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１ 千葉市の現状



市制施行 1921年（大正10年）1月1日

政令指定都市移行 1992年（平成 4年）4月1日

面積 271.77k㎡

位置
東京都心まで約40㎞
成田空港まで約30㎞

人口 980,824 人(2020.4.1現在)

世帯数 444,359世帯(2020.4.1現在)

年間平均気温 16.3℃(2017年）

１ ① 千葉市の概要
・都市としての千葉市は、１１２６年（大治元年）千葉常重が、

この地に本拠を置いたことに始まる。

・東京都心まで約４０㎞、成田国際空港まで約３０㎞の

位置にあり、立地条件は良好

・立地条件の良さを活かしたまちづくりを進め、人口は年々増加。

現在約9８万人
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千葉市章のデザインは、
千葉氏の月星紋に、
千葉の「千」を配したもの



「空から千葉県（千葉日報社）」をもとに千葉市作成

千葉市は房総半島の豊かな自然の入口

１ ② 千葉市の自然
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１ ③ 千葉市のライフスタイル



１ ④ 通勤流動と昼夜間人口比率

首都圏政令市の昼夜間人口比率*

（備考）H27年国勢調査

▶市内通勤者が６割近く。東京都への通勤は約２割にとどまる
⇒ いわゆる“千葉都民”というイメージとは異なる結果

▶約１５万人の人々が市外から千葉市に働きに来ている

▶昼夜間人口比率*が首都圏政令市で突出して高い
⇒ 職住のバランスが良く、多くの人々が集う拠点都市

首都圏政令市の勤務先別割合（％）

*昼夜間人口比率とは

夜間人口と昼間市内にいる人の割合を比べた値。
市外への通勤・通学者が少なく、市外から通勤・
通学者が多く集まる都市ほど、割合が高くなる。

千葉市からの通勤状況
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千葉市 さいたま市 横浜市 川崎市 相模原市

97.9 93.0 91.7 88.3 88.3

千葉市 さいたま市 川崎市 横浜市

市内 58.0 50.5 42.2 60.0

県内他市 18.7 15.5 12.8 12.2

東京都 21.4 30.5 43.4 26.4

勤
務
先



１ ⑤ 千葉商圏（買い物動向）

千葉商圏
商圏人口：1,922,987人

市町村吸引率
千葉市 ：85.5%(地元購買率)

四街道市：21.2
習志野市：17.7

大網白里市：16.4
長柄町：14.9
茂原市：13.0
長生村：12.8
白子町：11.6
長南町：11.5

九十九里町：10.2
一宮町：10.2

・商圏人口約192万人

・県内最大の商圏

・県内で高い商業拠点性を発揮

（備考）千葉県の商圏 平成30年度消費者購買動向調査 8

第１次商圏
買い物客の30％以上が千葉市
に流入している地域

第２次商圏
買い物客の29～10％が千葉市
に流入している地域

第３次商圏
買い物客の9％～5%が千葉市
に流入している地域

東京都への流出
浦安市 ：19.4%（2次商圏）
市川市 ：6.1%（3次商圏）
松戸市 ：5.0%（ 〃 ）

千葉市
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■医療・介護・障害者支援

①受動喫煙対策（制度の周知・啓発、相談・指導体制の整備）

②産前・産後支援（母子健康包括支援センター相談員の増員など）

③不妊・不育症支援の充実（特定不妊治療費助成の拡充など）
④新病院整備（海浜病院に代わる新病院整備に向けた基本計画・基本設計）
⑤地域包括ケアシステム構築・強化（生活支援コーディネーターの配置強化など）
⑥障害者相談支援体制の充実（基幹相談支援センターの設置など）

■子育て・教育

①専科指導のための非常勤講師の配置（小学校）、部活動指導員配置（中学校）
②スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの充実
③子ども・子育て支援策の充実（公立保育所使用済紙おむつ廃棄、児童虐待及び
要保護児童対策の強化など）

総額：8,748億9,300万円

一般会計：4,636億円 特別会計：4,112億9,300万円

重点的に盛り込んだ主な事業

１ ⑥ ２０２０年度 予算の特徴



■都市づくり・地域経済活性化

①千葉駅周辺の活性化推進
（千葉駅周辺再開発、千葉公園再整備、中央公園・通町公園連結強化）
②民間活力の活用
（(仮称)千葉公園ドーム整備･250競輪開催、乳牛育成牧場跡地整備）
③都市アイデンティティの確立
（千葉開府900年に向けた取組み、加曽利貝塚史跡整備など）

■市制１００周年に向けた取組み

・ＰＲ、記念式典、次期基本計画策定、記念誌の発行など

■災害に強いまちづくり

①電力の強靭化、②通信の強靭化、

③土砂災害・冠水等対策の強化、④災害時の安全・安心の確保 10

総額：8,748億9,300万円

一般会計：4,636億円 特別会計：4,112億9,300万円

重点的に盛り込んだ主な事業

１ ⑥ ２０２０年度 予算の特徴
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２ 2020年度の主なプロジェクト



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）

主な取組み

●平原ゾーンの整備
●次期整備計画の着手
● ICTの活用による動物の管理
やコンテンツの創出

「リスタート構想」に基づき、チーターやハイエナなどを展示する
アフリカ平原ゾーンを本年７月に供用開始します。

【担当課】動物公園／043-252-1111

：稲毛海浜公園のリニューアル

主な取組み

●プールの一部リニューアル
●グランピング施設の整備
●海へ延びるウッドデッキの整備
●温浴施設の整備
●トイレ改修 等

民間活力を導入して、海辺を活かした稲毛海浜公園のリニューア
ルを推進します。

【担当課】緑政課／043-245-5789

：
千葉公園再整備

主な取組み

●実施設計等

千葉公園の魅力向上や周辺地域の活性化のため、千葉公園
再整備マスタープランに基づき、整備を推進します。

【担当課】緑政課／043-245-5789
白い砂浜に生まれ変わった

「いなげの浜」 千葉公園再整備のイメージ

：
蘇我スポーツ公園の整備

主な取組み

●第３多目的グラウンド
（パークゴルフ等）整備
●フクダ電子スタジアム夜間照明
施設整備
●フクダ電子スクエア人工芝張替

災害時には広域的な防災拠点として機能する蘇我スポーツ公園
の整備を進めます。

【担当課】公園建設課／043-245-5787
公園管理課／043-245-5780 蘇我スポーツ公園整備イメージ

全力疾走がみどころのチーター
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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～

：花見川河川空間の利活用

主な取組み

●民間事業者、公物管理者等への
ヒアリング調査
●官民連携による河川空間活用方法
の検討

河川の魅力を活かしたまちづくりを進めるため、花見川河川空間
と流域の公園・緑地との一体的な利活用を調査・検討します。

【担当課】緑政課／ 043-245-5789
社会実験の様子

：
新清掃工場（北谷津用地）整備の推進

主な取組み

●実施設計
●環境影響評価
●土壌汚染処理対策

３用地で２清掃工場を運用する体制へ移行し、北谷津清掃工場
跡地を活用した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。

【担当課】廃棄物施設整備課／043-245-5243
完成イメージ図
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：オオガハスの魅力発信

主な取組み

●オオガハスのＰＲ
●大賀ハスまつりの充実
●ハス守りさん養成講座

市の花「オオガハス」の魅力を幅広く市民へ伝えるため、情報
発信の充実と普及活動に参加できる人材の育成に取り組みます。

【担当課】緑政課緑と花の推進室／043-245-5775

千葉公園のオオガハス

：ごみの減量・再資源化の推進

主な取組み

●食品ロス削減啓発の推進
●学校給食残渣再資源化モデル
事業の拡充
●剪定枝等の再資源化の推進
●集団回収などによる古紙の
再資源化の推進

循環型社会の実現のため、平成29(2017)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、さらなるごみの減量・再資
源化に向けた取組みを推進します。

【担当課】廃棄物対策課／043-245-5379
収集業務課／043-245-5246

生ごみ処理機



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～

：
障害者相談支援体制の強化

主な取組み

●計画相談事業所の後方支援を
行う基幹相談支援センターを設置
（6か所）
●計画相談事業所に対して、相談
支援専門員の人件費等を助成

基幹相談支援センターを設置するほか、計画相談支援事業所に
対し、相談支援専門員の新たな雇用に係る経費を助成します。

【担当課】障害福祉サービス課／043-245-5228

：
不妊・不育症支援

主な取組み

●採卵を伴う治療費助成額
（2回目以降の申請のうち、いずれか
1回）を上乗せ
●経済的負担を軽減し、早期受検を
促すため検査費用を助成

不妊・不育症の治療に係る経済的負担の軽減を図るため、国の
特定不妊治療費助成に上乗せして助成するほか、不育症検査費
用の一部を助成します。

【担当課】健康支援課／043-238-9925

：受動喫煙対策

主な取組み

●制度周知・啓発及び相談・指導
体制の整備（巡回訪問、通報ツール
の運用）

受動喫煙による健康被害を防止するため、相談・指導体制を強化
するとともに、市民や民間事業者に向けた周知を行います。

【担当課】健康推進課／043-245-5201

：生活支援コーディネーターの配置強化

主な取組み

●あんしんケアセンター単位の
配置を拡充（5センター(1区)→
19センター(4区)）
●新たに認知症地域支援推進員
の業務を担うことにより、地域
活動を一体的に支援

生活支援・介護予防サービスの提供体制を充実させるため、生活
支援コーディネーターの配置を拡充します。

【担当課】地域包括ケア推進課／043-245-5267
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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～

：ひきこもり地域支援センター運営

主な取組み

●支援を行う相談員を増員
（4人→6人）
●新たに若葉区役所に出張
相談所を設置

ひきこもり本人や家族などを支援するため、ひきこもり地域支援
センターの相談員を増員し、出張相談などの支援体制を強化しま
す。

【担当課】精神保健福祉課／043－238－9980

：保育の質の向上

主な取組み

●各種研修、巡回指導の実施
●処遇改善、貸付事業等による保育士
確保施策の実施
●保育の質に関する実態調査及び有識者
意見聴取の実施
●新たに、公立保育所における外国人
児童・保護者対応のための職員配置や
使用済み紙おむつの廃棄を実施

保育の質の向上のため、人材の資質向上、人材の確保、良好な
保育環境の確保のほか、実態調査、有識者からの意見聴取等によ
る保育の質向上策の検討を行います。

【担当課】幼保運営課／☎043-245-5728
幼保支援課／☎043-245-5977

：
待機児童の解消

主な取組み

●民間保育園の整備や幼稚園の認定こども
園への移行支援等を実施
●子どもルームの整備・環境改善を実施
●児童の安全管理対策のため、子ども
ルームに入退所管理システムを導入
●新たに学校敷地外の子どもルームに
ＡＥＤを設置（37か所）

待機児童ゼロを達成するため、民間保育園等の整備や子ども
ルームの整備・環境改善等を行います。

【担当課】幼保支援課／ 043-245-5977
健全育成課／ 043-245-5177

子どもルームの様子

：児童虐待及び要保護児童対策の強化

主な取組み

●児童養護施設における一時
保護専用施設の整備費を助成
（1か所、定員6人）
●夜間の児童虐待通告・相談に
対応する電話相談員を増員
（1人→2人）

児童の状況に応じた適切な一時保護を実施するため、児童養護
施設における一時保護受入機能を強化するほか、増加する児童
虐待通告や相談に対応するため、児童相談所の体制を強化します。

【担当課】こども家庭支援課／043-245-5608
児童相談所／043-277-8880

児童相談所外観

こころの健康センター内に設置 居場所活動

保育所での様子
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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～

：
地域日本語教育の推進

主な取組み

●地域日本語教育の現状や
外国人等のニーズ、課題、
地域コミュニティと外国人との
関係等の実態調査を実施
●地域の日本語教育推進計画
を策定

外国人市民に対する日本語学習の機会を確保するため、地域に
おける日本語教育の現状を調査し、計画を策定します。

【担当課】 国際交流課／043-245-5018 地域の日本語教室の例

：
児童生徒の支援の充実

主な取組み

●福祉機関や保健医療機関等と連携し、学校や家庭を支援する
スクールソーシャルワーカーの配置体制を充実
●いじめや不登校等に対応するカウンセラーの配置体制を充実

児童生徒の抱える様々な問題への対応を図るため、スクール
ソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの活用を行います。

【担当課】教育支援課／043-245-5935

：
教育環境の充実

主な取組み

●専門性の高い指導を行う小学校の
非常勤講師を増員（20人→60人）
●部活動指導員の配置
●スクールロイヤーの配置
●スクール・サポート・スタッフの配置
（3人→18人）

児童生徒に向き合う時間の確保、専門性の高い指導等のため、
専科指導のための非常勤講師の配置、専門ｽﾀｯﾌの充実、小学校の
水泳学習における民間ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙの活用を行います。

【担当課】教育職員課／043-245-5931
保健体育課／043-245-5944
教育支援課／043-245-5935

民間スイミング授業の様子

：学校施設の環境整備

主な取組み

● 大規模改造、外壁改修、トイレ改修、冷暖房設備設置

児童生徒の教育環境の向上を図るため、小中学校普通教室への
冷暖房設備の設置を完了し、引き続き老朽化対策を実施するほか、
学校給食施設の適切な作業環境を整えます。

【担当課】学校施設課／043-245-5921
保健体育課／043-245-5945

施工前（外壁改修） 施工後（外壁改修）
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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～

：ジャパンビーチゲームズフェスティバル開催

主な取組み

●ビーチスポーツ（ビーチバレー、
ビーチサッカー等）の公式戦、体験
会等

スポーツの振興を図るため、リニューアルした「いなげの浜」で
ビーチスポーツイベントを開催します。

【担当課】スポーツ振興課／043-245-5966

： (仮称)千葉公園体育館の整備

主な取組み

●千葉公園体育館、武道館、
中央コミュニティセンターの
スポーツ施設を集約し、競輪
場跡地に新体育館を整備
(Ｒ2:本体工事、Ｒ4：供用開始
予定)

千葉公園体育館と武道館、中央コミュニティセンターのスポーツ
施設を集約した新たな体育館の整備を進めます。

【担当課】スポーツ振興課／043-245-5969

：千葉市美術館のリニューアル

主な取組み

● 美術館の改修整備
（常設展示室等の新設）

文化面から中心市街地の集客力の向上を図るため、中央区役所
移転後の跡スペースを活用した拡張整備を進めます。

【担当課】文化振興課／043-245-5262

子どもアトリエ

常設展示室

改修イメージ（４・５階）

：
加曽利貝塚の魅力向上

主な取組み

●利便性向上のための施設整備
（園路・サイン等の環境整備工事、
復元集落の整備等）

●新たな博物館の基本計画の策定
●加曽利貝塚の解明に向けた発掘調査
●縄文まつりの開催

「特別史跡加曽利貝塚グランドデザイン」に基づき、史跡の整備
や縄文文化の研究を進めるとともに、縄文体験やイベントを実施
します。

【担当課】文化財課／043-245-5960
加曽利貝塚博物館／043-231-0129

史跡整備完成予想図
(北東側から見た全体図)

ビーチバレーの様子

（仮称）千葉公園体育館イメージ図
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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～

：
スマートシティの推進

主な取組み

●スマートシティ推進プラン（仮称）の
検討
●データ連携プラットフォームの検討

ＡＩ、ＩoＴなど先端技術を活用した持続可能な都市経営の実現に
向けて、各種検討を実施します。

【担当課】スマートシティ推進課／043-245-5362

：
新庁舎の整備

主な取組み

●新築工事
●総合管理支援業務
●移転計画策定

総合防災拠点となる新庁舎の新築工事に着手するとともに、円滑
な供用開始に向けて移転計画を策定します。

【担当課】新庁舎整備課／043-245-5044
新庁舎外観

：地域公共交通網形成計画の策定

主な取組み

●地域公共交通活性化協議会
及びバス事業者部会の運営
●市民ワークショップの開催
●地域公共交通活性化再生法
の改正を踏まえた検討

コンパクトなまちづくりを図る立地適正化計画と連携し、持続可能
な公共交通ネットワークを形成するため、地域公共交通網形成計
画を策定します。

【担当課】交通政策課／043-245-5351

地下貯留施設調整池

：浸水被害の軽減と対策の強化

主な取組み

●雨水管・雨水浸透施設の整備
●二級河川支川都川河道築造工事
●排水施設整備

近年の大雨などによる浸水被害を軽減するため、ＪＲ千葉駅東口
などの雨水対策重点地区について浸水対策を強化するとともに、
支川都川の改修や排水路の整備を進めます。

浸水対策（イメージ図）
【担当課】雨水対策課／043-245-5420

都市河川課／043-245-5436

区役所市民総合窓口の待ち
状況をYouTubeで配信

18



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たまちへ～

：
千葉駅東口地区市街地再開発

主な取組み

●魅力的な商業・業務施設が
入る再開発ビルの整備促進
●駅からの快適な歩行空間の
整備

千葉都心の土地の高度利用や、施設の機能更新により、駅前の
にぎわいの創出を図るため、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事業を促進します。

【担当課】市街地整備課／043-245-5325 再開発ビルのイメージ

：
中央公園・通町公園連結強化

主な取組み

●通町公園の再整備
●公園周辺地域にふさわしい街並み創出に
向けた検討

歴史的資産を活かした「千葉らしさ」を感じるまちづくりのため、
中央公園や通町公園、千葉神社を一体的にとらえ、賑わいと回遊
性を高める空間の整備を進めます。

【担当課】都心整備課／043-245-5327
通町公園の完成予想図

：
乳牛育成牧場跡地整備

●民間活力を導入し、乳牛育成
牧場跡地に預託事業を含めた
新たな観光拠点施設を整備
（Ｒ2.10月プレオープン）

自然豊かな内陸部を活かしたグリーンツーリズムを推進するため、
新たに乳牛育成牧場跡地へ、民間活力を導入した観光拠点施設を
整備します。

【担当課】農政課／043-245-5757
農業生産振興課／043-228-6282

施設（マルシェ）イメージ

19

：
幕張新都心拡大地区新駅の整備

主な取組み

●詳細設計、工事
（2023年開業予定）

幕張新都心における都市機能の強化や交通機能の分散化を
図るため、ＪＲ京葉線海浜幕張駅と新習志野駅間における新駅の
整備を進めます。

【担当課】交通政策課／ 043-245-5351
幕張新都心拡大地区新駅のイメージ

主な取組み



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たまちへ～

：
企業立地促進

主な取組み

●企業立地促進補助制度
●農業法人立地促進補助制度
●企業立地促進融資制度
●産業用地整備支援事業

産業の集積や雇用の創出など、地域経済を活性化するため、
補助制度等を活用し、企業の新規進出や追加投資を支援すると
ともに、新たな産業用地の整備を推進します。

【担当課】企業立地課／043-245-5276 ネクストコア千葉誉田(R2.2時点)

：
新たな中小企業支援

主な取組み

●新製品等開発支援
●短期集中型創業者支援
●新規事業創出支援

新たなビジネスに取り組む中小企業、創業者を支援するため、
新製品等開発支援、短期集中型創業者支援や新規事業創出支援
を実施します。

【担当課】産業支援課／043-245-5292
経営相談の様子

：
農業法人参入用地基礎調査

主な取組み

●企業立地の動向とニーズの調査
●先行事例の調査
●参入候補地の選定
●地権者の意向調査

法人の農業参入を促進するため、法人参入に適した農地
の調査を実施します。

【担当課】農地活用推進課／043-245-5769

：
（仮称）千葉公園ドーム整備・250競輪開催

主な取組み

●R3.5月～ 250競輪開催
（予定）

現競輪場を除却し、民間活力を導入した国際規格の自転車競技
の走路を有する多目的スポーツ施設を整備します。

【担当課】経済企画課250競輪準備室／043-245-5318
公営事業事務所／043-251-7111

（仮称）千葉公園ドーム イメージ図
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：
次期基本計画策定

主な取組み

●千葉市まちづくり未来研究所
●こども・若者の力ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
●写真コンクール
●シンポジウム
●まくはリンピック
●アンケート・意見募集等

これまでの１００年の成長・発展の歴史を踏まえるとともに、次の
１００年を見据え、本市の中長期的な市政運営の基本方針となる
計画を策定します。

【担当課】政策企画課／043-245-5046
都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

：
市制１００周年の主な記念事業

主な取組み

●千葉市の都市としてのあゆみを振り返り、
様々なデータを見える化する分析の実施
●市制１００周年記念誌の作成
●市制１００周年記念漫画の発行
●市政だよりコラムの作成
●「千葉市史史料編近現代」第1巻の刊行
●市民インタビューによる記憶の保存
●市制１００周年記念式典の開催

本市の都市としてのあゆみを記録・保存するとともに、広く市民が
知り、未来について考え、行動する機会を創出します。

【担当課】都市アイデンティティ推進課等／043-245-5660

：
市民参加の推進

主な取組み

●市民や企業、団体が行う活動
を幅広く記念事業に位置付け
る認証制度の実施
●メッセージ募集

市制１００周年を多様な主体による活動の機会とするため、千葉
市市制１００周年記念協議会による認証制度を推進します。

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

市制１００周年に向けた取組み

ワークショップの様子

市制100周年ロゴ キャッチフレーズ

100周年記念市民ﾒｯｾｰｼﾞ
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、
1年程度延期することが決定されました。

：パラスポーツファンの拡大

主な取組み

●「パラスポーツフェスタちば」などイベント・
体験会の開催
●ボッチャ市民大会の開催
●車いすスポーツ大会の誘致・支援

パラスポーツの大会や体験会の開催など
競技や障害者への理解を深める取組みを行い
ます。

パラスポーツフェスタ
ちばの様子

：障害者のスポーツ参加の拡大

主な取組み

●「ちばしパラスポーツコンシェルジュ」を設置
し、専門のコーディネーターによるスポーツ
やサークルを紹介

●障害者を対象としたパラスポーツの教室や
体験会に係る費用を助成

身近な地域でより多くの障害者がスポーツ
活動に参加できる環境整備を行います。

ボッチャの様子

項目 オリンピック パラリンピック

新たな日程 2021年7月23日～8月8日 2021年8月24日～9月5日

幕張メッセでの

開催予定競技

３競技

　・フェンシング

　・テコンドー

　・レスリング

４競技

　・ゴールボール

　・シッティングバレーボール

　・テコンドー

　・車いすフェンシング

：

主な取組み

ボランティア活動の様子

ボランティア体制の構築

大会を機に本市を訪れる皆様を温かくお迎え
する都市ボランティアを育成するとともに、大会
のレガシーとなるボランティア体制を構築します。

●実地研修
●大会時の活動に有益な情報、動画コンテン
ツ等の提供

●チーム千葉ボランティア
ネットワークの運営

【担当課】オリンピック・パラリンピック調整課／ 043-245-5296、オリンピック・パラリンピック振興課／ 043-245-5295 22
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①千葉市災害に強いまちづくり政策パッケージ
【担当課】総務局 危機管理課

②新型コロナウイルス対策を契機とした
ちばし チェンジ宣言！

【担当課】総合政策局 未来都市戦略部スマートシティ推進課

【参考資料】



・全ての公民館・市立学校等に太陽光発電設備・蓄電池を整備
・EV等で電気を届けるマッチングネットワークの構築
・自立的に電気を「作る」「ためる」「使える」環境づくりの促進
・長期停電時に電力を維持し速やかに復旧できる体制の構築と予防

１ 電力の強靭化

・崩れたがけの復旧、
被災した宅地の擁壁の改修・新設助成
・危険ながけ地付近からの移転助成
・危険箇所等についての周知啓発
・冠水等対策の強化（雨水貯留槽等）

３ 土砂災害・
冠水等対策の強化

・多様な手段で災害情報を収集・発信
（ＳＮＳを使った情報収集ほか）
・避難所環境の整備
（スポットエアコンのモデル設置ほか）
・断水対策の強化

４ 災害時の
安全・安心の確保

千葉市災害に強いまちづくり 政策パッケージ

この経験を活かし、災害に強いモデル都市をつくる！

・停電しても通信途絶が起こらない仕組みの構築（携帯電話基地局の電力維持など）
・固定電話網の維持
・地域防災無線（携帯無線）の強化ほか

２ 通信の強靭化

【令和元年台風１５号・１９号・１０月２５日大雨による被害】
・最大瞬間風速57.5m/s（観測史上1位）、３時間で１か月分の降雨量
・強風・倒木による大規模長期停電（最大94,600軒、最長20日間）
・大規模な通信途絶（停電による携帯電話の電波途絶、強風・倒木による固定電話網の寸断）、停電による断水
・大雨によるがけ崩れ（98か所、死者３人）、道路冠水（298か所）、住家等浸水（115軒）

・幅広い連携による災害対応の強化
（東京電力パワーグリッド・NTT
東日本・宅建協会等と協定締結、
EV等で電気を届けるマッチング
ネットワーク ほか）

５ 民間企業等との連携拡大

R2年度
： 74事業

94億円
（うち新庁舎整備41億円）

24



新型コロナウイルス対策を契機とした

ちばし チェンジ 宣言！

人々の行動が制限される中でも、社会経済活動を維持するための環境整備が必要。
この危機を、社会を変えるチャンスとする。
市役所が変わる！ ➡ 新旧様々なツールを活用して、利便性向上と市役所機能の最大化
教育が変わる！ ➡ 時間と場所を選ばない学習環境の整備
企業が変わる！ ➡ 生産性の向上による強靭な地域経済の構築

今こそ、１人１人、みんなが意識と行動の変革を！

新型コロナウイルス感染拡大防止
・密集状態での接触の抑制 → 不慣れなテレワークの実施、社会経済活動への制約、

公共手続き窓口利用への不安
・一斉臨時休校 → 学びの遅れの懸念、

市役所が変わる！

市役所が変わる！① ～行かなくていい、待たなくていい～
・郵送、オンラインの徹底活用！
・事前申請のファストレーン※1、混雑状況のネット配信
・行政手続きの原則オンライン化

市役所が変わる！② ～やり取りは遠隔（リモート）で～
・時差出勤やテレワークのさらなる促進
・庁内会議は原則遠隔実施、説明会等の動画配信

市役所が変わる！③ ～市保有情報は原則公開～
・オープンデータ活用ルールの作成や
データの原則公開に向けた検討

・データ連携基盤を構築し、オープンデータの利活用促進

※１インターネット事前申請時の、優先受付窓口

企業が変わる！

・ テレワーク、IoTなどで生産性向上。「遠隔」を常識に！
（生産性向上へ、“千葉市型”ハンズオン支援の強化）

⇒通勤時間・移動時間を「生産時間」に

教育が変わる！

・ドリルパーク※２の本格導入、学習の進捗が把握可能に！
・今回のような状況でも「学ぶ環境を保証」

⇒その環境を活用して、個別学習の充実
・保護者との連絡のデジタル化を検討

※２インターネットを利用した家庭学習補助コンテンツ

25


