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平成29年度千葉市の主要プロジェクト

加曽利貝塚、
国宝級を
目指してます

おしゃれ＆
アクティブな
都市型
ビーチへ

まちづくりに
自転車を
活用！

子育てを
サポート！

来てます !
パラスポーツ
の波

先端技術で
未来の
まちへ !

ＱＲコードを読み込むと
関連する市のＨＰに
つながります！
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テコンドー

レスリング

ゴールボール

車いすフェンシングシッティングバレーボール

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会
千葉市開催の競技（会場：幕張メッセ）

（オリンピック／パラリンピック）
　古くから朝鮮半島に伝わる武術が原型と言われています。手と
足を使って行われ、特に足技が多彩な競技です。ヘッドギア、ボ
ディープロテクターなどを装着して試合をします。

（パラリンピック）
　1チーム3名で攻守を交互に入れ替え、攻撃側は鈴の入ったボー
ルを相手ゴールに向かって投球し、守備側は全身を使ってボール
をセービングし、得点を競います。選手は視力の程度に関係なく、
アイシェードを装着してプレーします。

（パラリンピック）
　床にお尻をつけ座った姿勢で行う6人制のバレーボールです。
公認のバレーボール球を使用しますが、コートは一般のバレー
ボールコートよりも狭く、座位で行えるようネットの高さも低く
設定されています。

（パラリンピック）
　ピストと呼ばれる台に車いすを固定して行うフェンシング競技
です。ユニフォームや剣、マスクなどは一般のフェンシングと同
じものを使用し、選手は障害の種類や程度によって２つのクラス
に分かれます。フルーレ・エペ・サーブルの３種目があります。

（オリンピック）
　フェンシングの原型は中世の騎士達による剣技にあるとされて
います。その繊細な剣のテクニックが多くの人に愛され、19世紀
の末にはヨーロッパ各地で盛んに競技として行われるようになりま
した。フルーレ・エペ・サーブルの3種目があります。

Ⓒ World Taekwondo Federation

Ⓒ一般社団法人　日本パラバレーボール協会

特  集

（オリンピック）
　紀元前3000年前には既に技術として成立しており、1896年の
第1回アテネ大会からオリンピック競技となっています。マット上に
ある直径9mのサークル内で、お互いに素手で組み合い、相手の両
肩を1秒以上マットにつけると即勝敗が決まります。

フェンシング

競技紹介協力：千葉県
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パラリンピック出場経験者による学校訪問 車椅子アートプロジェクトvol.1「チバリアフリー 2017」

リオ2016大会のボランティアの様子

昨年のイベントの様子

たくさんのふれあいを感じよう！

おもてなしが感じられるまちにしよう！

みんなで大会を盛り上げて楽しもう！

パラスポーツ※の推進
　パラスポーツへの関心を高め、その活動をさらに	
盛り上げます。
【主な取組み】
◦障害者を対象としたスポーツ体験会
◦障害のある人もない人も楽しめるスポーツ交流会
◦車椅子バスケットボール、ゴールボールなどの市内開催
大会への支援

◦パラリンピック出場経験者による学校訪問
※パラスポーツ：パラリンピック競技だけでなく、広く障害者	
スポーツを表す言葉

〈担当課〉オリンピック・パラリンピック推進課 /☎ 043-245-5048

様々なイベントの実施
　オリンピック・パラリンピック３年前イベントや、地域・大学と
連携したイベントなどを実施します。
＜担当課＞オリンピック・パラリンピック推進課 /☎ 043-245-5048

「チーム幕張」との連携
　千葉市開催のパラリンピック競技団体からなる「チーム幕張」
と、大会の成功や大会後の継続的な競技の普及を目指して	
連携していきます。
＜担当課＞オリンピック・パラリンピック推進課 /☎ 043-245-5048

ボランティア参加への支援
　主要駅などで交通・観光案内などを	
行う「都市ボランティア」の体制づくり
をするほか、おもてなし力の向上を図る
ための講座を開催します。
〈担当課〉
オリンピック・パラリンピック推進課 /☎ 043-245-5048

わかりやすい移動案内
　歩行者向け案内板の多言語対応などの
検討を行います。
〈担当課〉オリンピック・パラリンピック推進課 /☎ 043-245-5048

バリアフリー化
　駅から会場までの歩道の段差解消や、
エレベーターの設置などを実施します。
〈担当課〉土木保全課 /☎ 043-245-5396

オリンピック・パラリンピック教育の推進
　授業でのパラスポーツの実施などを通じて、多様性理解や	
国際理解の力をはぐくむための教育を行います。
【主な取組み】
◦パラスポーツの授業をモデル校で実施
◦外国人観光客などと交流するための英語教材を作成
◦多様性理解教育などに関する教員向けの研修を充実
〈担当課〉教育総務部企画課 /☎ 043-245-5911

車椅子アートプロジェクト
　車椅子をメインテーマに、障害のある人もない人も	
一緒に表現するアートプロジェクトを実施します。
【主な取組み】
◦多様な人々が参加する文化芸術イベントの実施
〈担当課〉文化振興課 /☎ 043-245-5961

（出典）東京ボランティアナビ
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まちづくりの方向性  １ 豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ

　動物公園の充実（リスタート構想の推進）

　緑と花のあふれるまちづくり

　蘇我スポーツ公園の整備

〈担当課〉動物公園／☎043-252-7566

〈担当課〉緑政課　緑と花の推進室／☎043-245-5775

〈担当課〉公園建設課／☎043-245-5781

「市民に身近な動物園」「都市の活性化につながる集客観光施設」として、来園者の皆様
が動物を通して遊びながら学べ、満足できる施設に生まれ変わります。

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

市民のみなさまがスポーツを「する」「観る」「支える・育てる」ための公園、災害時の
防災拠点として活用できる運動公園として、「蘇我スポーツ公園」を整備します。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●アフリカ平原ゾーンの整備に向けた詳細な設計
●ミーアキャット展示場の拡張

●中心市街地の建物の屋上・壁面の緑化費用を一部助成
●市の花オオガハスの普及（純粋種の栽培・管理、大賀ハスまつりの開催等）
●地域で花壇づくりに取り組む団体に花苗・種子を助成
●緑と花の人材育成とネットワークづくり

●円形野球場の整備

アフリカ平原での生態を再現することで、今後ライオンだけでな
くチーターなど迫力ある肉食動物を間近に観察できるようになり
ます。

市の花「オオガハス」の文化的・歴史的な価値を未来へつなぐため、
引き続き純粋種の保存や、大賀ハスまつりの開催などによる普及活
動に取り組みます。

平成31年春頃のオープンに向け、軟式野球やリトルリーグに対応し
た円形野球場の整備を始めます。また、４月から少年野球やソフト
ボールなどが行えるフクダ電子グラウンド（４面）が利用開始とな
りました。

肉食動物の導入（チーター）

蘇我スポーツ公園整備イメージ

千葉公園のオオガハス
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　千葉中央港地区まちづくりの推進

　地球温暖化対策の推進

　海辺の活性化

〈担当課〉海辺活性化推進課／☎043-245-5348

〈担当課〉環境保全課　温暖化対策室／☎043-245-5199

〈担当課〉海辺活性化推進課／☎043-245-5309　　公園管理課／☎043-245-5779
	 美浜公園緑地事務所／☎043-279-8440　公園建設課／☎043-245-5781

新たな海の玄関口、千葉みなと駅前の千葉中央港地区をにぎわいや憩いのある親水空間にする
ため、港湾緑地や旅客船さん橋の整備を促進し、街・駅・海の一体的なまちづくりを推進します。

平成28年に策定した「千葉市地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果ガスの排出
量の削減に向けて省エネ機器や再生可能エネルギー等の導入などを推進します。

千葉市ならではの地域資源である海辺エリアを、魅力的で活気あふれるものにするため、
「海辺のグランドデザイン」の実現に向けた取組みを進めます。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●さん橋を利用した企画クルーズへの支援
●港湾緑地でのにぎわいイベントの実施
●訪日外国人観光客向け旅客船の運航実験

●住宅用太陽光発電設備や再エネ・省エネ設備等の設置費補助
●中小企業向け省エネ設備等の導入促進
●「C

クール
OOL	C

チョイス
HOICE（環境に配慮したモノ・コトの選択運動）」の普及

●燃料電池自動車（FCV）を活用した水素エネルギーの普及　など

●地域主体の活性化プロジェクトの実施
●検見川ビーチフェスタの開催
●民間企業と連携した魅力的な施設の設置

平成28年４月に旅客船さん橋や港湾緑地、旅客船ターミナル等複合
施設がオープン！複合施設には船の待合スペースの他、大型水槽や
レストラン、オープンカフェなども併設されています。

平成42年温室効果ガス排出を平成25年と比べマイナス13％とする
目標を設定。施策のひとつである水素エネルギー普及のためFCVを
活用しています。

稲毛から幕張にかけての３つの人工海浜の長さ（約4.3km）は	
日本一！ダイヤモンド富士や広大な海を一望できる立地を活かし、
検見川地区に海の見えるレストラン・カフェ、ホール、バンケット
が平成28年３月にオープンしました。

にぎわう旅客船さん橋と港湾緑地

稲毛海浜公園のシーサイドレストラン・ベーカリーカフェ

サンスポマラソンで先導車として活躍するFCV
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　剪定枝等の再資源化の推進

　新清掃工場（北谷津用地）整備の推進

　ごみの減量・再資源化の推進

〈担当課〉廃棄物対策課／☎043-245-5236　収集業務課／☎043-245-5246

〈担当課〉廃棄物施設課／☎043-245-5243

〈担当課〉廃棄物対策課／☎043-245-5379　収集業務課／☎043-245-5246

家庭から出る剪定枝等（木の枝・刈り草・葉）を全市域において月2回分別収集し、	
家畜の寝床に敷く敷料や燃料チップに再資源化する事業を開始します。

「焼却ごみ1/3削減」目標を達成し、３用地で２清掃工場を運用する体制へ移行すること
から、北谷津清掃工場跡地を活用して、安全で環境に優しい新清掃工場の整備を計画的
に進めていきます。

循環型社会の実現のために、平成29年３月に改定した「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」
に基づき、さらなるごみの分別・再資源化に向けた取組みを推進します。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●家庭から出る剪定枝等の分別収集・再資源化の実施

●環境への影響を予測・評価し、適切に対応するための手続きの実施
●	PFI的手法による建設・維持管理・運営等への民間事業者の活用の
ための手続きの実施
●土壌汚染対策法に関連した土壌の調査の実施

●小学校でのごみ分別スクールなど３Ｒ教育・学習の実施
●食べきりキャンペーンの実施など食品ロス削減の取組み
●集団回収などによる古紙・布類の再資源化の推進
●立入調査などによる事業所ごみの適正処理の推進

開始時期は各区で異なります！（中央区：平成29年4月～、若葉区・
緑区：平成29年9月～、花見川区・稲毛区・美浜区：平成30年2月～）

平成28年度末をもって老朽化した北谷津清掃工場の操業を終了し
ました。今後も安定的なごみ処理を行うため、平成38年度からの新
清掃工場運用開始を目指します。

食品ロス削減を推進し、生ごみの排出抑制に重点的に取り組みます。
事業所から排出される一般廃棄物の分別徹底を推進します。

ごみステーション

完成イメージ図

手つかず食品等の持込回収
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　妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制

　待機児童の解消、保育の質の確保・向上に向けた取組み

〈担当課〉健康支援課／☎043-238-9925

〈担当課〉幼保支援課／☎043-245-5977　幼保運営課／☎043-245-5729

安心して子育てができるよう、妊娠期から産後早期までの支援体制を強化します。

将来にわたり待機児童ゼロを達成するため、保育所等の施設
を整備するとともに、保育の質の確保・向上を目指します。

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

●各区保健福祉センター健康課内に母子健康包括支援センターを開設
●産後ケア事業を開始（平成29年7月開始予定）

●子ども・子育て施設（新制度給付対象施設）の整備
　・私立幼稚園の認定こども園への移行（10か所）
　・認可外保育施設を認可化（12か所）
　・小規模保育事業の開設（12か所）
　・事業所内保育事業の開設（3か所）
　・既存保育所の定員の変更（1か所）
　・認可保育所の開設（5か所）

●開園前の賃借料の補助（4か所）
●保育施設への巡回指導員を２名増
●保育士等を目指す方の就学資金や就職準備金などの	
貸付け

●現在働いていない潜在保育士・看護師の再就職支援

妊娠届出時に個々に応じた支援プランを提案します。
産後の授乳の不安や疲れ等に対し、訪問及び施設で必要な支援を実施します。

利便性の高い地域への保育所開設を促すため、今年度より開園前の賃借料に対する助成制度を創設します。

園庭で水遊び 公園で落葉拾い

まちづくりの方向性  ２ 支えあいがやすらぎを生む、
あたたかなまちへ

施設整備 質の確保
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　幼児期の教育と小学校の教育を円滑につなげる取組み

〈担当課〉幼保支援課／☎043-245-5100

幼稚園・保育所・認定こども園における幼児教育と、小学校教育とのつながりを強化	
するとともに、全市的な幼児教育の質の向上を図ります。事業内容

主な取組み
●「アプローチカリキュラム（小学校の生活や学習へのつながりを意識した幼児期のカリキュラム）」の普及
●幼保小の交流・連携活動のより一層の活性化
●幼保小接続や幼児教育に関する家庭・保護者に対する周知や支援

幼児期に培った育ちと学びが小学校や、さらにその後の人生で存分に発揮されるよう、関係機関が連携し、幼児教育と
小学校教育のつながりを強化します。

　私立幼稚園等が行う未就園児預かり事業への支援

　子どもルーム待機児童への対策と施設環境の改善

〈担当課〉幼保支援課／☎043-245-5100

〈担当課〉健全育成課／☎043-245-5177

保育所等に通っていない2歳児等の集団生活の機会を拡大するとともに、専業主婦（夫）
家庭等の育児負担の軽減を図るため、私立幼稚園等が実施する未就園児預かり事業に	
助成を行います。

子どもルーム待機児童の解消と保育環境改善のため、ルームの増設や施設改善を行い
ます。

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

●職員配置・利用料金等に関する基準を満たした私立幼稚園・認定	
こども園への補助金の交付

●子どもルーム専用施設の建設
●小学校の余裕教室を子どもルームへ改修
●テナントを借上げ、子どもルームへ改修

人や物との関わりや行動範囲が広がり、自己主張も強くなる2歳
児に、私立幼稚園等で安心して集団生活を経験させることができ
ます。

放課後、子ども達が楽しく、安心して過ごせるよう、160か所※の
子どもルームを運営しています。また、今年度から受入れ対象を６
年生まで拡大しました。※か所数は変更となる場合があります。

みんなで絵本の時間

子どもルーム
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地域包括ケアシステムの推進
医療や介護が必要となっても可能な限り住み慣れた	
地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、医療・介護・
予防・住まい・生活支援を一体的・継続的に提供する
ことを目指すのが地域包括ケアシステムです。

◦あんしんケアセンターの増設　24か所→30か所

◦認知症初期集中支援チームの増設
◦医療従事者向けの認知症対応力向上研修の実施
◦認知症カフェの設置促進

◦地域で介護予防活動を実践するシニアリーダーへの
支援拡充
◦65才以上の方のフィットネスクラブ利用料の一部助成

◦訪問診療を行う医師の増強や在宅医療・介護に対応できる薬剤師の認定
◦多職種連携の推進
◦定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（３施設）の整備
◦小規模多機能型居宅介護事業所（６施設）の整備

シニアリーダーによる体操教室

認知症カフェ

　あんしんケアセンターの機能強化

　認知症対策の推進

　在宅医療・介護連携の推進

　生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進

　増加する高齢者のニーズに適切に対応するため、地域の高齢者の相談窓口であるあんしんケアセンターを増設
し、よりきめ細かな支援と個々に応じたサービスを提供できるよう、機能強化を図ります。

　認知症は適切に対応すれば症状の軽減や進行を遅らせることがで
きるため、早期に医療・介護サービスに結びつけ、継続的に支援す
る仕組みを作ります。

　医療や介護が必要になっても、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けることができるよう、医療や介護、福祉等
に関する多職種の連携を深め、在宅医療や24時間対応の介護・看護サービス体制づくりを進めます。

　住み慣れた地域で生きがいを持って、いつまでもいきいきと暮ら
していただけるよう、介護予防事業の実施や自立支援の推進、多様
な生活支援サービスの提供体制の構築に取り組みます。

主な取組み

主な取組み

主な取組み

主な取組み

花のあふれるまちづくり
シンボルキャラクター
ちはなちゃん

〈担当課〉地域包括ケア推進課／☎043-245-5168

〈担当課〉地域包括ケア推進課／☎043-245-5267　介護保険事業課／☎043-245-5256

〈担当課〉地域包括ケア推進課／☎043-245-5267

〈担当課〉地域包括ケア推進課／☎043-245-5267
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　健康づくりの推進

　生涯現役応援センターの整備

　障害のある人への支援の充実

　介護保険サービスの充実

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

〈担当課〉高齢福祉課／☎043-245-5169

〈担当課〉高齢福祉課／☎043-245-5171　　　介護保険管理課／☎043-245-5064
	 介護保険事業課／☎043-245-5256

〈担当課〉障害福祉サービス課／☎043-245-5174
	 精神保健福祉課／☎043-238-9980
	 障害者自立支援課／☎043-245-5173

疾病の予防や早期発見・早期治療を図るため、食生活の改善や運動習慣の定着、各種	
健（検）診の推進など、市民のみなさまや関係団体と一体となった健康づくりを進めます。

高齢者の就労や地域活動など多様な社会参加ニーズに対応するため、相談窓口の設置や
一元的な情報提供を行い、社会参加を促す拠点として整備します。

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、相談支援やコミュニケーション支援
の充実を図るとともに、グループホームの整備助成などにより、支援体制の整備を進めます。

要介護高齢者の増加などに対応するため、特別養護老人ホームの整備への助成や、介護	
予防・日常生活支援総合事業を実施します。また、介護人材の確保に向けた取組みを進めます。

事業内容

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●がん検診推進（胃がんリスク検査・
胃内視鏡検査を導入）
●市の健康増進計画「健やか未来都
市ちばプラン」の推進
●健康づくりの取組みに対する支援
制度

●就労やボランティア活動など各種相談対応及び情報提供
●セミナー・講習会等の企画・運営
●民間企業・NPO団体等とのイベントの企画・運営
●高齢者に適した活動先の開拓　など

●障害者への様々な支援を切れ目なく提供する地域生活支援拠点の整備
●「ひきこもり地域支援センター」において、18歳未満の	
ひきこもりの方への相談支援を開始
●緊急時の手話通訳者の派遣について夜間・休日の受付窓口を設置
●グループホームの新築、改修、運営等に要する経費の一部を助成

●特別養護老人ホームの建設費や開設準備経費を助成
●介護予防・日常生活支援総合事業として、新たに緩和基準
　サービス、住民主体サービス、短期集中予防サービスを実施
●介護人材の確保・定着に向けた支援
●介護ロボットの貸出し等による普及促進

体育の日から始まる１週間は「市民健康づくり
週間」です。「健やか未来都市ちばプラン」の普
及啓発とともに、健康づくりへの関心と意欲を
高めるため「市民健康づくり大会」を開催します。

稲毛区役所内の「ふるさとハローワーク」の隣
に開設予定です。生きがいのある心豊かな生活
を送るお手伝いをします。

特別養護老人ホームの整備、地域の住民やNPO
の活動支援により、高齢者が安心して暮らせる
まちづくりを目指します。

障害のある人が地域で自立した生活を送れるよ
う、相談支援の充実や生活の場の確保を進めます。

市民健康づくり大会
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　放課後子ども教室・子どもルーム一体型事業の運営

　学校施設の環境整備

　スクールソーシャルワーカーの活用

〈担当課〉生涯学習振興課／☎043-245-5957

〈担当課〉教育支援課／☎043-245-5935

〈担当課〉学校施設課／☎043-245-5921

希望する全ての子どもたちが一緒に過ごし、多様な体験機会が得られる居場所を提供	
するため、放課後子ども教室と子どもルームの一体的な運営に取り組みます。

学校施設の長寿命化を図るため、計画的な保全改修を行うとともに、施設の環境・機能
を改善するための整備を行います。

児童生徒が抱える問題の解決に向け、様々な環境に働きかけ、支援を行う、スクール	
ソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制の整備を進めます。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●多様な体験・学習機会の提供
●安全・安心な放課後の居場所の提供

●計画的な保全改修による学校施設の長寿命化
●老朽化したトイレの衛生環境の改善
●音楽室等へのエアコンの設置

●問題を抱える児童生徒の置かれた環境への働きかけ
●関係機関とのネットワークの構築・調整
●学校内におけるチーム体制の構築・支援
●保護者や教職員等に対する支援・相談・情報の提供

今年度はモデル事業として、稲浜小学校で夏休
みも含めた月曜～土曜の毎日（祝日等を除く）、
民間企業・大学・NPO等の協力を得たプログラ
ムや自由遊び等を実施します。

スクールソーシャルワーカーは、学校からの要請
を受け、教育や社会福祉に関する専門的な知識・
技術を用いて支援等を行います。

老朽化した校舎を計画的に改修し、子どもが生
き生きと学び、心身とも健やかに成長できる学
校環境を作ります。

改修後

改修前

まちづくりの方向性  ３ 豊かな心が育ち、
新たな価値が生まれるまちへ

➡
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　市独自の学級編制と柔軟な教員配置

　市立高校での特色ある教育の展開

　こどもの社会参画に向けた取組み
〈担当課〉教育職員課／☎043-245-5931

〈担当課〉教育総務部企画課／☎043-245-5914

〈担当課〉こども企画課／☎043-245-5673

今年度より「1クラスの児童生徒数の上限」や「学校に配置する教職員数」を市で独自
に定められるようになったことから、新たな学級編制や柔軟な教員配置を実施します。

市立千葉高校は理数教育、市立稲毛高校は国際理解教育を	
推進するため、大学等との連携や海外での研修など、特色ある
教育を展開します。

子どもの自覚と自立を促し、子どもの意見をまちづくりに反映させるため、「こども・若者
の力ワークショップ」などの社会参画を促す取組みを行います。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●小学校2年生まで可能だった35人学級を4年生まで拡大
　（少人数学級ではなく、担任分として配置された教員を少人数指導
担当として活用することも可能）
●小学校5･6年生に理科・算数の教科担任の配置が可能
●音楽及び理数教育の充実のため非常勤講師を配置

●探究活動を中心とした課題発見・課題解決能力の育成
●国内外の大学・企業等との連携
●海外でのフィールドワークの充実
●地域とともにある学校づくり

●子ども自身がまちの課題について考える「こども・若者の力ワーク
ショップ」の実施
●子どもたちの意見を集約し、市へ提言できる組織「こども・若者市役
所」の設置
●「こども・若者サミット」を実施し、市の取組みを広く発信

少人数学級の拡大により、子どもたち一人一人に教員の目が行き届
きやすくなり、よりきめ細かな指導ができるようになります。

市立千葉高校では将来の科学技術人材の育成を、市立稲毛高校では
国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成を推進しています。

子どもたちが市民としての自覚や責任を持ち、“まち”の課題を見
つけ解決し、まちづくりに参画していく取組みです。

複数の教員による教科指導の様子

アメリカの子どもたちに英語でサイエンスショー！

こども・若者の力ワークショップ

千葉高 稲毛高
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　地域運営委員会の設置の促進

　ベイサイドジャズ千葉

　加曽利貝塚の特別史跡化に向けた取組み

〈担当課〉市民自治推進課／☎043-245-5138

〈担当課〉文化財課／☎043-245-5960　加曽利貝塚博物館／☎043-231-0129

〈担当課〉文化振興課／☎043-245-5961

将来にわたって、住民同士の助けあい、支えあいによる地域運営を継続できるよう、	
地域運営委員会の設置を促進します。

ベイサイドジャズ千葉の20周年を記念して、アマチュアミュージシャンのコンペティ
ションや記念コンサートを開催します。

日本を代表する貝塚であり、縄文文化の象徴である史跡加曽利貝塚を国特別史跡に指定
するための取組みを進めます。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●地域への委員会設立の働きかけ
●設立準備、活動の経費を補助
●地域の実情に応じて使い方を決めることができる地域運営交付金の交付
●地域における市の窓口役となる、地域担当職員制度の実施　など

●アマチュアジャズコンペティション（アマチュアバンドを対象としたジャ
ズコンテストの開催）

●20周年記念式典及びコンサート（大物歌手をゲストに迎えコンサートを開催）
●ジャズウィーク（プロやアマチュアバンドによるジャズ演奏を４日連続開催）

●特別史跡に向けたシンポジウムの開催
●縄文体験イベントの充実
●史跡整備基本計画の策定
●発掘調査の実施と研究成果の公開

市民のみなさまによる地域を良くするための自主的・主体的な取組み
を促進します。

発掘の疑似体験など、縄文体験やイベントの充実を図ります。また、
新たな発掘調査に着手し、その過程・成果を公開します。

ベイサイドジャズ千葉は、平成10年に市の音楽文化の振興と街の	
活性化を目的に始まった秋の一大音楽イベントです！

地域運営委員会の会議の様子

第19回ベイサイドジャズ千葉

何が出るかな？大人気の発掘体験
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まちづくりの方向性  4 ひと・モノ・情報がつながる、
生活基盤の充実した安全で快適なまちへ

　地域の防災力の向上

　市街地の液状化対策

　消防職員による未就学児・小学生向け体験型防火教育

〈担当課〉防災対策課／☎043-245-5113

〈担当課〉市街地整備課　液状化対策室／☎043-245-5337

〈担当課〉消防局予防部予防課／☎043-202-1613

自主防災組織や避難所運営委員会の設立促進・育成とともに、災害時に支援が必要な方
の名簿提供や避難所の備蓄品の増強等を行い、地域防災力の向上を支援します。

東日本大震災時に液状化現象で甚大な被害を受けた地域において、同様の被害の再発生
を抑えるため、公共施設とそれに隣接する宅地等の一体的な液状化対策を進めます。

住宅防火対策の普及啓発活動の一環として、消防職員が幼稚園・保育園や小学校を訪問し、
体験型の防火教育を行います。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●自主防災組織の結成や活動にかかる費用の一部助成
●避難所運営委委員会の活動経費の助成
●避難行動要支援者の支援体制の構築
●防災備蓄品の整備

●液状化対策関連の設計、補償、工事等

●幼稚園児・保育園児向け防火教育の実施
●小学生向け防火教育の実施

９月３日㈰九都県市合同防災訓練の実施に合わせて、各避難所で
避難所開設・運営訓練を実施します。

美浜区磯辺の一部地区において、地下水位低下工法に
よる液状化対策工事を進めています。

「火災から身を守るためには？」
消防士さんと一緒に、体を使って楽しく学ぼう！！
幼稚園・保育園、小学校等で実施中！！

避難所開設・運営訓練の様子

実際の防火教育の様子（学校法人九重学園九重幼稚園）

地下水位低下工法のイメージ
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　橋梁の耐震化

　市営住宅の整備

　空き家等への対策

　下水道施設の耐震化

〈担当課〉土木保全課／☎043-245-5386
	 （中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所、緑土木事務所）

〈担当課〉住宅整備課／☎043-245-5852

〈担当課〉住宅政策課／☎043-245-5810

〈担当課〉下水道建設課／☎043-245-5420　下水道再整備課／☎043-245-5611	
	 下水道施設建設課／☎043-245-5443

地震発生時の交通の確保と二次災害の防止を実現するため、橋梁の耐震補強を行います。

住宅によるセーフティネットを確保するため、市営住宅長寿命化・再整備計画に基づき、
老朽化した市営住宅を建て替えるなど、再整備を行います。

今後増加が見込まれる空き家等への対処をするために、空き家等対策を総合的・計画的に推進します。

地震発生時でも不具合が生じないよう、下水道施設（下水道管・浄化センター）の耐震化を	
進めます。また、避難所となる小学校などに災害時に使用可能なマンホールトイレを設置します。

事業内容

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●橋梁の耐震化

●宮野木町第２団地建替え（平成26～平成29年度）
●小倉台団地建替え（平成27～平成30年度）

●空き家等の実態の調査

●下水道管の耐震化
●浄化センターの耐震化

●マンホールトイレの設置

大規模地震に備え、救命活動や物資輸送を行うための道路ネット
ワークを確保できるよう、橋の補強を行います。

宮野木町第２団地は平成29年度、小倉台団地は平成30年度に入居
開始予定です。

利用予定のない空き家等の実態を把握するために、市内全域を対象とした現地調査等を実施します。

下水道は市民のみなさまの生活に欠かせないライフラインです。
大規模地震に備え、耐震化を進めます。

マンホールトイレ

宮野木町第２団地完成予想図

橋梁の耐震補強の実施例
橋が落下しないようにチェーンなどで
連結しています
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　バリアフリー化の推進
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動する際の利便性や安全性を高めるため、
主要な駅を中心とした地区において、バリアフリー化を推進します。事業内容

主な取組み
●歩道の段差解消
●視覚障害者誘導用ブロックの設置
●電線共同溝の整備（電線類の地中化）

誰もが安全で安心して移動ができるまちづくりをめざして、バリア
フリー化を推進します。

利用者にやさしい歩道になります
〈担当課〉土木保全課／☎043-245-5396
	 （中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所、緑土木事務所）

〈担当課〉土木保全課／☎043-245-5396
	 （中央・美浜土木事務所、花見川・稲毛土木事務所、若葉土木事務所、緑土木事務所）

　幹線道路の整備（千葉鎌ケ谷松戸線、浜野四街道長沼線）

　通学路における安全対策の推進

〈担当課〉街路建設課／☎043-245-5343
	 道路建設課／☎043-245-5382

アクセス性向上や、緊急時の輸送
ネットワーク強化のため、道路の	
拡幅やバイパス道路整備を進めます。

児童の交通安全のため、通学路の路肩部分を緑色で着色し、視覚的に歩行者と車両の	
通行部分を明確に区分するなどの安全対策を進めます。

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

千葉鎌ケ谷松戸線
●整備区間：花見川区武石町１丁目～長作町（約0.9ｋｍ）
●整備内容：拡幅整備　４車線、両側歩道
浜野四街道長沼線
●整備区間：若葉区大井戸町～下田町（約１ｋｍ）
●整備内容：バイパス整備　２車線、両側歩道、橋梁新設

●歩道が整備されていない通学路の路肩部分を緑色に着色
●路面標示や車止めポールなどの安全施設を設置

道路の拡幅整備による移動時間短縮効果や、バイパス	
道路の整備による緊急輸送道路の強化を図るため、	
平成29年度の完成を目指しています。

通学路の路肩をカラー化することで、子どもたちに歩く場所の目安
が伝わり、運転者も通学路と認識しやすくなります。

路肩カラー化事例

千葉鎌ケ谷松戸線完成予想図

浜野四街道長沼線
下田大橋完成状況

千葉鎌ケ谷
松戸線
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　道路工事情報の公開
現在の「千葉市認定道路網図システム」（市が管理する道路の名称や幅員等をインターネット	
上で閲覧できるシステム）を活用し、市内の道路工事情報を公開します。事業内容

主な取組み
●システムの改修（平成29年度）
●道路工事情報の公開（平成30年度）

市内の道路工事情報が一目でわかり、工事箇所を回避する経路の
選択や工事内容の確認に役立ちます。

公開イメージ〈担当課〉路政課／☎043-245-5374

〈担当課〉地域安全課／☎043-245-5264

　自転車を活用したまちづくり

　防犯カメラ設置補助

〈担当課〉
①②政策企画課／☎043-245-5057
③スポーツ振興課／☎043-245-5966
④観光MICE企画課／☎043-245-5897	

⑤自転車対策課／☎043-245-5607
⑥⑦地域安全課／☎043-245-5148

「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」の施行を踏まえ、イベントや観光で自転車の利用
を促す取組み、安全で快適に通行できる自転車走行環境の整備、自転車の安全な利用方法を広
める取組みなどを行います。

町内自治会が公道を撮影する目的で防犯カメラを設置する際に、その経費の一部に対し、
補助金を交付します。

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

①自転車の自発的な利用や交通安全への理解を深めるためのシンポジウム、
自転車リーダー育成講習会の実施
②「(仮称)千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画」の策定
③自転車レースイベント「幕張新都心クリテリウム」の開催
④サイクルツーリズム推進に向けたレンタサイクル実証実験の実施
⑤自転車走行環境(自転車レーン等)の整備
⑥自転車安全利用講習会の開催
⑦自転車保険、ヘルメット着用等についての啓発チラシの作成と配布

●町内自治会への補助金の交付

千葉市では「人々が、自ら自転車を賢く活用し、便利で健やかに心豊かな
生活を楽しむことができるまち」、「歩行者・自転車利用者・自動車等運転
者がお互いに思いやり、安全で、快適に共存できるまち」を目指しています。

ひったくりなどの街頭犯罪抑止のため、町内自治会を対象に防犯カメラの設置に要する費用を一部助
成し、安全・安心なまちづくりを進めます。

設置イメージ

幕張新都心クリテリウム

自転車レーンの整備（市道おゆみ野東南部３号線）
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　東幕張土地区画整理事業

ＪＲ幕張駅北口周辺に快適な都市環境をつくるため、道路・公園等を整備します。事業内容

主な取組み
●面　　　　積：約26ha
●主な公共施設：都市計画道路２路線、公園３か所、
　　　　　　　　ＪＲ幕張駅北口駅前広場
●場　　　　所：花見川区幕張町四丁目、五丁目、六丁目、
　　　　　　　　武石町一丁目、二丁目の各一部
●事 業 期 間：平成８年度～ 42年度

ＪＲ幕張駅北口駅前広場や駅前道路が完成すると、
地区内の利便性だけでなく、ＪＲ幕張駅を起点と
した幕張新都心などへのアクセスが向上します。

〈担当課〉東幕張土地区画整理事務所／☎043-276-0456

　市政だよりの全戸ポスティング

〈担当課〉広報広聴課／☎043-245-5014

「ちば市政だより」をより多くの市民のみなさまにお届け	
するため、新聞折り込みによる配布から、全戸ポスティング	
による配布に変更します。

事業内容

主な取組み
●実施時期　平成29年10月発行分から実施
●配布方法　新聞折り込みから全戸ポスティングに変更
●発行頻度　月2回から月1回に変更
●ページ数　月20ページから月24ページに変更

月間のページ数を増やすことにより、内容を充実させ、より分かりやすい市政情報を
市民のみなさまにお届けします。

みなさまのご家庭にお届けします

駅前広場のイメージ図

整備計画図
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まちづくりの方向性  5 ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ

　千葉駅東口地区の再開発の促進（第一種市街地再開発事業の促進）

　千葉駅周辺の活性化推進

　千葉駅西口地区の再開発（第二種市街地再開発事業＜Ｂ工区＞）

〈担当課〉市街地整備課／☎043-245-5325

〈担当課〉都心整備課／☎043-245-5327

〈担当課〉都心整備課／☎043-245-5327

千葉都心の土地の高度な利用や施設の機能の更新により、駅前のにぎわいを向上させる
ため、千葉駅東口駅前広場周辺で進められている民間の再開発を促進します。

「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」で示した、先行的に実施が必要な事業（先行	
整備プログラム）について、詳細な検討・調査などを実施します。

千葉都心の土地の高度な利用や、都市の機能更新を図るため、医療などのサービスを	
駅前に導入するとともに、新たなにぎわいを創出する再開発ビルの整備を進めます。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●魅力的な商業・サービス施設を導入した再開発ビルの整備
●駅からの快適な歩行空間の整備

●西銀座周辺再開発への導入機能等検討調査
●中央公園・通町公園等の活用検討調査
●中央公園周辺の循環バス運行支援

●新たな再開発ビルに関する権利の管理や処分についての計画を策定
●再開発ビルを建築する特定建築者を公募・選定
●公共施設の実施設計等

千葉駅東口の景観を一新し、中心市街地への玄関口としてふさわ
しい空間づくりを目指します。

「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」で示した将来像実現に向
けて、骨格となる整備を進め、まちに訪れた人を中心市街地へひき
つける力を高めていきます。

千葉駅西口に直結した、医療・商業・居住等の複合機能を備えた	
再開発ビル実現に向け、パートナーとなる民間事業者の募集等を	
行います。

再開発ビルのイメージ

外観イメージパース

循環バスルートなど
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　国家戦略特区の推進

　都市アイデンティティ（千葉市らしさ）の確立

　幕張新都心若葉住宅地区の整備促進

〈担当課〉国家戦略特区推進課／☎043-245-5346

〈担当課〉政策調整課　都市アイデンティティ推進室／☎043-245-5660

〈担当課〉幕張新都心課／☎043-274-8648

国家戦略特区の制度を活用し規制緩和を実現することで、新しい産業の創出や国際競争力	
のある産業の集積を促し、都市の魅力・競争力の向上を図ります。

住んでみたい・訪れてみたいと感じてもらえる都市を目指し、４つの地域資源（加曽利貝塚・	
オオガハス・千葉氏・海辺）を活用し、千葉市らしさを確立するための効果的な取組みを行います。

「職・住・学・遊」の複合機能が集積した、国際性豊かなまちづくりを推進するため、	
幕張新都心若葉住宅地区の計画的な整備を促進します。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●先端技術を活用したドローンによる宅配サービス
●先端技術を活用した自動運転モビリティの導入
●規制改革メニューを活用した新たな事業の推進
　（例）道路占用許可基準の緩和によるエリアマネジメントの民間開放

●４つの地域資源を紹介する絵本の幼稚園・保育所等への配付
●各区主要駅前の案内看板の更新
●千葉氏の全国的知名度向上と日本遺産認定に向けた取組み

●計画戸数4,507戸、居住人口約1万人の街づくり
●事業年度　平成27年から15年間
●平成31年春頃から入居開始予定

ドローン宅配の実現に向けた実証実験を実施するなど、幕張新都心
を中核とした「近未来技術実証・多文化都市」の構築を目指します。

映像や看板により、４つの地域資源をより身近に感じられる取組み
をすすめます。

地区管理システムの導入や、最新のＩＣＴの
活用などにより、幕張新都心の新たな魅力と
なる街を目指します。

ドローン宅配実証実験の様子

若葉住宅地区完成予想イメージ

若葉住宅地区入居開始予定年度

千葉市固有の４つの地域資源
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　企業立地の促進

　ＭＩＣＥ※の誘致

〈担当課〉企業立地課／☎043-245-5276

〈担当課〉観光MICE企画課／☎043-245-5282

市内への産業の集積や雇用創出を通じて地域経済を活性化するため、充実した補助・	
融資等の支援制度により、企業の千葉市への新規進出や追加投資を促すとともに、新たな	
産業用地の整備を進めます。

国際会議を積極的に市内へ誘致し、国際観光の振興、地域経済の活性化などを図るため、
ＭＩＣＥ関係者への積極的なＰＲ活動や、市の魅力を高める取組みを行い、市内での	
国際会議等ＭＩＣＥの開催を促します。

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

●企業立地促進補助制度
　・「所有型」　固定資産税・都市計画税相当額を
補助

　・「賃借型」　賃借料、法人市民税相当額を補助
　・「累積投資（マイレージ）型」
　・中小企業の段階的・計画的な投資をサポート
　　(固定資産税・都市計画税相当額を補助)
　・「雇用奨励補助」市民の雇用や雇用者の千葉
市転居をサポート

●企業立地促進融資制度
　中小～中堅企業の設備投資をバックアップ
●産業用地整備支援事業
　民間事業者から提案を受けた産業用地整備の計
画を支援

●市内開催ＭＩＣＥの開催支援
●ＭＩＣＥ来場者等への情報発信
●国際会議・大規模コンベンションの開催補助
●大規模イベント開催に合わせたにぎわいの創出

全国初となる産業用地整備支援事業を創設！民間活力を導入した産業用地の整備を積極的に推進していきます。

地域経済の活性化、国際観光の振興、都市イメージの向上を目指し、
ＭＩＣＥ誘致に積極的に取り組みます。

幕張新都心地区

第99回国際キワニス年次総会

※MICE（マイス）：MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive	
Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文
字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。（観光庁HP）
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　インバウンド（外国人観光客誘致）の推進

　地産地消の推進

　夜景観光の推進

〈担当課〉観光プロモーション課／☎043-245-5066

〈担当課〉農政課／☎043-245-5758

〈担当課〉観光プロモーション課／☎043-245-5066

観光交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、外国人観光客の誘致と受け入れ
環境の整備を進めます。

新鮮で安全安心な農産物を市民のみなさまに供給するため、消費者と生産者がより身近
で信頼される関係を築く地産地消を推進します。

滞在型・着地型観光の拡大を目指すため、「工場夜景」を観光の資源として位置づける	
全国の都市と連携を図りながら、一体的に市内外に魅力を発信します。

事業内容

事業内容

事業内容

主な取組み

主な取組み

主な取組み

●ムスリムインバウンド（イスラム教徒の観光客）の受入環境整備
●市内飲食店等の多言語化を支援する情報発信ウェブサイト「千葉	
おもてなしＳＨＯＰガイド」の運営
●展示会・商談会への出展
●海外インバウンドツーリズム推進協議会の開催

●市内飲食店での市内産農産物利用の拡大（千葉市つくたべプロジェクト）
●学校給食への市内産農産物の供給と生産者出張授業の開催
●区役所朝市やフェア等の開催
●市内産農産物のブランド化の推進

●全国工場夜景都市との連携による広域的な取組の充実
●工場夜景観賞ツアーの促進

訪日外国人観光客が快適に市内に滞在できるおもてなし体制を官民
連携して整え、集客拡大を図るための情報発信を行います。

市内飲食店オーナーに働きかけ、生産者とのマッチングを進め、	
気軽に市内産農産物を食べられる機会を増やしていきます。

千葉市で鑑賞できる工場夜景の魅力を広く国内外へ発信し、観光客
の誘致につなげていきます。

マレーシアからのホームステイ受入れ

千葉ポートタワーからの工場夜景（JFEスチール東日本製鉄所）

「千葉市のつくたべプロジェクト」イメージ
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気軽に音楽を楽しめるように、千葉市にゆかりのあるアーティストを招いて区役所でコンサートを開催し
ます。
■取組内容
●お昼休みに区役所市民ロビーで、プロ、アマのアー

ティストによるコンサートを実施。

防犯ウォーキング事業を推進するほか、千葉東警察署と連携して防犯パトロール隊の交流会を開催し、 
優良活動団体事例の紹介や防犯用品の配付を行います。
■取組内容
●防犯帽子を貸与し、ウォーキング・ボランティア活動を推進
●防犯パトロール隊の優良活動団体事例の紹介
●防犯効果のある物品を配付
●地域と警察、行政が連携して防犯パトロールの実施

区内の中学生及び小学校５・６年生を対象に「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症を正しく 
理解するとともに、高齢者への見守り支援の心を育みます。
■取組内容
●小中学校でテキストを用いて認知症を理解し、
　DVD・寸劇等で対応方法を学ぶ講座を開催
●通報先を記した「認定証」を交付し、通報/相談
　窓口を周知

「みどりく みなおし」を合言葉に区民の生活習慣病予防への取組みを応援するため、地域健康づくり支援
連絡会や区内関係機関、地域の方々と連携し、健康フェアを開催します。
■取組内容
●健康づくり表彰式、8020表彰者の紹介
●健康度測定
●スポーツクラブによる運動体験
●「ちばしいきいき体操」の普及・啓発

〈担当課〉各区役所地域振興課　地域づくり支援室

〈担当課〉中央区役所地域振興課　くらし安心室／☎043-221-2169

〈担当課〉花見川区役所地域振興課　くらし安心室／☎043-275-6224

〈担当課〉稲毛区役所地域振興課／☎043-284-6102

〈担当課〉若葉区役所地域振興課　くらし安心室／☎043-233-8124

〈担当課〉美浜保健福祉センター高齢障害支援課／☎043-270-3505

〈担当課〉緑保健福祉センター健康課／☎043-292-2630

認知症カフェでの色カルタゲーム
（緑区）

防犯パトロールの様子

排水栓を使用した初期消火活動

ランチタイムコンサートの様子

防犯パトロールの様子

緑区健康フェアの様子

稲毛高附属中・あんしん幸町

大学ボランティアによる学習会
（花見川区）

区の自主事業 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

地域活性化の支援

ご近所防犯の取組み

地域防災力の強化

ランチタイムコンサートの開催

地域防犯力の向上

認知症キッズサポーター養成

緑区健康フェア

地域の活性化や地域課題の解決に向けた自主的な取組みを行う団体や、区
の課題テーマに取組む団体等を支援します。
■取組内容
●地域づくり活動支援（地域づくり全般に対する支援）
●区テーマ解決支援（区が設定したテーマ（地域課題）に対応する活動に

対する支援）
●地域拠点支援（地域づくり活動の拠点を整備・確

保するための支援）

地域で防犯活動に積極的に取り組んでいる町内自治会や防犯パトロール隊などの団体に対し、防犯ステッカー
等の配布や防犯講習会の実施などを行います。
■取組内容
●玄関前等に掲示する防犯ステッカーなどを配布
●地域と行政が連携して防犯パトロールを実施
●防犯講習会の実施

自治会等の地域団体、ボランティア、大学等の多様な団体が、自主的に魅力ある
街づくりに取組むことを目的とし、対象団体に最大３年間の支援援助等を行います。

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

人と文化が交流する「文教のまち」を目指す 
稲毛区は、市民のみなさまが気軽に文化・芸術
に触れる機会を提供します。

地域と警察、行政が連携して、犯罪に「遭わない」
「起こさない」「見逃さない」を合言葉に犯罪の
予防活動を推進します。

地域社会の一員である子どもたちが認知症を理解
し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし 
続けることができるように、応援します。

自分の体を知るための脳年齢や骨密度などの 
測定コーナーや運動・食事・口腔の面から健康
づくりのポイントを提案いたします。

災害に強いまちづくりを推進するため、地域防災活動の重要な担い手である自主防災組織や避難所運営委
員会等の組織力、対応力の強化を図ります。
■取組内容
●地域主体型防災訓練の開催支援
●排水栓を使用した初期消火活動用の資機材の貸出
●避難所運営委員会の設立促進

震災等の発生に備えて地域住民が自主的に実施
する防災活動を支援します。
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古紙配合率100％再生紙を
使用しています。

訪れてみたい、住んでみたい、
住み続けたいまちへ。
周辺都市の拠点としてにぎわいを生み出す、
さらに魅力あふれる千葉市へ。
平成29年度も市民や様々な団体、
企業のみなさまと一緒に
「未来へつなぐ、まちづくり」を進めます！
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