の住宅地の魅力向上を図る。 

ア 多くの市民が１０、２０年後に「アクテ

ィブシニアになるための公的な後押し」 

イ ハンディーのある高齢者が「住みやす

く、自立した生活ができる仕組みづくり」 

ウ 高齢者が「住み慣れた住宅に快適に住み

続ける支援」 

エ 新たな働き手の外国人が「住みやすく、

共存できる外国人専用居住エリアを設置」 

オ 就職希望者と市内企業を「マッチングす

る公的取り組み」 

カ 子供を育てる親が「この街で子育てした

いと思わせる教育環境を整備する」 

①公社が取組んで見たいこと 

イ ハンディーのある高齢者が「住みやすく、自

立した生活ができる仕組みづくり」   

市営住宅やアパートの１室を共同利用できる食事

や娯楽スペースとし、互助と公助を組み合わせた

住環境を提供する。 

ウ 高齢者が「住み慣れた住宅に快適に住み続け

る支援」   

ライフスタイルの変遷に合わせて住宅を改修する

ための「安心相談」「安心依頼」ができる環境を

整える。そして、これは空き家対策にもつなが

る。 

②千葉市に取組んで欲しいこと 

ア 多くの市民が１０、２０年後に「アクティブ

シニアになるための公的な後押し」   

自発的な取り組みを後押しする「ナッジ」理論を

取り入れた健康への取り組みを特に健康な５０

代、６０代をターゲットに公的に後押しする。 

エ 新たな働き手の外国人が「住みやすく、共存

できる外国人専用居住エリアを設置」   

文化や習慣が異なる外国人が徐々に適度な距離を

持って日本の風土に馴染めるよう、外国人専用の

居住エリアを提供する。（公社の管理施設でも取

組みたいと考えております） 

オ 就職希望者と市内企業を「マッチングする公

的取り組み」 

 千葉市はこれまで災害が少ない街でしたが、令

和元年度はこれまでに経験したことがない大きな

災害が立続けに襲いました。  

市民が安心して住める災害に強い街であること、

そして住みやすい街であることが、魅力ある街の

基本であり、そこに、プラスアルファ―の魅力的

要素を作り上げていくことができれば、人気ある

街、千葉市が完成すると思います。当公社として

は、管理建物の日ごろの安全点検と災害時に被害

状況をいち早く把握して復旧できる体制を整え

て、災害に強い千葉市の一端を担って行きたいと

考えております。 



市内企業の魅力を広報や市のホームページで紹介

するなど就職希望者と市内企業がマッチングでき

る機会をつくる。 

カ 子供を育てる親が「この街で子育てしたいと

思わせる教育環境を整備する」   

子供の自発的な取り組みを後押しする「ナッジ」

理論を取り入れた小・中学校など小中で共通した

教育理念を定めた小中一貫教育の学校を整備す

る。 
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38 既に蓄積されている都市の諸機能を活用した

「都心居住区」の推進と後背地に広がる里

山、水辺、田園地帯などの「自然空間」が融

和する歴史都市の創生（千葉市は、縄文時

代、弥生時代、古墳時代、平安時代…と、太

古の昔から市の中心部を流れる二級河川都川

を中心に発展してきた都市である。都川流域

には例えば古墳群だけをとっても「加曽利貝

塚」「月の木貝塚」「荒屋敷貝塚」「花輪貝

塚」と縄文時代に造られた多くの古墳が存在

し、特に加曽利貝塚は日本最大級の規模を有

し日本文化の象徴ともなっている。千葉市は

古墳に限らず有形無形の 100 を超える文化遺

産、歴史的資産が存在しているが、国内です

ら余り知られていないような気がする。昨今

マスメディアでは、全く無名の小さな都市が

その市の売りを紹介し、ネット世界で繋がり

ながら世界各国から観光客が押し寄せて来る

との報道を目にする。千葉市も歴史的資産を

点としてではなく線として回遊するような仕

掛けや情報発信が欲しい。さらに海、川、里

山等の貴重な自然空間の保護・保全に注力

し、心のよりどころとなるオアシスとして再

編してはどうか。また、千葉市は「千葉駅周

辺の都心部」「幕張新都心」「蘇我副都心」

等の都市機能は既に充実している。これから

① 当法人は、行政（千葉市、千葉県）、民間企

業（現在 36 社）と連携し、活動の理念を「継続

は力なり」とし、永年に亘り都川の環境整備活動

（河川清掃、花壇整備、環境学習、水質・生態調

査、イベント、水生生物の保護・保全等）を行っ

ている。各年度当初に掲げた目標達成に向け、本

年は、活動拠点の NPO 事務所（千葉県所有地

「都川第 4 浄化施設跡地」）敷地内に環境学習の

一環として、都川の生息生物を展示する「水族館

（大型水槽～小型水槽 60 本程度）」の建設に着

手している。2 年後には当該施設を活用して千葉

市内の児童を対象とした「思いやりの心・育む

命」を伝えていくとともに 10 年～20 年と息の長

い活動に取り組んでいく。 

② 県都千葉市の中心市街地を流れる都川は千葉

市域内だけで完結する河川であり、その水質は、

BOD3～5 程度と非常にきれいな状況で推移して

いる。しかし誰の目にも、見た目は非常に汚く見

える。これは水質改善がなされる以前から永年堆

積してきた汚泥がそのまま底泥として放置されて

いるためであるが、多くの河川を所管する千葉県

は浚渫に要する予算が確保できず、千葉市の顔と

もいうべき貴重な水辺空間は惨憺たる状況となっ

ている。そこで、二級河川都川全線を千葉県から

移譲し、政令指定都市に相応しい市民に親しまれ

る憩いの場所として再整備すべきである。 

提言ではなく苦言です。再整備された「JR 千葉

駅」は、各ホームから改札方面（逆方向も同様）

に向かう階段、エスカレーターが共に極端に狭

く、朝晩の混雑時には大行列となる。千葉駅の乗

降客数は 20 万人超であるが、ターミナル駅のた

め 他の路線への乗り換えなどでその倍以上の客

が階段、エスカレーターを利用していると思わ

れ、早朝の通勤、通学の時間帯には、大勢の人と

人とがぶつかり、へし合い、不平不満を毎日のよ

うに耳にする。ホームページで JR 千葉駅の改修

を検索すると「東日本旅客鉄道株式会社（JR 東

日本）により、JR 千葉駅駅舎・駅ビルの建替え

工事が行われ、千葉の玄関口としてふさわしいタ

ーミナル駅に生まれ変わりました。また、JR 新

駅舎（3 階）から千葉都市モノレール駅舎（改札

階）へつながる「モノレール連絡通路」及び弁天

方面へつながる「北部階段（千葉公園口）」が整

備され、乗換え等の利便性が向上しました。」と

なっている。確かに外観やその他の利便性は良く

なったが、政令指定都市、県都千葉市の表玄関口

として相応しい駅とは思えないし、情けない。10

年後のより良いまちづくりの前に、JR 千葉駅の

階段（怪談）、エスカレーターを何とかしていた

だきたい。 



の低成長時代は、これらの既存都市施設の諸

機能を有効に活用し、現在の生活レベルを下

げることなく、働く場所と生活する場所が混

在する「都心居住形態」を推進してはどう

か。従って「郊外は自然空間」として、都市

部は既に蓄積されている都市の諸機能を最大

限に活用した「都心居住区」として、自然と

融和し歴史の重層したコンパクト都市の形成

を模索してはどうか。） 
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39 「市民一人ひとりが防災行動力をもち、お互

いに助け合える、いのち輝くまち」近年各種

の災害が各地で頻発しており、令和元年には

千葉市においても台風や大雨により被災した

こと、さらには、首都直下地震をはじめ大規

模地震の発生が懸念されていることを踏ま

え、災害時において、地域や家庭、企業など

の大きな単位でお互いに協力し合い行動・活

動ができるよう、老若男女を問わず市民一人

ひとりが様々な防災意識や技術を持った防災

意識の高い千葉市を目指す。また、突然倒れ

た知らない人でも見て見ないふりをしない

で、子供から大人まで誰もがすぐに駆け寄り

救命処置ができる救命率の高い千葉市を目指

す。 

① 日常的にどのような市民に対しても防災に関

する学習機会を提供していきたい。市民一人ひと

りが高い防災意識を保ち続けられるよう、また、

家庭や地域等における防災への備えのきっかけづ

くりになるよう、未来を担う子どもたちをはじ

め、自治会や事業所等の多くの市民に、いつ何時

でも恒常的に、地震や火災だけでなく、大雨や暴

風・強風など様々な災害を疑似体験してもらい、

災害時に必要な対応・行動等を指導し、防災に関

する知識や心構え等を普及啓発していきたい。 

② 市民が気軽に足を運んで防災や救命を学ぶこ

とができる施設の設置。子どもたちが校外学習に

より防災を学べることができる体制づくり。幅広

い年齢層が防災を学べるよう、地域単位で集まれ

る公共施設（いきいきプラザ等）を活用すべく、

その実施目的を拡充。 
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40 ●地球環境や生物の生命を大切にする態度が

市民生活に根付いた「SDGs 感性都市」 

●自然災害（地震、台風など）や都市的災害

（火災、水害、パニックなど）から市民を守

る「レジリエンス都市」 

●歴史・芸術文化・科学的思考が市民に息づ

く「カルチベイト都市」ないし「生涯学習都

市」 

●ドキドキワウワク年間を通じて人々の好奇

心と興奮を呼び覚ます「国際イベン卜都市」 

団体としての取り組み 

●加曾利貝塚を世界遺産にする運動の推進 

●市が進める加曾利貝塚グランドデザインの整備

計画に対応するため、①会員増強と若返り②組織

と活動の再編・見直し③新規会員へのアピールと

して、従来の情報発信事業（ホームページ、各種

講演会・セミナー・勉強会、バス研修旅行、イボ

キサゴ採取会等）の充実④加曽利貝塚キャラクタ

ー（かそり一ぬ）を活用したグッズ開発・販売の

強化⑤来館者増加を踏まえた窓口業務への対応⑥

加曽利貝塚公園および周辺貝塚などのエリアを含

めたウォーキングコースの開発とマップ作製⑦市

民の生涯学習の拠点施設としての加曽利貝塚の役

割をフォロー⑧国内外からも見学客が訪れる国際

的な学習観光拠点にふさわしい、おもてなしキャ

ストとしての研鑽。 

●学習観光施設としての加曽利貝塚の高いポテン

シャルを発揮するため、友の会、ガイドの会、土

器愛好会のボランティア 3 団体はもとより、大

学・各種学校や研究機関、自然保護・自然硯察団

体、周辺町内会・自治会、市内ロータリー・ライ

オンズクラプなどの支援団体、周辺企業といった

関係団体との連携強化に努める。 

市へ望むこと 

●ボランティアや市民による加曽利貝塚の活性

化、発展にかかる活動について、ボランティア団

今後 1 0 年のより良いまちづくりには、市のリー

ダーシップの下で、市内企業や事業者など民間に

よる積極的な投資が不可欠。身銭を切ってまちに

「お金」をかけてこそ、郷土愛や責任感が生まれ

ると思う。市もそうした意識の醸成に取り組むと

ともに、施策による誘導や制度面でのバックアッ

プを推進してほしい。 



体との連携を強化し、運営管理や事業の一部参画

も図ること。 

●加曽利貝塚を「市民力」で盛り上げるための人

材育成へ、市・市教育委員会も注力すること。 

●世界遺産に認定されたとしても、加曽利貝塚は

あくまで市民の貴重な宝であり、財産に変わりは

ない。友の会など上記の関係団体などをメンバー

とする諮問委員会を組織し、加曽利貝塚にかかわ

るすべての市施策、運営等について情報公開し協

議。意見を聴取するとともに、意見・提言の具体

化を図ること。 
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41 ・年代に関係なく、集まる場所があり、そこ

に地域の人々が集うことができる。 

・ガスや水道などのライフラインの老朽化を

考え、人が住むエリアをまとめていく必要が

あるのではないか。 

・区ごとに特色を生かし、特化した区にす

る。（例）緑区、若葉区・・・自然体験・農

業体験中央区・・・文化芸術、美術、異文化

交流稲毛区、美浜区、花見川区・・・海岸、

水辺、ＩＴ、スポーツ・２０２０年をピーク

に千葉市の人口は減っていくと聞いており、

小・中学校も統合されていく地域ではある

が、今まで空き地だった場所に新しくマンシ

ョンが建てられている。少子高齢化が進み、

出生率も落ちていくのであれば、マンション

だけでなく、これから生まれてくる子供たち

のために、より充実した教育施設も作れるの

ではないかと思う。 

①・現在ある施設において、様々な年代の方が参

加できるイベントの開催。・地域の特色を生かし

た、親子で楽しむ企画や子どもたちが体験できる

企画を考える。（自分の居住区だけでなく、他の

地域にでかけ、その地域ならではの体験をするこ

とで千葉市全体のよさを感じることができるよう

になっていくとよいのではないか。）・放課後子

ども教室では放課後の子どもたちの為に保護者・

地域の方と安全安心な居場所作りの為に学校内で

色々なことに取り組んでいるが、学校の規模や地

域性によって差が出ていると思うのですべての子

供たちに地域の特色を生かしながらも同じような

環境作りをしていきたい。 

②・地域に均等に開放できる施設の設置。また、

無料で使用できる施設についての情報提供など・

千葉市内で住む・働く・学ぶができるような環境

づくりを、もっとすすめてほしい。・教育施設は

建物を作ることだけではなく広い区画に、里山の

ような場所、芝生の場所、ビオトープなど自然観

察ができる場所、地域の伝統や文化などが継承で

きるような場所を作っていけばよいと思う。とう

てい学校職員だけでは賄っていけない部分がある

と思うので、そこを地域住民がささえる、または

運営していくような形ができれば元気なお年寄り

の活躍できる場所も増えてくるのではないかと思

う。また、こうした施設を授業の中だけではなく

真砂地区より 

・真砂中央公園を明るい芝生のある 人にやさし

い広場にしてほしい。 

・駅前の閉鎖中の建物を人々が集まるような場所

に、一日も早く改装してほしい。 

・地元の議員さんの方々の活動が全然見えない。

もう少し市民のために、街を見て歩き、よりよく

成長する子ども達が安心して遊べる街になるよう

活動していただきたい。 

・制服だけでなく、靴下の色や長さまでも指定さ

れている中学校がある。経済的に苦しい家庭もあ

る中、そこまで統一しなければならないのか。⇒

要約・公園や利用されていない施設・建物を、整

備・改装して地域の人々が集まれる場を増やして

ほしい。 

・現場に足を運び、実際に状況を自らの目で見、

知ってほしい。また市民の目に見える活動をして

ほしい。 



放課後や休日も利用することができるような、地

域と一体となれる学校を作ってほしいと思う。 
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42 ■解決したい課題 

①子どもが毎日安心安全に過ごせる居場所の

確保として課題が顕在化されている「小学生

の放課後」千葉市では子どもルームの待機児

童が毎年発生。放課後、保護者不在の中ひと

りで自宅で過ごす児童や行き場がなく外で時

間をつぶす児童が存在している。さらに子供

ルーム指導員不足は年々深刻になり、定員オ

ーバーにて子どもを受け入れている子どもル

ームも存在。「必要とするすべての子どもが

放課後の時間を安心安全に過ごせる居場所」

「子どもルームの受け皿」の確保が急務とな

っている。 

②不確実性の高い世の中を生き抜く子ども達

の「生きる力」を育む場の提供自由な放課後

の時間だからこそ、その子自身が好きなこと

を見つけられる場、好きなことに没頭できる

場になりえる。また「子ども同士の自由な係

わりの中で、自ら課題を見つけ、学び、考

え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題

を解決する資質や能力」「自らを律しつつ、

他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動

する心などの豊かな人間性」を育む場ともな

りえる。放課後は豊かな経験を通して、「自

己肯定感」が生まれ、これから新しい世界を

生き抜く力を習得する貴重な時間となりえ

①「千葉市の放課後の特徴」を実現するために運

営団体・ブロック内共有の支援 A：各学校に「千

葉市の放課後目指したい姿」を実現する放課後の

居場所がある。 

■千葉市全校の中で（運営形式に関わらず）課題

校・重点校を指定し、運営アドバイスを中心に小

学校 10 校前後を個別支援 

■運営団体の人材育成（千葉市の放課後の理念共

有・小学校ごとのビジョンミッション作成・実行

支援・各種研修の実地（安全管理/子ども対応/運

営計画立案/チームビルディング等） 

■入退室管理や小学校単位または小学校横断での

情報共有のためのシステム導入を行い、千葉市全

体の小学校の安全な居場所づくり、全校の平準化

を実現 B:地域内の学校が協力し合いながら千葉市

全体の放課後の質を高めていく 

■各ブロックでの協力が促進するために、各ブロ

ックの中心人物を支援しながら、ブロック内での

情報交換・交流の場を設定・運用 

■新規プログラム開拓を運営団体と一緒に行いな

がら、活動内容やプログラム開拓のブロック内共

有を促進 

■各ブロック間の交流や情報旧友を実施 

②「千葉市の放課後の特徴」を実現するために最

適な行政の体制づくりと予算配分放課後事業担当

部署の創設 

今回、このような機会をいただけましたこと大変

感謝しております。千葉市全体の放課後をより良

いものにするために、微力ながら私どもに何がで

きるか日々考えて活動をしております。千葉市の

放課後現場に携わる様々な方とお話をする中で、

課題感を見つけ改善策を考えても、現在の枠組み

の中では実現が難しく、抜本的な仕組みの改革が

必要だと感じることも多々ございます。今回のよ

うに、政策企画課の方々や千葉市長様へ直接ご提

案させていただく機会や意見交換の場をコンスタ

ントに設けていただけますと大変ありがたく思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 



る。そのような子どもの可能性を浩が得る放

課後を実現するには、放課後事業を担う大人

の専門性や観察力・企画力・実行力が必要不

可欠になる。 

③放課後子ども教室の担い手確保①②を実現

するために重要な居場所のひとつである「放

課後子ども教室」の実行委員、地域コーディ

ネーター不足が顕在化。半ば義務的に役割を

行い、１年単位で地域コーディネーターが変

わっていく小学校では、希望するすべての子

どもたちが豊かな体験を継続して行うのが難

しい状況が発生している。想いを持った地域

の方が運営されている小学校では、現在は素

晴らしい放課後子ども教室が運営されている

が、その方の内容が素晴らしすぎるため後継

者が見つからず、高齢のため数年後には存続

の危機に立たされることが予見される。現在

でも地域コーディネーター不足が顕在化して

いるが、今後ますます担い手不足が加速して

いくことが予想される。 

■目指したい姿小学生が「安心安全」かつ

「自分の好きなことを見つけて没頭できる」

「仲間と一緒に楽しめる」放課後を過ごすこ

とができるまち「千葉市の放課後の特徴」を

実現するために運営団体・ブロック内共有の

支援地域内の学校が協力しあいながら千葉市

全体の放課後の質を高めていく 
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43 幸い、千葉市は東京都心のように一極集中せ

ず、人口も都市機能も各区ほぼ均等に分散し

ており、この特徴を最大限に生かした街づく

りが肝要と思う。今後 30 年以内に東京湾北

部を震源とする首都直下型地震が発生する確

率は 80％と云われており、地震をはじめとし

て頻発する風水害や土砂災害にも強い安心、

安全な千葉市として街づくりをすすめるべき

と考える。また各区の観光資源（河川、遺

跡、公園、神社仏閣等）を核とした広域公園

化構想（複数の公園、緑地や観光資源を包含

した広域の公園）の基本計画を作成し、これ

から急速に進む少子高齢化人口減少社会に対

応した居住空間を公園、緑地、森林等に隣接

して作る等都市機能分散型の街づくりをすす

める必要がある。外国人の占める割合はすで

に小学校区単位でみると５％近いところも出

てきており、10 年後には市内平均で５％を超

えてくると思われる。外国人を除外すること

なく共生を図り、自治会への加入促進、ごみ

の捨て方、深夜まで続くパーティーの自粛

等、今すぐ学校、町内自治会はじめあらゆる

団体で始めなければ手遅れになる。 

①観光資源（河川敷、遺跡、公園緑地、神社仏閣

等）の維持管理（草刈り、清掃活動等） 

②観光資源（河川敷、遺跡、公園緑地、神社仏閣

等）を核とした広域公園化構想（複数の公園、緑

地や観光資源を包含した広域の公園）のグランド

デザイン 
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o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

44 次期基本計画の策定にあたっては、 

１．これまでの 10 年程の環境や社会の変化

をしっかり解析し、この先 10 年・20 年の変

化を推定することがまず必要 

２．この先 10 年・20 年の変化のスピード

は、これまでの 10 年よりは大幅に速く変化

すると考えられるが、この変化のスピードも

含めて色々考えることが重要 

３．各団体の意見を求める等のミクロ的視点

から大きなマクロ的変化を推定することは非

常にむずかしく、今の進め方には賛成しがた

い 

４．今一番必要なことは、2032 年頃に焦点を

定め、その時代がどんな社会になっているか

各分野の専門家を招いてパネルディスカッシ

ョン等を各地で開き知識や情報の共有化を早

急にはかることではないか。 

５．そうしたプロセスを取れば、今後 10 年

間千葉市として何をどうすべきかかなりよく

見えてくると思う 

６．そうすれば 2032 年頃、千葉市が衰退都

市のひとつにならず、時代の変化についてい

く、更には変化をリードする役割をはたせる

のではないかと思う私が現時点の情報等から

考えている変化は以下の通り。 

５．10 年後を目指して自分の団体が取り組んで

いくこと 

（１）2032 年の千葉市の目指す姿は上述した

が、そこに至るまでは 2025 年問題をのりこえな

ければならない。特に年金の問題、介護の問題

（特養ホームの長期入所待ちー在宅介護が大半対

応等）、病院・医療の不足の問題等が考えられる

が、これらの対応では政府や行政に求めることは

しっかり要望していく。 

（２）地域として主に役割を担っていくべきと考

えているのは、健康づくり・健康寿命 up の活動

と在宅介護者（家族）の支援活動の２点を考え

る。 

（３）前者では科学的資料に基づいたスポーツ教

室の開催や地元密着型の健康づくり事業の推進

等。後者では、見守りや地域支え合い活動の推

進。又地域と小規模多機能型施設・あんしんケア

センターが連携した地域ケア活動の推進等が考え

られる。 

（４）町内自治会としては、これまでも主要テー

マであった住みよい地域づくりに更に力をいれて

ゆくが、更にこれまでよりより厳しい立場におか

れる人達を中心に地域に生きがいを感じてもらえ

る活動も重要になってくると感じている。 

  



１．地球温暖化が確実に進み気候変動の激

化・複雑化進展し、これが各分野に色々の影

響を与えている。海面上昇による塩害、台風

豪雨、地震津波高潮等色々考えられる。

（１）日本・特に千葉市で最も心配なのは高

潮の問題ではないか。海抜５ｍ以下のところ

には住宅建設禁止になっている（何か所

か）。今も千葉市では海抜５ｍ以下の居住用

土地のインフラに投資している・・・やめる

べき。塩害による農業不適切土地が発生して

いる・・・対応後述。 

（２）高潮の心配はあっても海辺や川周辺へ

のあこがれが強い・・・どう対応するか。水

との共存を考えるべき。巨大堤防の時代を終

っており、壁ではない堤防か付近に遊水地等

設けられる適当な用地の選択になっているの

では。 

（３）日本では台風・豪雨の被害実にひどく

なる。中小河川の氾濫もおこってくる。千葉

市では堤防強化よりも遊水地（田んぼ等）の

保存・確保が好ましい。 

（４）乾燥地域の乾燥化もっと進み大規模火

災も発生してくる。千葉ではそれほど心配は

ないと考えられるが自然林の手入れは必要。 

（５）海岸埋立地は地震時液状化の心配大、

又復旧費用も莫大。住宅利用は制限すべき。

千葉市では 10ｍ以上できれば 20ｍ以上の土

地（少し内陸部）に中心を移す計画を作り、

安全安心都市をかかげるべきでは。行政がイ



ンフラ投資をすれば利便性の高い適正用地多

くある。 

２．少子高齢化・人口減少の見通し 

（１）この 10 年は現状傾向続くが、10 年後

くらいに変換点くるだろう。国の政策として

も高齢者・福祉面への優遇投資から子ども研

究開発への投資へ変化する。でも 2032 年で

はまだ高齢者・福祉（特に生活保護費）の削

減に苦労しているだろう。 

（２）この１０年間では労働力不足極めて深

刻。その為の対応としてまず 70 歳の就業普

通に、年金支給も 75 歳迄の選択制になるの

では。75 歳以上の就業も視野に高齢者の就業

支援事業をしっかり行う必要有。 

（３）外国人労働者も当然増加するが、どこ

まで増えるかの見定め重要。15％超の予想も

あるが、10％程度迄と予想する。理由として

は職種の制限。その為千葉市として取り組む

のは雇用企業の支援レベルでよいのでは。 

（４）この 10 年の企業の設備投資は順調に

伸びている（特にロボット化等）。又労働者

の時給も UP し物価は安定している（好まし

い）。しかし生産性の伸びはせいぜい 6％

で、これでは高齢者の年金・医療費の UP を

支えられない。生産性の向上に努めることに

はなるが、医療費の伸び（特に単価を下げ

る）・生活保護費等の福祉関係の伸びを抑え

ることになる。千葉市としては不利益が生じ



る人をあまりお金をかけないで支援すること

を考える必要がでてくる。 

（５）子供に対する投資はこの 1０年横ばい

のまま。これをいつから増加に切り替える

か。子どもに対する意識変りつつあり重要度

増していることから 5 年後くらいから優先度

UP するのでは。それによりこどもは２～３

人が普通となり又それを支える施策が進展す

ると推定する。 

（６）子どもの育てかたに対しても変化がお

きていると推定する。これまでの過保護的な

育てかたから、子どもが自然の中で play しな

がら学ぶことの重要性の理解が高まる。その

為に必要な森（木のぼり等は必須。危険性は

あるが、致命傷を受けない配慮はするが、極

力自然豊かな森）が、都市やコミュニティの

中心に存在し、そのまわりに住宅が広がる子

ども中心で大人にとっても住みよい都市がで

きる。10 年で無理でもいくつかはスタートし

ている。 

３．産業構造・仕事に対する考え方の変化、

税金の使い方 

（１）一番大きい変化はエネルギー特に、発

電方法だと考えられる。（温暖化対策に抵抗

していると思われている米国では現時点でも

石炭火力なくなりつつあり）火力発電は予備

程度に、石炭はなくなり LNG が予備として一

部残る。これが可能となるのは蓄電池技術の

進歩による。原子力はたぶん 10 基程度残る



だろう（研究開発・技術維持の目的高まる）

米国の総発電コスト急激に変化した。蓄電技

術の進歩により、風力・ソーラーは火力（石

炭・LNG）の１/2.5 日本によってはビッグチ

ャンス（日本の発電用原料輸入 18 兆円/年）

千葉市としても関係分野の企業支援・誘致考

えるべき（特に沿岸部の低海抜地域に） 

（２）化石資源から作るプラスチック日本で

は（一部の国を除いては）無くなっている。

バイオプラスチック：その他代替品におきか

わっている。 

（３）交通手段も大中に変化しているだろ

う。電気自動車・燃料自動車が主体となって

いるだろう。航空機―空港も変化・直近では

鉄道が復権し、大都市（東京・大阪）に近い

ローカル空港は衰退するが、電気飛行機（ソ

ーラー飛行機・電気ジェット）の出現でどう

変化してゆくか。 

（４）農業も大きく変化するだろう。海面上

昇による不適切農地広がる（沿岸部）⇒これ

はソーラー基地に。少し内陸の耕作放棄地の

活用期待できるがその後工場農業が主力とな

るが、当面は農地に関する規制緩和必要。さ

らにドローン活用等の技術支援必要。工場農

業の進展では食の安全対応必要。遺伝子組み

換えに対する方針も。 

（５）牧畜にも変化がおこっている。牛乳に

ついてはまだ変化はないものの、肉について

は大豆使用の代替肉がポピラーになってく



る。理由としては既に味は変らず、CO2 より

25 倍温室効果が多い CH4 の発生抑制し、温

室効果を 1/10 で作れる。さらに健康指向に

もマッチしている。 

（６）全体を通してイノベーションの速度特

に速くなる。情報交換の急速化、又よい商品

の広がり方も急速する。全体を通して千葉市

では変換関連分野の企業誘致や支援が必要。 

（７）オフィスに対する考え方も大幅に変っ

ているだろう。コワーキングの拡大・一人に

１つのデスクがある時代は終りに向ってい

る。（市役所についても考える必要あり）・

又副業についても容認更に推奨しているかも

しれない。 

（８）定住・住むという観念にも変化が明確

になってくる。渡り鳥クラブが進展し、シェ

アハウスもポピュラーになっているだろう。

自分たちのその時の価値観に合う所に気軽に

引越す人達が増えるだろう。住民税は取りに

くくなるし、住民税等が高い所には住まなく

なるだろう。少くとも固定所有の意識は変化

しているだろう。 

（９）相続放棄も更に進み、空家や所有者不

明の土地も更にどんどん増えるだろう。この

対応は千葉市独自ででも早急に行う必要があ

る。 

（１０）地方都市の衰退深刻なレベルにまで

進んでいるだろう。その中でも過疎化が大問

題。消滅地区が目立っているだろう。一方で



頑張っている地方都市もかなり出てくるだろ

う。都市は選別と淘汰の時代になっている。 

（１１）国民の貧富の差更に拡大しているだ

ろう。又土地の価格も２極化が進展している

だろう。最大の問題は今お金を持っていると

されている高齢者がそのお金を使い切って貧

しくなった時、貧しい高齢者の増加で社会が

成り立たなくなる恐れもある。 

（１２）一方で高齢者の考え方も少しづつ変

化し、特養ホームに入って５年 10 年更に長

く活かされるのは好まないだろう。 

（１３）税金の使われ方に対してもっと関心

が高まってくるだろう。弱者の一部切り捨に

もつながる小さい政府（税金は抑えて自己責

任増）に向うかは微妙だが wise spending の

考え方が強まっているだろう。 

（１４）その結果、高齢者・福祉優先から子

ども・研究開発にお金をかけるようになって

くるだろう。優先課題としては子どもの教

育・保育の充実、中高齢者向けとしては健康

寿命 up の取組み（今よりもっと科学的に：

又この分野の研究や教育にも）福祉関係では

自立視点の取組み等が考えられる。一方絞り

込む事業としては特養ホームの増設や生活保

護関係、介護保険や健康保険の負担割合も上

げる方向に行くだろう。いずれにしてもコス

ト・パフォーマンスの評価の考え方強まって

いるだろう。 

４．千葉市が生き残り、更に発展するには 



（１）東京近郊であっても対応を誤ると当然

衰退すると考えるべき。 

（２）千葉市が目指す 2032 年姿は「災害に

強く安全で安心して子どもを育てることがで

き、家族と充実した生活を送ることができる

自然豊かな住みやすい街」がよいと考える。 

（３）具体的には海抜 10m 以上（できれば

20ｍ以上）の安全な台地に街が形成され、又

は既存市街地が更新されて、その中心には子

どもが自然から多くの事を学ぶことができる

広大な森を有するコミュニティの連合体。 

（４）又海岸近くの一部大地には遊水地機能

を周囲に持った水とともに活きる市街地も存

在している。 

（５）更にコミュニティの中心付近には高齢

者から子ども達が集い、又スポーツ等を楽し

める施設（居場所）があり、隣人・友人と楽

しい時を過せている。 

（６）沿岸部等には、時代の流れにマッチし

た健全な企業が存在し、職場の確保と安定的

な税収が確保されている。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

44 千葉市もコンパクトでやさしいまちづくりを

目指す（コンパクトシティ、SDGｓの具現

化） 

高齢化、人口減少に耐える強い街「コンパクトシ

ティ」 

①災害対策：広域→狭域：頑強な対策 

②交通、ライフライン、コンパクトシティ、行政

サービスの充実 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

44 １．千葉イメージアップ作戦の展開  

（１）千葉市特産物の開発販売（例：B 級グ

ルメ、千葉ラーメン）  

（２）千葉市のバラとして「ローズチバ」の

開発 

２．少子化対策  

（１）第２子以上の子に対する児童手当の大

幅アップによる出生率の向上（国への働きか

け）  

（２）子を持ちたい夫妻の不妊治療の補助

（千葉市単独措置の導入と国への働きかけ）  

（３）自治体としての婚活支援による婚姻率

の向上 

３．雇用対策  

（１）若年者の千葉市内就業の促進と定着  

（２）若年者のための雇用の場の確保 

４．交通政策  

（１）第二湾岸道路の建設着工  

（２）通学路・バス路線道路の幅員拡幅 

１．自治会館の利用拡大 

２．自治会館の将来の増改築の検討 

３．自治会活動の合理化効率化（地域社会の高齢

化が進み、自治会活動の担い手が必ずしも十分で

なくなる恐れがあり、これまでと同様とはいかな

くてもそれなりの対応ができるよう自治会全体の

事業内容や活動状況を見直し、効率的な運営が可

能となるよう自治会のあり方を検討する） 

外国人との共生が一層進むよう千葉市がリーダー

シップをとられることを希望する。日本人は外国

人に対しすばらしいホスピタリティが発揮される

が、反面外国人に対し偏見や差別といった点もみ

られるので、今後益々増加が見込まれる外国人と

の共生がよくなるように配慮願いたい。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

45 ●市民主体で、自ら地域の実情に合った、ま

ちづくりが実現できる。社会が複雑化し、価

値観の多様化が進み、市職員の減少が避けら

れない財政状況の中で、行政主導のまちづく

りには限界が既に見えていることから、市民

主体のまちづくりを推進する必要がある。 

① 自分たちのまちに関心を持ち、将来に引き継

ぎたいと思えるまちを実現するため、主体的に地

域の実情に合ったまちづくりに取り組む。 

② ２００８年に施行された「千葉市市民参加及

び協働に関する条例」についても市職員に理解が

進んでいない状況において、条例が改正され「千

葉市市民自治によるまちづくり条例」が施行され

る。新条例の趣旨を理解して市民自治によるまち

づくりが進むよう取り組んでいただきたい。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

46 ●目指したい姿を考える前に、千葉市を取り

巻く環境についてどう予見するかが必要で

す。予見の要素として、人口の推移、産業の

状況、市の収入と支出のバランス等につい

て、一定の方向付けを明確にしておく必要が

あります。 

●その環境に立脚して目指したい姿を考える

べきです。そのポイントを以下に示します。

A.ESG(環境にやさしい、社会貢献が高い、ガ

バナンス）にマッチングした街にすること 

B.いつでも活性化している状況を作ること。

地域の自治にしても企業においても発展して

いく姿が見えること。 

C.持続可能性の高い施策を毎年打ち出してい

くこと。 

各種テーマを推進していく組織として「地域運営

委員会」は有効であると考えます。千葉市に 50

ある地区連のうち、いまだ 20 ぐらいの設立にな

っていると思われます。力を入れて未設立の地区

を減らす努力が必要です。 

【別紙】我々が取り組みたい具体的テーマ 

（１）高齢者の支援 ・生活支援（買い物、ゴミ

出し支援等支えあい活動） ・見守り（福祉協力

員ネットワーク） ・認知症対策 

（２）障害者の支援 ・障害者福祉委員会（社

協） ・避難行動要支援者の支援、要介護の高齢

者や重度の障害者 

（３）青少年の健全・育成 ・学校支援活動＝夜

間パトロール、ウォークラリー、クリスマスコン

サート ・通学時の安全確保 ・こども 110

番 ・地域による次世代育成・非行防止 

（４）防犯活動 ・各自治会防犯パトロール隊の

活動 

（５）防災の取り組み（被害の拡大防止） ・備

蓄品の用意 ・安否確認 ・避難所運営 ・合同

防災訓練 

（６）環境美化・保全 ・清掃活動＝検見川浜の

海岸清掃 ・ゴミステーション管理 ・空き家の

管理、空地の草刈り 

今以上に自治会活動を強固にしていく必要があり

ます。地域の活動の原点は自治会にあります。そ

の自治会が弱いと何も前進しません。自治会が多

くの会員参画のもとで活発な活動を展開すること

が肝要です。対外的（県、市、区に対して）な動

きについても地区が一体となって対処することで

力強さが発揮されます。今後に向けて活性化をキ

ーワードに前進したいものです。 



（７）健康づくり ・スポーツイベント＝運動

会、ソフトボール他 ・中学生の応援 ・運動会

参加自治会減少の歯止め 

（８）地域の絆づくり ・盆踊り、敬老会、研修

親睦旅行、新春賀詞交換会 ・コミコン=ゴル

フ、ハイキング、手打ちそば、勉強会 

（９）磯部地域ルームの地域活動の拠点としての

機能 

（１０）学校解体及び跡地対策＝住民対策、県土

地管理局への対応 

（１１）地区連未加入マンションへの呼びかけ＝

自治会の結成 

（１２）広報誌「いそべ」、ふれあい「いそ

べ」、青少年育成委員会のたより等の取扱い上記

のテーマをどの組織体で取り組むか？ 

A.各団体で取り組む 

B.地域運営委員会の役員会で取り組む 

C.広く人材を集めてプロジェクト・チームを編成

して取り組む。 
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47 ①千葉市の長所や課題 

●長所 ・緑と花のあふれる都市空間づくり

の方向性が明確に感じられる。 ・公園やス

ポーツ施設、イベント会場など他県からも認

知度が高い。 ・東京に近接していながら気

候が穏やかで、大きな混雑が少ない。 ・ベ

イサイド開発が盛んである一方で、緑豊かな

公園が点在し、海産物や農産物の一大産地で

あるなどバラエティに富んだ地域であ

る。 ・羽田・成田両空港へのアクセスが比

較的容易である。 

●課題 ・高齢化に伴う医療・福祉体制の充

実 ・地域コミュニティの核となる拠点、及

び担い手の不足 ・道路、自転車走行レー

ン、及び歩道の更なる整備 ・防犯・安全対

策（街頭整備等）の充実 ・長所（千葉市の

資源）の PR が足りず、街づくりに活かせて

いない 

②将来（20～30 年後）実現したい千葉市の

姿 ・財政健全化を達成し、福祉や教育などゆと

りのある街づくりを図る。 ・海浜地区空地開

発・産業振興によって一層の人口・税収増につな

げる。 ・交通網の整備（東京都心・羽田空港へ

の更なるアクセス向上）を図る。 ・千葉みなと

地区への著名施設や店舗等の誘致を積極的に行っ

て集積し、魅力のある街づくりを目指す。 ・千

葉市の次代を支える主体となる子育て支援の充実

を図る。 

・市内におけるたばこ販売の禁止・防災対策拡充

（電線地中化、幹線道路整備、高潮対策、インフ

ラ強靭化）・高齢者向け交通アクセス（コミュニ

ティバス等）の充実・健康づくりのサポートメニ

ューの拡充・千葉ポートパークの施設充実（アス

レチックや遊具）による集客 UP・千葉都市モノ

レール利用増に向けた企画の更なる立案・実行 
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48 １．千葉市が市民に溶け込み、共生社会とし

て協働する街づくり２．千葉市と市民および

市民間において、ともに支えい、ともにはぐ

くむ街づくり３．市民の安心と利便性を実現

できる街づくり４．市民にとって「心のふる

さと」となり得る街づくり５．千葉市経済の

強化と雇用促進が実現する街づくり 

１．千葉市が市民に溶け込み、共生社会として協

働する街づくり   

(1) 自治会等の団体へのさらなる支援強化と連携        

① 補助金の増額 

② 住民等が対応不能な分野の行政書士等専門家

の参画（委託）   

(2) 区役所機能の強化 

① 本庁のみ取り扱う行政手続等を区役所に活動

集約することによる行政サービスの強化    

② 土曜日・日曜日・祝日の開庁の促進      

 ・幹部から職員まで、シフト制による休日検討 

③ 人材不足がある場合の行政書士等専門家の参

画（委託） 

２．千葉市と市民および市民間において、ともに

支えい、ともにはぐくむ街づくり 

(1) 地域福祉の環境構築 

① 高齢者・障害のある人等に対する支援体制の

さらなる強化 

② 地域福祉のさらなる充実 

(2) 少子化対策の強化   

① 子育て支援（保育所の確保等）のさらなる強

化   

② 教育支援活動（育成委員会等の活動等）に係

る補助金の増額 

３．市民の安心と利便性を実現できる街づくり  

(1) 地域の防災・防犯機能の向上     

１．千葉市は、政令指定都市の中で、唯一人口１

００万人に満たない都市となりました。他の政令

指定都市（仙台市、広島市、川崎市等：いずれも

１００万都市）と比較し、何か自治体としての魅

力に欠ける要素が内在しているものと想定されま

す。魅力があれば、自然と人は集まるものです。

千葉市としても、この点、根本から考えてみる必

要があるのでないでしょうか。 

２．税収不足が強調されますが、千葉市として

も、幹部から職員まで、さらなる身を切る改革を

打ち出す必要もあろうかと思います。 

３．「今後１０年」と謳っていますが、もはや待

ったなしで実現しなければならない課題が山積み

です。千葉市におかれましても、その点充分に考

慮いただき、政策の  優先順位を熟慮のうえ、

ご対応いただければと思います。 

４．地域行政、大学との連携等に関し、行政書士

等専門家の活用の促進も考えるべきと思います。 



① 地域の主体的な活動を促す前に、行政が主体

となった政策の実施     

② 市民に対する防災・防犯意識のさらなる啓蒙 

(2) 生活基盤の充実     

① 千葉市内各地域が公平に利用できる公共交通

の充実 

４．市民にとって「心のふるさと」となり得る街

づくり   

(1) 自然環境の活用  

① 協働による自然環境の保全・活用のさらなる

推進     

② 自然環境の魅力向上と情報発信の強化     

③ 歴史的資源の魅力向上の促進と活用の促進  

(2) 農業資源の活用 

① 都市と農村との交流促進 

② 農業・農村の魅力向上と情報発信の推進  

５．千葉市経済の強化と雇用促進が実現する街づ

くり   

(1) 高齢者の雇用確保の強化 

① 年金だけでは生活していけない現実の打破

（待ったなしの政策実施） 

・低賃金かつ重労働の雇用が大半を占めているの

が現実   

(2) 若年層雇用確保 

① 子供を持つ世帯の生活向上 

② 若年層の人口定着のための施策の実施 
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49 ①弁天のすべての道路に消防車が入れる 

②各町会に一つの公民館がありそこで働く人

に給料を払い、地域の福祉活動を計画し実行

している 

③公民館、あんしんセンター、健康課、社協

などの組織が高齢者向けに行う行事や活動に

横のつながりがあり、ダブりのないそれぞれ

の組織の特長を生かした活動をしている 

①買い物弱者向けの買い物バスを運行してほしい 

②千葉公園を高齢者向けにベンチをもっと増やし

てほしい 

③社協地区部会の福祉活動は、子供から高齢者ま

で幅広い層を対象としていて全部カバーできな

い。このため福祉事業の一部（子育てや高齢者対

策など）を NPO 法人に任せ、補助金などを増や

して支援していく 

④放置された空き家は隣接する住宅へ飛散物によ

る被害を発生させたり放火による火災の心配もあ

るので迅速に処理を進めてほしい 

⑤見守り高齢者の見守り活動は、現行の緊急通報

システム制度のすばらしさをもっと強力に PR

し、取付拡大に努めてほしい 

⑥防犯カメラを町会で取り付けるのは簡単だが、

役員の少ない町会で維持管理が無理である。行政

で管理してほしい 

⑦公民館、あんしんセンター、健康課、社協など

の組織が高齢者向けに行う行事や活動にダブりが

あるので、各団体の分担を明確にしてほしい。介

護予防・詐欺防止・紙芝居・健康体操・朗読介護

予防・口腔衛生誤嚥・食事栄養・認知症予防・熱

中症予防などを各組織で行っている。 

①町会や社協の役員不足を解消するため、民生委

員、町会役員、社協役員、安心センター職員の仕

事の一部を実施する仮称「地域福祉員」を新設す

る。各委員の似たような仕事が解消できる。要員

は現在共働きしているお母さんたちを狙い、働く

のと同程度の賃金を支払う。 

②アパートやワンルームマンションの居住者は町

会へ加入してない人が多い。この方たちには、町

会を通じて行政の情報は伝わらないので行政で情

報を伝えてほしい。 

③高齢者が毎日集まって懇談できる場をつくって

ほしい。会場を準備したりお茶を出したりする世

話役を定め、手当を支払う。 
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50 ●安心して年齢を重ねていけるまち 

●安心して子供を産み、育てていけるまち 

●世代を超えて交流でき、暮らしていけるま

ち 

①●認知症の方や家族が孤立しないような取り組

みを工夫したい。例えば認知症カフェのようなも

の。 

●子育てサロン、いきいきサロン等すでに活動し

ているものに工夫を加え、長く継続していきた

い。 

●支えあい活動も長く継続させたい。 

②●現在行われている事業（高齢者向け、様々な

年代向け）の支援を引き続きお願いしたい。 
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51 １．市内のバス停が屋根付きでベンチが設置

されている。  高齢者、障がい者、妊婦さ

んにとってバス待ちつらさが軽減され、外出

しやすくなり、地域の皆さんの元気につなが

る。２．老朽化した公的施設の再建（学校、

公民館、図書館等）に際しては、多目的に使

えるスペースを設け、高齢者、障がい者、子

ども達、在留外国人との交流が図れている。     

外国人との交流に際しては、翻訳機能のある

器具が設置してあり、他文化の理解が進む。

３．災害が発生しても、地域で協力し合い、

安心安全に暮らせるまち。生活支援が速やか

にできるよう対応が準備されている。 

①私たちが取り組みたいこと 

左記 1 について、・設置された屋根、ベンチの日

常の状態把握と市への報告、多少のメンテナンス

も可能。 

左記 2 について・介護予防、健康増進、子育て支

援などの高齢者や子ども達と多彩なイベントや講

座開催。・特に外国人には地域のイベント（例．

夏祭りなど）への参加を促進する。 

左記 3 について・避難所訓練、井戸水利用 MAP

の作成 

②千葉市に取り組んでほしい事 

左記 1 について ・屋根やベンチを設置していた

だきたい。また、高齢の希望者にバスチケットの

配布を。その財源は、高齢者へのお祝いの品や祝

い金を CUT してもいいのではないか。  

左記 2 について ・施設の再建には、皆が足を運

びたくなるような魅力的な建物に立て替えていた

だきたい。・外国人にとって、地域のイベントに

参加することが何かメリットとなるような仕組み

を。 

左記 3 について ・実効的な避難所開設訓練の実

施指導、充電ポイント増設。 

地域にとって、高齢者、子ども達や障がい者への

視点は不可欠。また、地域の産業のためには外国

人の力が必要。地域に関わるすべての人たちが安

心安全に暮らせるようお互いの支え合いが求めら

れる。 
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52 活力ある“地域力”を持つ千葉市 

1.住民組織単位を大きな枠（最大、社協地区

部会エリア）に作り替える。  

・小単位自治会の近隣にある比較的大きい自

治会への吸収合併。  

・これから少子超高齢化社会の出現により、

益々役員のなり手が減少し、自治会組織消滅

の傾向が一段と強まる。  

・自治会の業務は、出来るだけ低減し、少数

のメンバーで対応する。  

・地域の 3 大テーマ「防災・防犯・福祉」

に、公助、共助、自助の多くのエネルギーを

集中させる。盆踊り、敬老会、文化祭、餅つ

き大会等については、自治会行事から外し、

ボランテイア主体の運営とする。  

2.組織内部では活発なサロン活動、同好会活

動をボランテイアにより推進する。  

・時間に余裕のある人の旗振りボランテイア

へのお願いを積極的に推進する（役員会への

参加ではなく）。同時に、旗振りボランテイ

アが、自由にその活動を推進することが出来

るような体制を作ることに自治会が支援協力

する。    

・市内各組織間の情報公開を密にし、“うまく

展開している組織のやり方”をお互いにまね

1.空き家対策 ・10 年後空き家が相当数増えるこ

とが予想され、地域の生活環境も変化する。千葉

市独自の条例を再度制定されたい。 

1.民生委員制度の抜本的な改革  

・少子超高齢化社会の出現と数の増大に対応しき

れていない。どのようなことが要求され、どのよ

うに対応するのか、明確になっていない。  

・関連する福祉に関する組織、「社会福祉協議

会」との関係をどのように持っていくのか、あい

まいなことが多すぎる。このあたりを埋めるため

に、地域の福祉関連組織による“地域ケア会議”を

開催しているが、相互の情報交換会の域を出な

い。 

2.買い物支援、病院への送迎に、自家用車の使用

が許されていない。   

・福祉関連予算を低減させるために、これだけ

“在宅医療”が叫ばれている中で、極めて片手落ち

と言わざるを得ない。   

・タクシー業界対応であるならば、何か手がある

はずである。千葉市独自の対応案 が考えられな

いだろうか。 



る。これに関係した記事を集めた「--便り」

を多く発行し皆に供す 

3.組織内部に住民同士の極小単位（20 軒程

度）組織を作り（自治会内部の“班”）、その

中で意思疎通が十分行われるような仕組みを

作る。  

・自治会への情報の吸い上げ、伝達、とりあ

えずの相互応援の仕組みをこの班単位で行う

ことを原則とする。高齢者見守り活動等はこ

の班主体で対応する。  

・災害発生時には、まず最初にこの班の集合

場所を決めて置き、点検、自治会上部への連

絡、緊急時の対応等を行い、後自治会からの

指示を待って行動する。 
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53 1.千葉市の観光・文化がユニークでおもしろ

い（田舎都市のイメージからの脱出）10 年が

かりで立体感のある政策の展開が望まれます

（割愛） 

●2-1.全市民に共生社会づくりの理念を浸透する

コンセプト：シニアが輝き子供が元気な街づくり 

～人生 100 年時代、地域で輝け生涯現役の気概で

理由：高齢化がすすみ人生 100 年時代を迎えてい

くとした一方で、包括支援システムによる在宅医

療・介護を柱とする福祉政策が進められている。

医療保険、介護保険の財政負担が爆発的に増え、

国、行政の財政は危機的状態に追い込まれるとい

う予測に立ち向かうには、市民の健康長寿政策が

大きな柱となる。地域社会の高齢化は、多くの活

動組織で「担い手不足」があり活動の停滞化を余

儀なくされている。地域、福祉などの多方面で社

会経験の豊富な高齢者が集い智慧を出し合うこと

で、地域、組織の活性化につながるばかりでな

く、本人の健康長寿を支えていくことになりま

す。この無限の可能性をどのようなシステムで具

現化していくか、市民に考えさせ、優秀な団体・

組織を表彰することも一考かと思います。 

●2-2.ふれあい生き生きサロン、全市で 1000 か所

（笑顔を交わし合う地域の仲間はあしたの希望）

理由：社協・地区部会では独居高齢者などを対象

とした「ふれあいいきいきサロン」活動を推進し

ていますが、住民ニーズがあっても町会自治会の

協力がないと実現しません。町内自治会が住民の

ための「ふれあいサロン」の開設に理解を示し、

協力してもらえないのが現実です。人々が日常的

●市民としての心地よい地域生活、千葉市民で良

かったと思える街に。住民相互の信頼関係のコア

となる町内自治会の役割と見直し強化を理由：市

民生活の主役は一人ひとりの市民であり、つなが

り豊かな生活環境の創設にあります。長年福祉活

動に従事して痛感することは、「市民・住民」と

市民組織の最小コアである「町会自治会」との繋

がりが薄れていることです。背景には、高齢化に

よる役員のなり手不足、活動に魅力がない、恩恵

がないなど様々な要因がありますが、脱会する世

帯が増えても新規加入が少ないなど、住民相互の

連携も薄れるばかりです。 町会自治会の存在

は、住民相互の協力参加を前提とした「安心・安

全の街づくり」にあります。自治会の諸活動は

「参加・協力による繋がりづくり」を前提として

おり、広義に捉えると「福祉活動」そのものです

が、福祉に関する活動については後ろ向きな自治

会が多いのが現実です。行政サイドも「町会自治

会は任意団体であり、行政サイドは指導する立場

に無い」として、この対応は否定的で、福祉活動

のネットワーク面で大きな壁となっています。町

会自治会を窓口とする行政・社協等の回覧物は、

未加入者には回らず蚊帳の外です。町会自治会と

しては「自治会には福祉活動を関わる人的・組織

的余裕はなく、押し付けがましいことは控えてほ

しい」というのが本音なのかもしれません。住民



にふれあうことで、いざ！という事態（孤独死、

災害時、健康的非常時など）に連携して対応する

ことができるのです。 

●2-3.千葉市が「健康長寿型市民生活プラン」を

推進（市民の自主参加で）理由：提案１と同じ。

独居高齢者の増加、老々介護家庭の増加など、地

域における厳しい現実に触れるにつけ、「健康あ

っての人生」であることを痛感します。福祉活動

も要支援者・介護者への支援は限界があり、認知

症予防や転倒予防のためのシニア体操など、健康

長寿のためのノウハウは様々です。そのノウハウ

を共有し、シニアパワーで対処することで高齢者

の地域生活は大きく変わります。千葉市の福祉政

策の一環として掲げ、事例紹介を含めた広報活動

により、十分成果を期することが出来るのではと

思います。 

●2-4.ご近所福祉活動を全市で展開をご近所は、

住民相互の生活面での事情を最も身近に把握し、

信頼関係を大切にしあっている生活仲間です。町

会全体、また社協地区部会の支え合いの仕組みづ

くりも大切なことですが、支え合いの基本である

相互の信頼関係が希薄で、即応性と実効性に欠け

ます。まずは最も身近なご近所相互での日常的

「見守り、支え合い、助け合い」は、相互の生活

の「安心・安全」を守るうえでの最良策でありま

す。この基本姿勢を市民が広く共有することの大

切さを、市の福祉活動の基本姿勢として掲げ、一

般市民に広報活動でこの理念を浸透することが、

の窓口的役割のある町会自治会は、「住み心地の

よい街づくり」「ふれあい豊かな地域生活」を基

調を諸活動を基軸と市、住民の思いを大切にして

共感が得られる活動の展開について、行政サイド

の指導を切に期待する次第です。暮らしやすい街

づくりは町会自治会の活動如何にかかっており、

町会自治会活動の充実の観点から、行政の積極的

な啓蒙指導など幅広い関わりを望んでやみませ

ん。 



広範な福祉活動の起点となるのではないでしょう

か。 
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54     団体提言ではありません。市民の一人としての提

言です。主題「市民が世界に誇れる千葉市、生き

がいと喜びが生まれる未来性のある都市づくりを

目指して」「友達から千葉市の特長は」と聞かれ

ても即答はできません。「千葉市に来られたら此

処を案内しましょう。ここは日本世界に誇れる場

所です」と胸を張って言えるところはありませ

ん。例えば、横浜市ですと「港や中華街に案内し

ます」言われますが、千葉市にはありません。胸

を張って案内できる都市づくりを提案します。第

一は都川流域一帯和泉自然公園までに「せんよ

う」の地のとしての自然環境づくりです。千葉と

はもともとは「せんようの地」と呼ばれていまし

た。都川流域葭川一帯を中心として蓮の葉が重な

り合い、花が咲き「まるで【せんよう】の美しさ

だ」と人々から言われていた所です。そこから

「千葉」の地名が生まれたのです。この「せんよ

うの地」を復活させることが提案の第一です。都

川流域一帯を和泉自然公園に向かって「せんよ

う」の地を作り上げてほしいのです。千葉市は大

賀蓮が発掘され古代蓮発祥の地です。世界の蓮が

鑑賞できる池。沼地にはトンボが飛び交い水中生

物が観察できる場所。湿地帯には四季折々の小鳥

の観察でき、渡り鳥が中継基地として訪れてくれ

る場所、ラムサール条約に登録されるような湿原

作りの環境を整えてはどうでしょうか。子どもた



ちが野草を観察、四季折々の草花に触れる。小動

物やエビガニや小魚を釣ることができる環境づく

り、どろんこ遊びができ人間本来の生き方ができ

る場所を作りませんか。また高齢者がのんびりと

散策できる遊歩道、以降の場として施設を整えて

自然環境再創造してほしいのです。このような環

境こそ 21 世紀に求められた人間回復の環境活動

ではないでしょうか。自然破壊ではなく自然創造

の都市づくりです。10 年 20 年ではできないかも

しれません。100 年計画の第一歩として提案しま

す。第二は、潮干狩りのできる浜の復活。千葉と

言えば「潮干狩り」「潮干狩り」といえば千葉が

有名でした。埋め立てによってその面影はどこの

もありません。千葉市・関東近県の人達は５月が

来ると「潮干狩り」を思い出すことと思っていま

す。高度経済の発展とともに埋め立てが始まり千

葉市の遠浅瀬であった袖ケ浦は埋め立てられ「潮

干狩り」は消滅してしまいました。その後には高

層ビルの林立があるのみです。稲毛の浜、検見川

の浜、幕張の浜が整備され美しい景観が戻ってき

たことはうれしい限りです。しかし「潮干狩り」

浜は戻っては来ていません。船橋に「三番瀨」が

残されています。「潮干狩り」のできる所です。

このよぷな「潮干狩り」の場が再生できないでし

ょうか。砂浜は深く掘られてしまい「いまさら埋

め立て直すことは出来ません」と一蹴されること

と思っています。まとめとして敢えて提案する理

由は、21 世紀は人間回復の時代です。SDGｓの

目標ある持続可能な社会の構築実践への時代で



す。人間は地球環境を守っていく義務が義務があ

ります。失われたものを取り戻す使命がありま

す。不可能な提案だと思いますが人間の英知を結

集し、机上論でもいいですから一歩進めることを

提案いたします。 
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55 障害者・高齢者にやさしい町づくり。弱者を

差別することなくささえあえる。 

①高齢者・障害者の見守り、支援 

②交流の場をつくることで社会参加でき、活躍で

きるのではないか 
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56   ②千葉駅周辺のタクシー乗り場の地下からの行き

方が悪いという意見がありました。 

１．昨年千葉県を襲った豪雨災害の被害を見て冠

水対策などに力を入れてほしい。 

２．千葉駅のバスターミナルの整備 
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57 ●持続可能な再生エネルギーを取り込んだ未

来への希望をつなげられる都市●シニア世代

も生産性の喜びを持って社会参加できる環境

の整った都市 

●産学共同で、風力発電 太陽電池などエネルギ

ー分野の研究をさらに深められるようにし、海や

空き地の有効活用をする。    ●シルバー人

材センターの拡充●空き家の有効活用などで、高

齢者の集える場を作り地域の活性化に繋がる事業

展開の企画などできるようにする●高齢者採用奨

励など行政から企業への働きかけをする 

まだまだ元気な高齢者がたくさんいるので、彼ら

の知識、経験を生かし、明るいシニアが行きかう

街にしていきたい。 
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58 ●千葉市は年々広がり、おゆみの、アリオ、

幕張メッセ地区等、また千葉駅内や周辺も活

気ある街となるでしょう。 

●市内中心街に観光バスターミナルを（中央

区栄町などに） 

●県庁前通り、千葉銀座通り、中央銀座通

り、栄町通りの見直しを。パルコがなくな

り、人通り、お客が激減しており至急検討

を。 

●千葉市の地元企業を育て、若い人の時代に

合った就職や結婚もでき、安心して暮らせる

普通の生活が送れる将来 

●大地震や台風、水害などの対応と準備（安

心な千葉市を） 

●民生委員・児童委員活動は大切な任務で

す。将来も続行してください。 

①小学生、中学生にも積極的にボランティア活動

の参加を。現在学校ではお店や会社の見学や体験

学習を行っている。そこで学校という大きな教育

組織で活動に加えてもらいたい。ボランティアは

大人や高齢者になってから始めるものではない。

子供や学生でもできることはたくさんあり、教育

にも良いことだと思います。 

②あと５年で昭和 100 年です。団塊世代も 75 歳

以上となり後期高齢者です。健康で長生きのため

にも記載例１～２の活動やボランティア活動を。 

１の千葉市の将来欄に記入 
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59 １．子育ての母親や子ども達が安心し楽しめ

るまち。少子化対策の一環として母子ともに

安心して生活できるよう地域環境の整備を行

う。そのため各地域に母親の子育て支援や子

供たちの遊ぶ場所、学習、ものづくり、子ど

も食堂等を集約した施設をつくる。 

２．災害に強いまち。昨年の台風や豪雨によ

る災害を踏え、停電対策として避難施設（学

校、公民館）に停電時でも自主的に電源が確

保できる非常用自家発電機を整備する。これ

により、給湯や炊飯、携帯電話等の必要最小

限の負荷設備の電源とする。また、避難施設

としては高齢者の避難誘導等を考慮し、公的

な避難施設のみならず、地域の自治会館や集

会所等の活用を検討すべきと考えます。 

１．高齢者のゴミ出し及び買い物支援。一人くら

し高齢者及び高齢者世帯が増加しており、日常の

ゴミ出しや買い物等の対応が難しい方が増えてい

る。介護保険を利用し、ヘルパー等の活用により

対応している方もあるが、保険等のアップでそれ

を利用できない方達が増えてくると思われる。そ

のため、ゴミ出しや買い物支援を行うボランティ

アや団体等を募集し、市が支援を行い、高齢者が

安心して生活できる体制が必要。 

２．安心・安全な街づくり。子ども達や高齢者が

安心して住める地域づくりのため、地域の講演や

道路、危険な場所に防犯カメラを設置し、地域の

人達を犯罪や事故を守る。防犯カメラを設置する

ことにより犯罪の抑止効果が図れる。 

高齢者が地域の中で元気に活躍でき、できれば収

入が得られる仕組みづくりが必要と思われる。具

体的には野菜作り、施設の管理等、地域の人が求

めている簡単な作業。 
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60   千葉市の各町内がイベントや集いを行いできるだ

け顔みしりの人間関係を作り災害に強い街作りを

行いたい 

高齢者夫婦だけの家族が多い中、片方が亡くなっ

た時の手続きがとても大変なようです。まして子

供たちが近隣にいない場合は大変です。できるだ

け役所の一ヶ所に行けばすべての手続きができる

体制づくりをお願いしたいです。 
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61 ●近隣の繋がりを密にし協力し、子育て・見

守りのできるまち（昔の講や結のようなコミ

ュニティ） 

①地域活動の充実（イベント、サロン等で多くの

人と知り合う機会を作る）、あいさつ・声かけを

する 

②地域への啓発 

自由意見令和元年 11 月末現在の日本の人口は 1

億 2615 万人で、内外国人は 228 万人（構成比

1.9%）同時点の千葉市の人口は 972,561 人でその

内外国人は 28,136 人（構成比 2.9％）となってい

る。2025 年問題を抱える日本では、人口減が着

実に進む一方外国人労働者に関する入国管理法の

改正もあり、在日外国人は確実に増加してくるも

のと考える。このような環境下で我々は、今後増

え続ける外国人労働者及びその家族体動する場合

の諸問題につき今から真剣に検討すべき時期にあ

ると考える。外国人が日本人社会に溶け込みかつ

安定した生活が送れることが、下記に掲げる諸問

題の解決に役立つものと思う。 

検討すべき点 

１．日本語習得：労働者のご学力向上は、業務遂

行上必要不可欠故雇用する企業が教育の実施等で

ある程度は期待できる。外国人子弟も低学年で小

学校に入学した場合は、短期間で日本語の習得は

期待できる。一方子弟の母親の場合は、日本語習

得の機会が少ないと思われ、PTA 活動でもなかな

か日本になじめないケースが多々あるのではない

か。これを解消するために外国人ママさんの日本

語教室のボランティアを広く集め、教室の場所の

提供を、市の施設が使えるよう市に要請する。 

２．医療費問題：日本の国民皆保険制度を悪用す

る外国人が相当数いる。これは外国人労働者が加



入する国民健康保険や企業の健康保険を自身の家

族に適用し高額の医療費をある意味合法的に利用

するケースだ。これに関しては、健康保険法の改

正で外国人労働者家族の医療を制限することにな

るが、不公平な取扱いにならないよう注意する必

要がある。数年後を目安に、法改正を実現させる

べく委員会設置を低減する。 

３．生活保護費：生活保護を不当に申請する外国

人の報道は時々テレビや新聞で目にする機会があ

る。市社会福祉課をごまかして不当に申請する犯

罪は根絶やせなければならないが、どのような施

策が必要か検討するワーキンググループを設置し

市民の参加を求める。 

４．災害時対応：自治会で定期的に実施する避難

訓練への参加の呼びかけ。訓練に参加し顔見知り

になることで非常時での対応がスムーズになり日

本人と外国人との垣根が低くなる効果があると思

う。 

５．生活支援：地域の祭りへ参加、日本料理教室

開催、日本の習慣への理解のための教室、生活資

金不足の外国人に対するアルバイトなどの適切な

支援、病気などで通院時の会話支援等、ボランテ

ィアの輪を広げる活動をする。これ以外にもいろ

いろな問題もあろうかと考えるが、外国人のとっ

て住みよい環境の中で生活できることが、犯罪の

撲滅や就業人口の増加による地域経済の活性化に

も繋がる理想に近い社会が実現できるのではない

か。 
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62 ①一生住み続けたいと思えるまち  

②災害に備えるまちづくり 

①異世代の交流の場づくり、高齢化に対応できる

介護人材づくりなど地域で支え合える体制づくり

への支援 

②災害時孤立する人を支援する仕組みづくり。支

援を必要とする人の情報を近隣（町内自治会）で

共有を進める。避難所の充実。 

●行政がオープンで市民を中心とした市 

●カジノのない明るい市 

●環境問題に寄与できる市（石炭火力発電所は作

らせない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N

o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

63 ●地域のセフティネットの構築、充実他人へ

の無関心などから高齢者の孤独死が社会問題

となっている。背景には地域のコミュニティ

力が弱体化し、共助による繋がり、相互信頼

が乏しくなっていることなどがあり、絆を深

めるような地域関係を作っていく必要があ

る。さらなる少子高齢化の進展を踏まえ地域

で支えあうセフティネットの構築・充実が求

められる。 

●市民との協働によるまちづくりの推進多様

化する住民ニーズに的確に対応することは財

政的に困難ですので、市民の参加と責任のも

とに、官と市民との協働によるまちづくりを

一層推進することが求められる。 

①団体が取り組みたいこと「地域のことは地域で

解決する」という地域における組織の役割分担の

明確化（住民参加による自治会組織の充実、強

化）きめ細かな対応にこたえるための民児協委員

のマンパワーの充実・強化 

②千葉市に取り組んでほしいこと命を守る安全・

安心なまちづくりの実現のための具体な方策の提

示 

地域の民児協組織は、法令に基づいて設置されて

いる法定単位協議会で設置義務があります。組織

的には、単位民児協の上部組織として区民児協、

市民児協、県民児協、全国民児協となっているこ

とと思われます。いずれの組織も法人化されたも

のではなく、また、事務局も社会福祉協議会の中

に置かれているものと推測しています。民生委員

活動は、住民との信頼関係の上に成り立つ活動で

す。その前提となるのが基本的人権の尊重であ

り、その一部でもある個人情報の保護にはより慎

重さが求められています。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

64 （１）千葉市に住んでよかったと思える魅力

ある街づくり 

（２）子供からお年寄りまで幅広い世代が交

流できる場やイベントプログラムを提示する 

②パラリンピック開催を機に、障碍者スポーツに

対する意識や施設の充実を図る施策を検討してく

ださい 

②文化施設（公民館含む）の充実（インフラも含

む） 
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65 （１）住んでいてよかったと思う千葉市、憧

れられる千葉市 

（２）共生・参画・協働の千葉市 

（１） 

①駅前周辺の活性化・ワクワク街づくり ●外出

が気軽にできる（コミュニティバス＜日中 100 円

＞、NPO の福祉タクシー、モノレール拡張整備

＜人口流出を防ぐ新しい街づくり＞オープンカフ

ェ） 

②千葉市の自然を生かした農林水産業の仕事づく

り（手伝い→ポイント化拡大）、廃校・空き家を

利用して移住 

③イベントを盛り上げる（親子三代祭り等の縮小

が懸念） 

（２） 

①有料ボランティアの任用 

②千葉市の特産品・土産物の開発宣伝（落花生し

かない？） 

③各団体への交付金の使途は面倒にしないで責か

せ、自由な企画・アイディアを生ませる。 

●市から文化発信が弱い。様々なホール・美術館

で素晴らしい企画が行われているが届いていな

い！！集客の少なさを改善する方法を行政が考え

ていないような気がする。 

●国際都市を目標に”千葉の歴史”を小中学生に教

育してほしい。海外食イベントなど楽しい事がら

をしてほしい。 

●幕張メッセは貸しホールになっている（千葉市

民の利用はあまり無い）。県・市・会議所一体と

なり、地域のイベントを企画して欲しい。 

 

 

 

 

 



N

o. 

千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

66 〇稲毛の浜、幕張の浜の活性化。砂浜の拡大 

海水の透明度アップ 休憩所の増設 宿泊施

設〇花見川の活性化。河川敷を利用した家庭

菜園 高台にキャンプ場・バーベキュー広

場、遊覧船・屋形船の運行 ボート遊び 対

岸に行き易い橋の増設。〇若葉区、緑区辺り

に道の駅。入浴・宿泊施設付き 併せて自然

豊かなこの地区の里山の維持〇中止になった

モノレール延長の復活。県庁から青葉の森へ 

千城台から大宮台へ。〇花見川団地商店街の

活性化。若者中心に低家賃で空き店舗を活用

させ、賑わいを戻す。 その為に駐車場の拡

大は必須。スーパーも図書館も郵便局も区民

センターもある。〇市中央公園の活性化。常

に、フェスタ、マルシェが開かれている明る

く、楽しい広場に。〇少子高齢化社会に対す

る抜本的な対策。出生率アップの為の若者や

夫婦に対する援助。〇高齢者、交通弱者の為

の移動販売車の増加支援。  〇勝田台～(花

見川を渡って)大和田～八千代台にかけての幹

線道路の完成。八千代市と連携。同じく、八

千代台～大和田～八千代中央(東葉高速線)に

かけての幹線道路の完成。〇花見川区のはず

れと言われる、横戸町、横戸台、こてはし台

地区の活性化。 

①子供からお年寄りまで安心、安全で住みやすい

街、楽しい街を維持する為に町内自治会を中心に

地域の絆を高めていくこと。向こう三軒両隣の精

神で。 

①自助、共助、公助とそれぞれが力を発揮して行

くこと。 

②移動診療車の導入(マース=Maas) ベッド、心

電図、血圧測定器等の搭載 

②災害避難所に段ボールベッド、間仕切壁、避難

所に入りにくい人の為の個別テントの備蓄 

②区役所、病院、商業施設等に行きやすいよう

に、タクシー回数券、定期券の導入、バス路線の

見直し 

②東京都は引きこもりや障がいなどにより就労が

難しい人を受け入れ、他の従業員と共に働く社会

的企業「ソーシャルファーム」の普及を目指し、

設立と運営を財政支援する方針を決めたとのこと

です。社会的企業に財政支援、障がい者などの働

く場の提供千葉市も検討してはどうだろうか。 

・神社、公園の定期的な草刈りと伐採。子供たち

が安心して遊べるように。・空き家、耕作放棄地

の解消。安全な街作り、治安維持。・道路の整

備。まだまだ危険な場所多い。特に通学路。・孤

立、孤独死を無くす為の高齢者、単身世帯への見

守りを行政と共に実施。・町内自治会を維持継続

する為に、存在価値を住民に理解してもらう。 
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67 ●安心して子供を産み、育てたいと感じるこ

とができる環境づくりを進め、市外の若い世

代からも子育ての場として「千葉はいい

ね！」といわれる街作り（東京北区、江戸川

区の様な街） 

●都賀小学校の取り組みに「地域の子は地域

で育てる」という基本方針があります。地域

の人が子供たちの安全を守ったり、昔遊びを

教えたり、勉強（英語、本の読み聞かせ）を

したり、この様な地域がたくさんあるとよい

と思う。さすが 146 年の歴史の重みを感じま

す。 

●稲毛区作草部親交会の防災訓練とてもすば

らしい！何かというと中学生のボランティア

が「無事です」カードを調べたり、防災訓練

等の手伝いをし自分の地区は守ろうという気

持ち。とてもありがたいしこれから高齢者が

多くなる時代とても頼もしくなります。①銀

座通り・栄町商店街付近の過疎化。デパー

ト、パルコなどの廃業に伴って、さらに千葉

の中心地である所に人の流れがなくなってし

まった。 

①待機児童がいないのは素晴らしいと思います。

ただ入れればいいという感じがあります。庭・園

庭があったらもう少し子供も豊かになると思いま

す。②もっと子供を産みたいと思う千葉市にして

もらう為には、父親となる人のお給料がもっと高

いといいかな？と思う。残業がなくなり困ってい

る家庭も多い様です。働き方改革ばかりが大きく

なっている様に思います。 

●パルコなどの跡地に小さな子供から大人まで呼

び寄せるような施設とそれに伴って近くに親世代

が利用できるような魅力的な商店街の計画 

●高齢者採用の企業への働きかけ 

●空き家の活用 

●大型商業施設の誘致 

●旅行会社とタイアップによる観光地の PR 

●安心して子育てできる環境づくり 

●災害に強い街づくり 

●障害者や高齢者への支援 

●ちば市政だよりを見やすく（新聞形式でないも

の）１枚づつ 

  



●千葉市は中央区、花見川区、若葉区、緑

区、稲毛区、美浜区の６区から構成されてい

ます。各区の個性豊かな魅力あるスポットを

次世代につなげられるようにしたい。 

●避難所を充実させる・ブルーシートの改善-

クッション性・断熱性のある素材（市川市の

ように）・自家発電機を備える・体育館のほ

かに空き教室を利用してみては？（空き教室

があれば）静かに暮らしたいお年寄りとさわ

いでもいい子供のいるい世帯を分ける。教室

に残されている机や椅子が利用できる→動き

やすい 
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68 く海辺に人が集い、交流が広がるまち＞千葉

市、特に美浜区は他県、他市にない美しい海

浜（人工海浜稲毛の浜・人工海浜検見川の

浜・人工海浜幕張の浜）がありますが、この

海浜を市民はもとより市民以外の方にも、そ

の美しい海浜をもっと知っていただく、更に

その海浜に活性を加えることにより、さらに

大きな交流の場所ができないかと思い提案致

します。 

1. 美しい海浜の在ることを知ってもらうこ

と。そこに美しい海浜が有り、沖には大型船

が浮かぶ東京湾があることを知ってもらう必

要が有ります、現在は千葉市内から船橋方面

に海浜大通りを走りますと海浜は防風・防砂

林の壁で区画され、海浜の存在を忘れ、美浜

大橋を渡る時初めて美しい海浜があることに

気付きます。暴風・防砂林は必要と思います

が、鎌倉の七里ヶ浜、由比ヶ浜の海岸道路の

様にとはいかなくとも、何とか工夫できない

ものだろうかと考えます． 

2. 魅力ある施設（民間活用）を設けること。

それぞれの浜には隣接し特色のある施設、稲

毛の浜にはプール・花の美術館・海浜公園・

記念館が、検見川の浜にはヨットハーバーと

付属施設・レストランと結婚式場が、幕張の

浜にはマリンスタジアム・海浜公園・背後に

昔から稲毛の浜は遠浅で潮干狩りと東京２時間以

上もかけて人々が集まってきました。今は東京駅

から快速で 40 分。潮干狩りはできなくても、美

しい日の出、日の入りを眺め、魅力ある人工海浜

をもっと内外の人々に PR できるイベント、花火

大会ばかりでなく、例えば海岸線を走るマラソン

競技、ビーチバレー、子どもたちの泥んこ大会、

ゴミ拾い大会などの誰でも参加できる楽しい企画

を一年中立て、人々の目が千葉に向き、交流でき

る vivid な街作りを希望します。 

千葉市の人口は、2020 年 97 万 9 千人をピークに

減少し、下降線をたどる見通しです。千葉の魅力

を大いに PR し、国内外から千葉へ移り住む若い

家族が多いことを望みます。私達民生委員が中心

になって毎月開催している高齢者の集い「いきい

きサロン」で高齢の方がを海浜ご案内し、海を楽

しみながら、お食事をするプランが実現できたら

と考えています。 



メッセ・ビジネス街がありますが、海浜とそ

れらの施設が相互に十分に活用されて生かさ

れているとは思いません。季節に関係なくも

っと人を引き付ける魅力あるものが必要だと

考えます。例えば、・幕張の浜には海浜幕張

訳から続く空中歩廊を海岸まで延長し、その

延長線上の海岸に面してショッピングモール

を建設（民間活用）。海を見ながらショッピ

ング・コーヒー・レストラン施設を設け、メ

ッセ、ビジネス街からの集客も考え、小型遊

覧船が接岸できる様にする。・検見川の浜と

稲毛の浜は一体として考え、記念舘・花の美

術館・プール・ヨットハーバーが在ります

が、季節によって利用者数に変化がありま

す。そこで現在のヨットハーバーを更に拡充

（小型遊覧船が接岸出来る様に）させ、隣接

しているレストランと結婚式場に加え、ここ

にも海を見ながらのショッピングモール（民

間活用）を隣接させ、海浜背後の磯辺・高

浜・真砂地区からも集客を考える。3. それぞ

れの海浜への交通の便を良くすること。施設

をめぐる循環バスサーピスを設けることによ

り、現在それぞれの海浜及び施設を行き来で

きるのは、マイカー・自転車などで非常に不

便です。京葉線海浜駅から幕張の浜のショッ

ピングモールを経由し海浜大通り、稲毛の浜

ショッピングモールを経て京葉線稲毛海岸駅

までの循環バスサービスを頻繁に行うことに

より、季節を問わず、人々が気軽に集うこと



ができ、交流する明るい街が実現できると思

います。海からのアプローチも考え、現在千

葉港で動いている遊覧船を延長して磯辺のヨ

ットハーバーと幕張のショッピングモールの

新しい桟橋に接岸させ、海からのルートも確

保し、家族連れで広い美しい海を眺めながら

ショッピングモールで遊び一日を楽しむこと

が出来たらと考えます。 
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69 （１）子供を育てやすい街 

（２）老人が住みやすい街 

（３）外国人が住みやすい街 

（４）道路にタバコのポイ捨てのない美しい

環境の街 

（５）高齢者も活躍できる街（公園等の草取

り等） 

●各年代が居住・交流する街 ※「現在は若

者（若夫）が居住する若々しい団地⇒数十年

後高齢者だらけの団地」⇒防止を） 

●将来にわたって健やかに暮らせる「健康」

と「福祉」のまち 

●子供たちの成長する喜びと地域のつながり

で「心の豊かさ」を育むまち 

●市民と行政が手を携えて築き上げる「安

心」と「活力」のあるまち 

●高齢者も住みよい福祉の充実したまち 

●海辺とか多くの人が集まり交流できる 

●子育てしやすく高齢者が暮らしやすい街 

●（１）②例えば稲毛海岸を「比較的収入の少な

い若い親たちが子育ての期間中生活しやすいエリ

ア」として明確に定義し、環境を定義に沿って整

える。一定の年齢の子供を持つ家庭に対して家賃

を大幅に優遇する。それを過ぎたら大幅に上げ

る。などの方法で環境を測る。付随する教育施

設、公園なども徹底的に重点強化してほしい。

（２）②稲毛海岸エリアとは別に「老人が住みや

すいエリア」を明確に定義したエリアを作る。病

院を軸にレベルの違う介護施設がそれぞれバラバ

ラに活動するのではなく、協働し、お互いの余力

と不足を補い合える環境を作ってほしい。 

（３）②外国人でも借りやすい住宅の整備、安価

で質の高い日本語学校の充実、職業訓練学校の充

実 

（４）②千葉市内でタバコ購入時は、携帯灰皿ケ

ースの提示義務化。自動販売機に「携帯灰皿ケー

ス無しなら道路上禁煙」ステッカーを貼る⇒ポイ

捨ての激減を目指す、オリンピックを美しい日本

の道路が迎える 

（５）②区で依頼している公園等の草取りを老人

会等に依頼する。業者は機械でまとめて草刈りを

する場合もある。住民に頼めば、早め早めの草取

りも可能でゴミのポイ捨ても減る。①町内会など

で呼びかけ、老人会での資金にもできる。草取り

の報告は市や区にメール等で行う。①祭礼（夏祭

（１）（２）（３）が実現していけば人口、税収

の増加、千葉市のイメージ向上につながると考え

る。税収の源泉としてはベイエリアの開発がポイ

ントになると考える。例えば千葉中央卸売市場も

あることから、大型ウェアハウス内に実際の市場

を模した市場＆出店を設け、また多くの生け簀を

設置し、種々の魚を見物しつつ、市場・出店での

買い物や買い食い、生け簀から直接選んだ魚をす

しやバーベキューで楽しめる「ばんや」のような

商業施設を作るのに最適な場所だと思う。また広

い空地を利用して常設の「屋台村」「夜市村」な

どを作るのも良いと思う。 

●釣りやアウトドア施設などの為に土地活用す

る。 

●東京が近いので対抗して「おしゃれな街」は目

指さない。風光明媚な観光地を目指すのも無理が

ある。その代わりに東京が近いので東京に住めな

い家族たちが住みやすく。また短い休日の時間で

も手軽に楽しめる、すごしやすく、快適さ、手軽

さ、手の届きやすさを目指したい。また外国人を

受け入れ「千葉は世界から日本へのゲートウェ

イ！」として地位を確立したらどうか。 

●美しい道路を千葉市が実現できたら、千葉市が

起爆剤となり全国的に広がり、美しい日本の道路

で今年のオリンピックを迎えることも可能になる

のではないか。 



り etc）、行事（餅つき会、花いっぱい運動等）

への積極的参加②各地区住民が自分達の街に誉れ

を感じ、郷土愛を生じる地区ごとの情報発信①●

認知症の知識量を充実させるための講座受講の機

会を増やす●高齢者問題の早期発見のための「地

域ネットワーク」「自治会―民生委員ー社会福祉

協議会等」の構築②●高齢者問題の知見を深める

ための講座実施●市民意識調査等の結果がどのよ

うに市政へ反映されてるか、主要事業の「見える

化」に努めて欲しい。●敬老対象者へのバス等の

無料パス配付（東京都みたいに）●アスレチック

やバーベキュー等が楽しめる施設①義務教育の

小・中学校の給食費の無償化②敬老の祝はお茶と

現金と年齢で変えているが年齢に関係なく一律に

少額でも良いので現金を渡す③女性が出産後も働

きやすい様、職場に保育所設置できる費用の援助

④高齢者や子供が歩きやすい歩道整備 

●市政だよりや各部署で発行するパンフレット

で、活発な活動、意義あるサークル活動等をして

いる地区（町内会の範囲程度）について、その内

容について顔入り写真等で PR、またマスコミへ

提供することにより更なる活動を促進、他地区へ

の波及を図ってみたら良いと思います。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

70 多様な人々が交わり暮らす明るい街●世代間

交流・異文化交流を図りながらつくる安心・

安全なまち●安心して子育てできるまち●災害

に強いまち自分たちのまちは自分達で守り動

かす人々のいるまち●世代間のギブ＆テイク

が図れるまち●様々なボランティアが活動す

るまち●地域ぐるみで介護予防に取り組むま

ち 

①活動で得た情報収集、地域の課題の共有、地域

の有用な情報の共有。安心・安全なまちづくりの

ために地域の様々な団体と連携 

②空き家や学校跡地を利用した交流スペースづく

り、福祉的避難所の拡充。地域の交流や活動に応

じた財源の確保、情報伝達手段の充実、子ども食

堂等の拡充 

①地域の眠った人材の掘り起こし、情報収集、

様々な活動の紹介・勧誘。介護予防講座や予防介

護体操の実施、子育て支援 

②眠った人材（外国人、高齢者、ニート、ひきこ

もり）を発掘しボランティア養成。TPO に応じた

様々な講座の開設。 

②ボランティアポイント制度 

●民生委員・児童委員の担い手探しに苦慮してい

ます。活動可能な世代の絶対数がどんどん減少し

ています。高齢者や子ども・青少年・障害児者の

課題は広がる一方であるのに担い手不足は深刻で

す。公務員や教職従事者には退職後のボランティ

ア活動への道として勧めていただきたいと思いま

すし、情報提供をお願いしたいと思います 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

71 ●生活、安全、健康で暮らせる町づくり 

●福祉に強い街作り 

●子育て世代が住みやすい街 

●若葉区、緑区など戸建てを持ちやすい地域

の充実 

●各年代が安心して生き生きと住める地域づ

くり。将来の高齢化に伴い介護施設者の不足

が大きな心配となっている。 

●福祉の充実 

●次世代都市「コネクテッドシティ」のよう

な技術開発を推し進め実現に近づける 

（地区団体、千葉市共通の取組み） 

●（生活）高齢化が更に進む、自動車の運転が困

難、小売店の衰退・スーパー大型店への足⇒コミ

ュニティバス、移動販売車、スーパー宅配 

●（安全）要支援者が多くなる、日常・災害時の

対策⇒町内・自治・各地区団体の連携 

●（安全）隣近所への関心⇒空家、自治会館を利

用、いこいの場（交流）、回覧板活用 

●（健康）病院の足⇒病院の巡回バス、移動診療 

②●スクールバスの常設化（統廃合による学区の

広がり） 

●４ｋｍラインの撤廃 

●土日・休日などにおこる事案についての行政の

相談先 

●若葉区の開発（126 号線沿い）、都市計画マス

タープランが活かされていない 

①●精神が不安定な対象者への関わり方のスキル

アップ 

●業務が多岐に亘りすぎているので適切な割り振

り 

②●児童虐待を早い段階で見つけ出す体制の強

化：子供達を保護するための児童相談所の増設と

人材の確保（児相のスペースに対して対象の子供

が多すぎる。人数オーバーが続いて子供間でのト

ラブルが急増している）スタッフ一人あたりの受

け持ちが多すぎる。 

●時代と共に生活習慣機能が進歩している反面、

高齢化が進み、体力的・精神的にも順応しがたく

後退する。各時代の生活・社会の利点を活用しな

がらの町づくり、近隣同士が関心を持ちあう町。 

●空屋対策は行政にお願いする他ありません。 

●大木になった庭木の伐採（電線にかかってい

る） 

●少子高齢化の進む中、60 歳半ばの自身にとって

今後の千葉市が明るいものであって欲しいのは切

望するところである。もはや生産能力の低い立場

から多くを望むのは次世代に申し訳ない気持ちも

ある。新しい企画やイベントに費やされる経費は

大きな災害への準備・福祉・教育などの向上にあ

てるべきで、それらの充実を図ることでより良い

町が生まれるのだと思う。 



①定年後のボランティアへの積極的な参加 

●小学校児童のためのセーフティウォッチャーへ

の参加●未就学児童（幼児）の短時間預かり（１

～２時間位） 

●月１～２回簡単昼食会の開催（おむすび、豚汁

等） 

②住環境（自治会単位では不可能）：個人の財産

等のため 

●空屋対策～雑草、大木、小動物（ネズミ、ハク

ビシン等）の整備・駆除 

●高齢化に伴い自家用車が減少することから、公

共のバス路線がない市内病院へのアクセス（巡回

バス等）を確保する。 

●買い物支援のマイクロバス等の運行（午前後１

回）～高齢者パスの利用 

●100 歳時代と言われる今日、高齢者が増えて行

くのは確実。家に引きこもらず交流の場を持つ。

皆が楽しみながら体を動かせる場所を作る。空き

家の利用等。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

72 ●１.災害に強い街づくり ２.大人も子供も住

みよい街づくり ３.国際化時代の住みよい街

づくり 

●官民が連携して安全で魅力ある街にするべ

きだと考える。ここは千葉駅とその周辺が一

番人が集まり動く位置にあるが市が中心とな

って、駅舎・デパート・繁華街を総合的計画

で造り直すのが望ましい。人々が生き生きと

行動し賑やかで集いうるおいのある街をつく

れば、おのずと外部から人も訪ねてくれる華

のある街が望ましい 

●災害に強いまち 

●これといった提言はできないのですが記載

例２に賛同します。自分がこれまでに知らな

かったこと、経験のないことを経験できる機

会に率先して参加してゆくことの大事さを感

じています。相手を知ることは自分を知って

貰うことですから。 

●孤立する方が減少し、交流が広がる 

●千葉市は戦後、高度成長の波に乗って東京

で働く人たちの受け皿として急成長した都市

です。その出身地は全国津々浦々に及び、そ

の点、地方中核都市とは様相が異なります。

また、今や国際化の時代でもあります。です

から（国内でも言語・文化が違います。）あ

らゆる国の人々や国内のあらゆる地域の人々

●１インフラの整備（電柱の地中化、道路整備

等）、２広報の強化、３高齢化対策、４子供対

策、５交流の場づくりと支援 

●昔 50 年前に仙台に住んだことがありましたが、

今なお素敵な街として繁栄している（盛岡や福

島、山形は衰えている）。過去に比べて発展して

いる街を研究してさらに良い未来の町を検討すべ

きだと思う。今の千葉市の中だけで良い案はうか

ばない。他を研究し更に良いものを活動して求め

るのが良い。 

①情報難民ゼロ②広報の強化 

●活動をしていてよく思うことなのですが（プラ

イバシー）という言葉に縛られてしたいこと、し

て貰いたいことが見えにくくなってはいないでし

ょうか。地域ぐるみ、仲間ぐるみの活動が出来に

くくなっていて不便な気がしています。打開でき

る道筋を考えていただきたく思います。 

①自分とは異なる状況にある人とコミュニケーシ

ョンをとり話を聞き困ったときに声をかけられる

窓口になれるようにする 

②異世代間、異文化間での交流ができるイベント

や場所づくり 

②異文化に接し、理解し、受け入れる（国内でも

文化は違います。）都市であって欲しいです。 

１今後毎年予想される大規模災害に対するすみや

かな情報の伝達体制、避難体制、支援体制の早急

な確立、２地域住民のボランティア意識の醸成 

●私は 70 歳ですのでこれから活動しても頭が堅く

古いのでいいアイデアは簡単にでない。若い人

（実業家、学生（学校）、商店主、サラリーマ

ン）たちを集めて、将来を語り実践していただき

たい。 

●2019 年 9 月の大規模停電の体験からすみやかに

正しい情報を被災地の住民全員に伝達する体系を

整えることが重要課題だと思います。 

●（守秘義務）は勿論大事ですが持ちつ持たれつ

の関係が役所関係・仲間関係、地域の方々とのつ

ながりには必要なことなので、情報交換等を通し

て互いにできる協力の範囲を広げられたらと思い

ます。プライバシーの保護は守られるべきです

が、固執しすぎて動けなくなることはさけたいと

思いますが・・・。 

●地域住民として、町内会活動や高齢者は老人ク

ラブ活動を積極的に、ボランティア意識をもって

日常的に動き回るようであって欲しいです。誰か

が、やってくれる、ではなく、できる範囲でよい

から、自ら、活動する社会であって欲しいです。 



が快適に過ごせる街であってほしいと思いま

す。 

●子供から老人までどの世代も自立した生

活、幸福な生活を目指して頑張れるまち 

●頑張る人を応援できるまち 

①積極的に地域住民相互の交流が図れるような個

人や町内会（自治会）・老人クラブやその他の団

体が自発的に動いてもらうこと。 

①積極的に地域住民の交流が図れるよう個人や町

内会・老人クラブその他の団体に自発的に動いて

もらう 

②国内含む異文化に接し、理解し、受け入れる 

①地域内の訪問を通して人と人とをつなぐ役割 

②●家庭の所得の差が、子どもの学びの機会の差

にならないような対策 

●病気・障害等々の程度に合わせて働く場所を提

供できるサービス、就活応援 

●世代に関係なく気軽に憩える（時には相談に乗

れる）スペースの設置（上記２点と兼ねるのも有

りだと思う） 
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72 ●生活保護受給者の就職率を目指す。見極め

ること。 

千葉産の他県への PR、ふるさと納税等   
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

73 『地域ボランティアの活躍で、市民が喜ぶ施

策見返りを！』政府は、雇用延長の検討を企

業等に求めていますが、千葉市含め官公庁並

びに企業では、その要請に対し簡単に応える

ことは非常に難しいことと思います。 この

ような状況下、向こう 5 年以内には、年金で

生活している所謂「団塊の世代」が全国ベー

スですが毎年 270 万人の方々が後期高齢者と

なっていき、若者が支えるには非常に困難な

時代に入っていきます。また 20 年先を見据

えれば、就職氷河期世代が高齢者の仲間入り

を始める頃となります。これらの世代には非

正規社員も非常に多く、老後に備えた十分な

年金の確保・目途も立たず、将来的には「生

活保護受給者」の大幅な増加の予測もさほど

難しくなく千葉市の財政も厳しい状況に追い

込まれていくのではと考えています。 提言

は、厳しくなる財政を少しでも市民が支えて

いくために市民が出来る仕事を委譲し、減ら

せる予算を多くしてはという内容です。そし

て浮いた予算を市民が「千葉市に住んで良か

った」と感じる対策に使っていただく。 

『ちっちゃなボランティア活動実践で精神的充足

感を得て頂く動き』現在、行政が行っている施策

で、我々市民が出来る仕事は何かを詰め、社協土

気地区部会、また町内・自治会にも呼びかけ、

『ちっちゃなボランティア活動の実践』かなと考

えます。上記活動を通じ、時間的余裕がある高齢

世代者にも参加頂けるようになれば、健康長寿の

向上また地域との繋がり強化、地域貢献への実感

向上など目に見えない充実感が得られると思いま

す。 

上記意見は、地区民児協委員との合意で策定した

「活動強化方策・ワークシートＣ」とは合致して

いない私の個人意見となっておりますのでご配慮

のほどお願い申し上げます。 
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千葉市の将来の目指したい姿 今後 10 年間の取り組み ①団体、②市 その他意見 

74 ●誰もが安全で安心して暮らせるまち 

●今後高齢者（認知症高齢者）の増加を見込

まれる（地域で支えるためにも地域包括ケア

システムの構築が必要である。その為には、

市が在宅医療における、多職種間の情報共

有、コミュニケーション、見守りなど地域特

性に応じて支援していく） 

●すべての住民が支えあい心豊かに活力ある

千葉市（そのためには、市民一人ひとりが健

康づくりに取り組む。行政は目標を掲げ、健

康づくりの情報提供・場の提供をする）外国

人の増加、国際結婚による日本への永住者の

増加に伴い共に共生していけるまち（他文化

をお互いに知りコミュニケーションを図る） 

●防災に強い町づくり⇒地域の弱点を直して

強くする（同じ強さの地震が来ても被害が少

ない町、被害を出さない町、被害が出てもそ

れに強く地域の人達が対応して皆んなで助け

合って乗りこえていく町をつくる。） 

●子供が豊かに育つことができる＝すべての

地域住民にとって生活しやすい町 

①千葉市の将来は外国人が確実に増えていく

と思う。小学校の子供たちを見ても国際結婚

によるハーフ系の子が増えていると感じる。

世界各国で働く日本人がいるので国際結婚も

今後大いにありうると思う 

①●地域の相談・見守り役として今後も継続。地

域で「顔のみえる民生委員」になる為に地域・他

団体（自治会、社協、学校他団体のイベント）PR

活動し民生委員の役割・活動内容を周知していく 

●高齢者が歩いていける距離の居場所づくり。 

②●現在の民生委員・児童委員活動の見直しを願

います（行政の業務を民生委員がこなしているこ

とがある。） 

●民生委員の担い手不足への協力をお願いしたと

思います。誰でも民生委員という考えはない。し

かし地域で色々活躍している人材をさがすがなか

なかいない。民生委員は「大変」というイメージ

が広まっている。行政も民生の業務の構築・見直

し、人材の提供（例えば学校定年の方の紹介な

ど）をしてほしいと思う。 

①民生委員は地域の見守り役なのでこれからも変

わることなく、自治会活動や社協委員会学校など

にも協力していく。 

②治安も安心、安全な町であること。防災関連も

しっかり取り組んでほしい。千葉市は日本の真ん

中に位置し、気候もよくすごく生活しやすいとこ

ろだ。教育やスポーツなどで目立つ成績を上げ、

千葉市は勢いある町であることを印象付け、若者

たちに人気のある町にしてほしい。地域において

は外国人の占める割合が多くなってくると思われ

るのでと共に共生に暮らすために他文化を理解す

健康でいるために！！ 

●我が地域は新しい街で便利とはいえ地形がゆる

やかな高低差があり、通院・買い物など行きづら

く家にこもっていることが多い。巡回バス（ワン

コイン 100 円でも）を地域内に走らせ、利用し、

社会とかかわることでコミュニケーションもとれ

寝たきりのリスクも減り、健康寿命を延ばすこと

ができる。 

●高齢者の居場所づくりとしての公共施設（学校

の一部開放）の利用（自治会館もなく何かイベン

トをやるのにも場所の確保に困っている 

●空き家等の提供 

●誰もが集う場（プラザ等）が地域に欲しい 

●令和２年をピークに千葉市は人口減少していく

と見込まれると書いてあるが先ずは人口減少にな

らないよう努力すること。若い人たちが結婚し、

安心して子どもを産み育てられる千葉市ですよと

宣言する。宣言するための努力は各団体が考えて

実行する。「千葉市はこのように魅力のある町

だ」と PR 活動に力を入れる。横浜市の林文子市

長はメディア（ラジオ等）でも率先して横浜の良

い所の PR 活動しているのをよく聞く。持続可能

な街づくりのためには若い担い手の養成が急務と

思われる。特に小中生に対する教育（共生及び福

祉）が必要と思われる。高齢化社会で●高齢者が

地域で活躍できる場所。●利用する人達で管理し



②高齢者の介護施設でも日本人の介護職員が

足りずベトナムやフィリピン他などからも入

っているのが現状だ、高齢者増の今後、もっ

と増えていくと予想される。令和元年 12 月 7

日のダニエルカール氏の講演でお聞きしたよ

うに外国人と日本人が共生していけるような

お互いの歩み寄りと協調で千葉市は住みやす

い町になってほしい。 

●現在の規制を見直し、未利用地の活用（特

に農地の活用） 

●様々な国籍・年代・背景を持つ人の交流が

広がるまち 

●地域の交流が広がるまち 

●自然をそのまま利用した公園で老若男女が

様々な形でふれあえる街 

●外国人に対して世界へ PR、ホームステイ、

ホームビジットの実施を多く設ける 

●どんな立場の人でも（いろいろな場面でマ

イノリティーと言われる人）住みたいと思え

るまち 

●お互いを認め合いゆるやかな共生の中で暮

らせるまち 

●地域に密着した施設に年齢や国籍に関係な

く集い自由を楽しめる 

●公民館の活用の仕方を考え、みんなの交流

が広がるまちづくりを。我々の住んでいる地

区には公民館がなく、歩いて行ける場所に集

う場所が欲しい。地方にあるような児童館的

な集う場所があれば子供からお年寄りまでそ

るため互いに触れ合う場が必要となってくるので

場づくりの支援が必要である。 

①研修等を通して多様な背景を学び理解する 

②交流の場づくり、支援 

①高齢者が子ども達が自由に集える居場所づくり 

②公民館や集会所等を徒歩で行ける場所に。或は

巡回バス等の整備 

①独立した高齢者をなくす 

②街に出やすいように交通の整備（例：コミュニ

ティバス等） 

①近くで寄り添う見守る活動の継続 

②情報を共有していく中で見えてくる問題をチー

ムとしてかかわっていくシステムの構築（個のマ

ンパワーだけに頼らないチーム体制） 

●「地域に密着した施設に年齢や国籍に関係なく

集い自由に楽しめる」に合うイベントの企画 

●無料で使える施設の情報の発信 

自由に出入りでき異年齢者（大人や子ども）が自

然に交流できる居場所。 

●巡回バス（通院・買い物など行きたい所に車が

なくても行き易いような） 

●ベッドタウンとしての機能を保ちつつ健康で住

みやすいまちづくり 

●美浜区のベイエリアや花見川区・緑区の自然を

活かした開発 

●高齢化対策としてのバス交通網整備 

●空き家・空地の効率的な活用 

●国際化に向けての独自の外国人受け入れ体制 

●公共施設（小学校 etc）の効果的活用 

●音楽で人と人とのつながりが持てたらと考えま

す。緑区には音楽（ピアノ、歌）を発表するホー

ルが無く、発表会を開催するには美浜区、若葉

区、中央区、又は他の市のホールまで行く必要が

あります。是非規模は小さくて良いので（150～

300 席）音響の良い音楽専用のホールを作ってい

ただきたいと思います。そこで子供から大人まで

が参加できる音楽を共有できるイベントを開催し

たり、コンサートを聴いたり、演奏したり、身近

に音楽を感じられる場が持てるまちにできればと

思います。 



こに行けば誰かがいて交流でき、勉強した

り、話したりすることができる。そんな場所

をしっかり作ることが必要だと思う。場所が

あってこそ活動が広がって行く。 
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75

~

84 

●子供から高齢者までが住みやすく交流の場

があり安心して暮らせるまち 

●外国人と日本人が国を超えて人種を超えて

また世代も超えて友好を深めながら異文化交

流ができるまち 

●現実的に貧富の差なく老若男女がお花いっ

ぱいに囲まれ笑顔で安定した生活ができる町

づくりを望みます 

●千葉市は海あり、田舎あり、街ありで便利

で住みやすいところだと思います。 

●今後、少子高齢化・多様化が進み、より安

全・安心な防犯・防災に強い街づくりがさら

に求められると思います。 

●買い物難民をなくす 

●ゴミ０の町 

●整然とした町づくり 

●公共交通の利便 

●高齢化、人口減が進む今、今後不安が大で

す。高齢になっても安心して暮らせる様に生

活の場を作る 

●多文化共生、自治体・自治会・学校・ボラ

ンティア等の連携 

●高齢者が多くなり日常的な支援 

●歩道にベンチの設置 

●安心して住み続けられる市 

②他国籍の人達の交流の場づくり 

①他文化を理解する姿勢を持ちながら人として関

わりコミュニケーションをとっていく 

②交流の場づくりや支援 

●社会福祉の充実を望みます 

●千葉市では 65 歳以上の高齢者人口が 22 万 5 千

人と着実に高齢化が進んでいます。その高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らせるように幸町の

自治会においては地域コミュニティ再生として支

えあう体制づくりを進めていくことが不可欠とな

り、さいきん「支え合い実行委員会」が立ち上が

り、日頃のお互いさまのおつき合いをおこなうた

めの、組織作りが開始されて、そのお手伝いをさ

せていただいています。 

●地域間で環境美化に取り組む 

●交通機関の乗り継ぎがスムーズにできる 

●公共の場所に行くのに車（自家用車・タクシ

ー）を使わずにも行けるような移動手段 

●増々高齢化が進むと思います。種々の催し等を

人手不足になります。交通の便も良いですからい

っそうの事高齢者が笑顔で住む町作りは如何でし

ょう。①災害に強い街づくり（互近所力＝ご近所

力）②防災力、異文化交流①引きこもりの無い交

流場づくり②公園内にトイレの設置 

②●日常的なイベントに参加するのに日頃より巡

回マイクロバス無料であると良い（美術館、花美

●千葉市の人口は 2020 年 97 万 9 千人をピークに

減少に転じ、高齢化率は 2055 年には 38.8％まで

上昇すると見通しが出されています。まさに千葉

市も少子高齢化に向かっており、安心して子育

て・教育を受け青年一人一人が自分に合った力の

（だせる）発揮できる仕事であったり、高齢期に

あっては安心して医療・年金を受けられる制度を

整えてほしい。そのためには一市民として協力は

惜しみません。●千葉は温暖で住みやすく暮らし

やすい町と思います。イメージとしては漁師町、

荒い、汚いが想像されます。良いところは残し改

善すべきところは他市町村を参考に取り入れるの

もひとつかと思います。●アナログ人間がまだた

くさんいることを忘れないで欲しいです。●人生

100 年時代、住み慣れた地域で住み続けられる街

づくり●少子化により、学校の統合で使用されな

い校舎があります。そこで空き教室を利用できる

ようにしていただきたい（宿泊所、習い事、会議

室、コミュニティ、相談所などとして使用出来た

らいいかなと思います）。●素人の意見も時には

必要かもしれませんが町づくりのプロにお金を出

して意見を聞いてみたらどうでしょうか。●福祉

がいき届いている 



●老人になっても安心して住める。物価の安

い老人に生活負担が少ない千葉市になると良

い 

●人々が集い活気に満ちた美しい千葉市 

●徒歩 20 分以内に中規模公園がある町（現在

車でしか行けない所が多すぎます） 

●高齢者が多いと思うので若い人達が増えて

いくような千葉市にしたい 

●誰もが安心して暮らせる地域づくり 

●児童虐待防止のさらなる推進 

●独居の高齢者が孤立しないまち 

●外国人・高齢者・子供が安心できる千葉市 

術館、シーサイドイベント、ポートタワー、船乗

場見学所全て）●社会福祉関係にも今以上に充実

するよう望む●昨今はいちじるしく外国人が増え

ている。人と人のコミュニケーションが無い 

●交流の場づくりや支援をどうすべきか考えてほ

しい 

①●ゴミ拾い活動日を設ける 

●フラワーポットを計画的に設置し花の管理をす

る●自由に休憩したりおしゃべりしたりできる場

所（野外）の設置 

②●区・町内毎の美化の推進（人々への呼びか

け） 

●市の中心部や人々が集まり易い所を美しく整備

してほしい（駅前広場・ポートタワー・美術館へ

続くストリート周辺に花を増やすなど） 

●外国人にやさしい町作り（英語・中国語・韓国

語などで表示） 

①高齢者と小学校（低学年）の子供達との定期的

な交流 

②市職員がもっと現場に出て地域の問題を把握し

住民と一体になって問題を解決していけば何をす

べきか分かってくるのではないでしょうか 

①高齢者と若い人・子供達の交流の時間をたくさ

んとれたらいいと思う 

●生活上のちょっとした困りごとの支援・相談で

きる場所が歩いて行ける範囲にあるすみよい地域

作りを推進 

●地域ごとの交流の場 

●イベント・交流会を開催 
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85 「多世代協働の世界に開かれた国際都市」 

少子高齢化が進む現在では、これまで以上に

若者から高齢者までの各世代間のさまざまな

交流や協働が必要になってくる。さらに、こ

れからは国内外で外国人とのコミュニケーシ

ョンや協働が普通のこととなってくる。した

がって、外国人を含めた多世代交流ができる

場づくり、ともに無理なく働ける環境づくり

が必要となってくる。当然ながらそこには、

多世代の女性が含まれる。そこで保育施設の

充実や保育所併設企業への助成なども配慮す

る必要がある。 

①団体として取り組みたいこと 

当団体（学びコム）は現在、千葉市生涯学習セン

ターで夏季には小学生対象の講座、春季には高齢

者向けの講座を企画し運営している。それに加え

て、多世代参加型の講座を企画し、展開していき

たいと考えている。 

②千葉市に取り組んでほしいこと 

上記の外国人を含めた老若男女が共同参画できる

場づくり、協働しやすい環境づくり。つまり「基

本計画」の（５）市民参加の部分の充実。 

「千葉市基本計画策定方針」「策定体制の・取り

組み」（５）市民参加にある各項目は当を得たも

のだと思います。その充実を期待いたします。 
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86 ●千葉市に住みたいと思う町作り 

●子供医療、働きやすさ、子供保育 

●少子高齢化 

●高齢者の住みやすい環境 

●外出→歩道に電信柱があり歩きにくくベビ

ーカーも通れない 

●電信柱の地中化洞道（ライフライン、電

気、ガス、水道、通信） 

●高齢者が免許返納した後の足となる小型バ

スをまず中央区でテストとして運行してほし

い 

●市役所前のトンネル、青葉病院のトンネルで通

信が途絶えてしまう！現状渋滞で災害が起きた時

現状を知ることができない！ 

●ミニバスの運行をして年齢の高い方々を町に出

かけやすい町づくり 

●交流の場へ出かけやすく 

●災害の減少町づくりを早く作り出してほしい 

何年か前に鶴岡市長の時、各区で懇談会でこの提

案をしましたが何も変わっておりません！どのよ

うにすれば良い町作りになるのか、美浜への力が

強くなっているように思います。千葉駅方面の町

作り、蘇我駅の災害などを少しでもなくなればと

思います。台風時水害など近づく地震を手がけて

ほしいです。社協・団体・NPO 協力作りで災害

時助け合いが必要です。 
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87 「骨盤底筋に優しい都市宣言！in 千葉市」 

提言を述べるにあたっての理由 

昨年、子ども向けイベントで NPO が２０代

から５０代の女性６６名に骨盤底筋群による

症状と運動習慣についてのアンケートを行い

ました。その結果、 

・私どもの行った調査では、運動習慣がある

と答えた女性は全体の２２％でした。スポー

ツの実施状況等に関する世論調査（平成 29

年 11～12 月調査）では成人の週に 1 日以上

の運動実施率は５１．５％となっており、こ

の結果と比較すると極めて低い結果でした。 

・骨盤底筋群が弱まると出現すると考えられ

ている症状、尿漏れ、腰痛、恥骨痛、股関節

痛、尾骨痛、尿漏れなどの症状が１つでもあ

る。と答えた女性は全体で６５％でした。 

・運動習慣があると答えた女性のうち上記の

ような症状がないと答えた方は４６％と半数

近くだったのに対し、運動習慣のない女性で

は３１％でした。年代別や出産回数での比較

ではありませんが、このことからも何かしら

運動を行っていることが不快症状の緩和につ

ながっているのかもしれません。 

・全体の６５％が身体に不快症状があると答

えているにも関わらず、専門家に相談したこ

とがある。と答えた女性は７．５％にとどま

①団体等の皆様が取り組みたいこと 

・骨盤底筋群に関するケア、活動、調査をしてい

る団体個人との交流、意見交換 

・骨盤底筋群に優しい町イベント（体験・測定・

情報提供など） 

・WHO 女性の健康週間イベント開催 骨盤底筋

群の重要性についての周知,体験活動 

・関係機関パンフレット作製・配布 

・サークル、団体への講座、イベント、情報提供

等 

・勉強会開催 

・実績調査・研究 

②千葉市に取り組んで欲しいこと 

・団体交流の場の設置、呼びかけ 

・骨盤低筋群に優しい町イベント共催「骨盤底筋

群にやさしい都市宣言まつり（仮）」・リーフレ

ット作成補助、配布場所提供 

・勉強会開催 

・骨盤底筋群メンテナンスにかかる費用の補助 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆さんとの千葉市の展望を語る会。もう開

催されているかもしれませんが、そのような企画

があったらいいと思います。夢物語りでもいいの

で、千葉市をどのような都市にしたいのか、私た

ちに何ができるのか。千葉都民、東京のベットタ

ウンなんて言わせない。少しでも千葉市に住んだ

ら故郷のようだった。と言ってもらえるような街

つくりができたらいいと思います。千葉市の構成

員の一人としての自覚が持てるような企画があっ

たらいいのかなと考えています。 



っていました。 

運動習慣がなければ当然骨盤を支える筋力も

骨盤底筋群も弱まってしまう事が考えられま

す。骨盤底筋群が弱くなると、上のような症

状が出現し、女性の QOL に大きく影響する

ことは必須です。現に骨盤底の外来は亀田病

院をはじめ、目覚ましく増加していることを

見ても、症状を訴えて困っている女性が増え

ていることは明らかです。これらの不快症状

は、症状が軽いうちにケアすることにより症

状が緩和し、骨盤底筋群が弱くなってしまう

ことからくる子宮下垂や子宮脱出も防げる可

能性がある。と言われています。 

特に、子育て世代の女性は何かと時間がなく

自分に時間をかけづらいという現状がありま

すが、若き時から骨盤底筋群が弱ければ、加

齢とともにさらに筋力が低下していくのは否

めません。千葉市は、公民館やコミュニティ

―センターなども充実しており、ヨガや運動

のサークル、または、民間の整体院、ヨガサ

ロン、自然療法で骨盤ケアをしたり、骨盤ケ

アをしている助産院も少なくありません。そ

んな環境を生かして、気軽に、骨盤や体の不

調を早期にケアできる場所が多くある町。骨

盤底筋群の視点で女性をやさしくケアする

町。という事でこの提言を申し上げることを

考えました。 

光市の参考です↓ 

https://www.city.hikari.lg.jp/kodomo/oppaitoshise

nngenn.html 
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ORM=IGRE 
 

 


