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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 271.78k㎡(2021.1.1現在)

位置
東京都心まで約40㎞
成田空港まで約30㎞

人口
976,745 人(2021.4.1現在)

※人口推計

世帯数 450,703世帯(2021.4.1現在)

年間平均気温 17.0℃(2020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 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*が中央区（123.7％）、美浜区（116.3％）を中心に、
首都圏政令市で最も高い ⇒ 職住のバランスが良く、多くの人が集う拠点都市

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 ④ 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 7

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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１ ⑤ 千葉市のライフスタイル
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２ 2021年度の主なプロジェクト



新型コロナウイルス感染症対策
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：
感染者等への対応

主な取組み

●病床、宿泊療養施設の確保

患者の受け入れを行う病床や、軽症患者・無症状感染者

の療養施設を確保

●軽症者等の在宅療養支援

宿泊療養が困難な場合に行う軽症患者・無症状感染者の

在宅療養について、宿泊療養と同様に支援

●ＰＣＲ検査体制の確保

必要な検査需要に対応できるよう､医療機関に加え保健所

において検体採取を行うとともに､環境保健研究所で検査を

行うほか、医療機関で実施する検査についても、医療保険

適用検査に係る患者自己負担分を公費で負担

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や経済の回復、市民生活の
支援に向けた取組みを推進します。

●保健所の体制確保

感染症流行に伴う業務の増大に対応するため、R2年度に

引き続き、外部委託等を活用し、保健所の体制を確保

●ＰＣＲ検査等協力支援金

ＰＣＲ検査の検体採取により、医師が新型コロナウイル

スに感染し、診療所を休止した場合に、再開のための支援

金を支給

【担当課】医療政策課／043-245-5204



：感染拡大防止

主な取組み

●社会福祉施設簡易陰圧装置設置助成

感染者等が発生した場合に、施設内での感染拡大を防止

するため、社会福祉施設に対し、簡易陰圧装置の設置に係る

経費を助成

●特別支援学校スクールバス増便

バス登校における感染症対策として、スクールバス増便を

実施

●発達障害者支援センター運営

対面相談が困難な場合に対応するため、現行の対面・

電話・訪問相談に加え、新たにオンライン相談を追加

●コード決済導入

市税・保険料等納付書のバーコードをスマホアプリで読み

取り、コード決済を可能とするシステムを整備
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●粗大ごみ処理手数料支払のオンライン化

インターネット申込の支払方法に電子決済を導入し、申込

から支払までの一連の手続をオンライン化

●電子書籍サービスの実施

図書館に来館することなく自宅などで読書が可能となる

電子書籍を導入

●新型コロナウイルスワクチン接種

新型コロナウイルスワクチンの速やかな接種体制を整備す

るとともに、医療従事者及び高齢者への無料接種を実施

新型コロナウイルス感染症対策

【担当課】介護保険事業課／043-245-5256

【担当課】教育支援課／043-245-5938

【担当課】障害者自立支援課／043-245-5175

【担当課】納税管理課／043-245-5125

【担当課】中央図書館情報資料課／043-287-3980

【担当課】収集業務課／043-245-5249

【担当課】医療政策課／043-245-5872
新規

新規
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：
経済の回復

主な取組み

：
市民生活の支援

主な取組み

●夜間の経済・文化活動（ナイトタイムエコノミー）の振興

「ウィズコロナ」「ポストコロナ」にふさわしい、将来の

ナイトタイムエコノミー推進につながる取組みを支援

●運送業就労支援

人手不足が生じている運送業への人材移行を促すため、転

職者等の第一種大型運転免許等の取得費助成等を実施

●事業活動変革促進支援

市内中小企業等のアフターコロナの環境変化に適応する事

業変革の取組みを支援

●ＩＣＴ活用生産性向上支援

市内中小企業等の生産性向上に向けたICT化を促進する取組

みを支援

●生活困窮者自立支援相談支援

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕

事相談センター」を新たに緑区に開設するとともに、相談件

数の増加に対応するため、相談支援員を増員

●夜間・休日の心のケア相談

新型コロナウイルス感染症の影響による心のケアに関する

相談に対応するため、夜間休日の電話・ＬＩＮＥによる相談

体制をR2年度に引き続き確保

●在宅高齢者・障害者へのサービス継続支援

陰性の濃厚接触者への在宅サービス継続を支援するため、

訪問サービス等を提供した事業所等に対し、支援金を支給

家族介助者の新型コロナウイルス感染等に伴い濃厚接触者

となった者が、24時間の見守りが必要である等により、支給

限度額内のサービスだけでは生活が維持できない場合の限度

額超過に係る自己負担相当額を支給

新型コロナウイルス感染症対策

【担当課】保護課／043-245-5188

【担当課】精神保健福祉課／043-238-9972

【担当課】介護保険事業課／043-245-5068

【担当課】経済企画課／043-245-5359

【担当課】雇用推進課／043-245-5278
【担当課】産業支援課／043-245-5284

新規 新規

新規



東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた主な取組み

：スポーツ文化の普及・発展

主な取組み

●パラスポーツフェスタちばを開催
●オープンボッチャ大会を開催
●車いすスポーツ大会の誘致・支援

：大会の成功実現

主な取組み

●聖火セレモニーの運営支援
●装飾やＰＲ動画の放映等による機運醸成
●都市ボランティアの育成・運営及びチーム
千葉ボランティアネットワークの運営

●本市ゆかりの選手を紹介する横断幕等の製作

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

【担当課】オリンピック・パラリンピック調整課／ 043-245-5048、オリンピック・パラリンピック振興課／ 043-245-5739
教育委員会企画課／043-245-5908 スポーツ振興課／043-245-5966 文化振興課／043-245-5961 13

：市の魅力向上

主な取組み

●千の葉の芸術祭（写真芸術展等を実施）
●チバリアフリーアートプロジェクト

：共生社会の実現

主な取組み

●小中特別支援学校のパラスポーツ交流会実施
●ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営
●パラスポーツ教室や体験会の費用の助成
●学校連携観戦プログラムによる児童・生徒の
パラリンピック観戦

装飾の様子 パラスポーツフェスタちば

観戦イメージ図 チバリアフリーアートプロジェクト



：
市制１００周年記念協議会事業

主な取組み

●記念事業の認証

●ちば・まち博
●（仮称）謎解きウォーク

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

：
各種ＰＲ

主な取組み

●NHKのど自慢

●ZOZOマリンスタジアム
ビジョン広告

●特設サイトや市政だより、
SNSを活用した情報発信

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

市制１００周年記念に関する取組み
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：
次期基本計画策定

主な取組み

●市民意見募集

●千葉市まちづくりシンポジウム
●千葉市まちづくり未来研究所
●区長と区民との意見交換会

【担当課】政策企画課／043-245-5046

様々な主体の参加を促すため、市内経済団体や市民団体などと
ともに構成する「市制100周年記念協議会」において、100周年記念
事業を行います。

市制100周年を広く周知するため、各種PRを実施します。

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。

：
市民参加の推進

主な取組み

●七夕平和プロジェクト
●絵画コンクール
●フォトコンテスト

【担当課】都市アイデンティティ推進課／043-245-5660

これまでの100年の歩みを振り返るとともに、未来について考え行
動するきっかけを創出するため、市民が参加する記念事業を実施
します。



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～

：稲毛海浜公園のリニューアル

主な取組み

●海へ延びるウッドデッキ整備
●基盤整備（電気・給排水等）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

：
千葉公園の再整備

主な取組み

●道路擁壁工事等

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 千葉公園再整備のイメージ
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：花見川の利活用

主な取組み

●花見川の魅力向上方針調査検討

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推進します。

【担当課】緑政課／ 043-245-5789

：
蘇我スポーツ公園の整備

主な取組み

●スケートパーク・レクリエーション広場
●フクダ電子スタジアム照明施設周辺整備
●日除け施設設置2基

蘇我副都心に広域的な防災拠点機能を有した運動公園を整備し
ます。

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

海へ延びるウッドデッキのイメージｶﾔｯｸ体験 (社会実験)の様子



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～
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：●ｙちばし気候危機行動キャンペーン

主な取組み

●デジタルサイネージを活用した
周知啓発
●温暖化防止に資する行動へのちば
シティポイント付与

将来世代も安心して暮らせる持続可能なまちを目指し、市民の気
候危機の意識共有と自ら行動を起こしていただくためのキャンペー
ンを実施します。

【担当課】環境保全課／ 043-245- 5504

：環境保全対策

主な取組み

●環境基本計画の策定
●木育おもちゃを活用した環境教育
の推進

●再生可能エネルギー等導入の推進

将来にわたる持続可能で豊かな環境の実現を図るため、環境
基本計画の策定をすすめるとともに、地球温暖化対策や環境教
育に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

【担当課】環境総務課／ 043-245-5184
環境保全課／ 043-245-5504

：
新清掃工場（北谷津用地）整備の推進

主な取組み

●旧北谷津清掃工場解体
●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

：オオガハスの魅力発信

主な取組み

●蓮華亭常設展示リニューアル
●開花７０周年ＰＲ
●大賀ハスまつりの充実
●ハス守りさん養成講座

都市アイデンティティの地域資源であるオオガハスの魅力を広く
発信します。

【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

新規

新規

啓発イメージ

避難所屋上設置の太陽光パネル



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～
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：ごみ削減普及啓発

主な取組み

●ごみ減量イベントでのＰＲ
●年齢層別の啓発

（ごみ分別スクールなど）
●食品ロス削減普及啓発
●学校給食残渣再資源化モデル
●プラスチックごみ削減推進

焼却ごみのさらなる削減を推進するため、市民や事業者に向け
積極的・効果的なＰＲ活動を展開します。

【担当課】廃棄物対策課／043-245-5379

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～

：
特定不妊治療費助成

主な取組み

●所得制限 730万円未満（夫婦合算の所得）→ 撤廃
助成額
採卵を伴う治療
・凍結胚移植 15万円（初回及び以降のいずれか1回30万円）→30万円
・その他 15万円（初回30万円・以降のいずれか1回25万円）→30万円

採卵を伴わない治療 7.5万円→10万円
助成回数 通算最大6回 → 子ども1人につき最大6回
対象者 法律婚の夫婦のみ → 事実婚の夫婦を追加

特定不妊治療の経済的負担を軽減し、治療を後押しするため、所
得制限を撤廃するほか､助成額､助成回数､助成対象者を拡充します。

【担当課】健康支援課／ 043-238- 9925

：民間保育園等整備

主な取組み

●整備箇所 31箇所
●総定員数（予定）

R3.4月：18,963人
↓

R4.4月：19,713人（750人増）

潜在的な保育需要に対応し、待機児童ゼロを継続するため、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行いま
す。

【担当課】幼保支援課／ 043-245- 5977

：妊婦健康診査支援

主な取組み

●助成回数
現行 14回まで
拡充 多胎妊娠の場合、

最大5回分を追加
●助成上限額 4,500円/回

単胎妊娠より受診回数が多い多胎妊娠の経済的負担を軽減す
るため、妊婦健康診査費用の助成回数を拡充します。

【担当課】健康支援課／ 043-238- 9925
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多様な保育需要への対応

主な取組み

保護者の就労形態の多様化などに伴う保育ニーズに合わせ、
様々な保育メニューの提供を行うとともに、医療的ケア児への
支援を行います。

【担当課】幼保運営課／ 043-245-5726

●居宅訪問型保育
●居宅訪問型保育事業者研修
●公立保育所等への看護師職員
の配置
●３歳未満児在宅保育支援給付
●一時預かり
●休日保育

新規

保育所での様子民間保育園外観
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：放課後児童健全育成事業補助

主な取組み

民間事業者が実施する子どもルームの安定的な運営を確保し、
児童の健全育成を図るため、運営経費の一部を助成します。

【担当課】健全育成課／ 043-245-5177
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●運営補助
11事業者→14事業者

：
放課後こども教室

主な取組み

●アフタースクールの運営
（子どもルームとの一体型運営）

12校→18校
●総合コーディネーターによる
活動支援

17校

子どもたちの放課後の充実を図るため、小学校において、地
域の参画のもと、多様な体験・学習の機会を提供します。

【担当課】生涯学習振興課／ 043-245-5957

：
児童虐待及び要保護児童対策の強化

主な取組み

●児童養護施設で家庭的な環境
で養育する小規模グループケ
アを行うための改修費助成や、
ショートステイ、トワイライ
トの受入れを拡充

●児童福祉司等を増員するなど、
児童相談所の体制を強化する

様々な家庭環境における児童や保護者に対しての支援を拡充、
また、一方で増加し続け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

：
子どもルームの整備・環境改善

主な取組み

●R4開所
施設整備：8か所
受入枠拡大数：450人
環境改善：1か所

●R5開所
実施設計：2か所
受入枠拡大数：240人

就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象に、放
課後の遊びや生活の場を提供する子どもルームの運営、待機児
童解消に向けた施設整備などを実施します。

【担当課】健全育成課／043-245-5177
子どもルーム外観 子どもルームの様子

アフタースクールでの体験活動
児童相談所外観
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：生活困窮者自立相談支援

主な取組み

●設置場所 R2：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区 → R3：中央区､花見川区、稲毛区､若葉区、緑区
開設時期 R3年9月予定、自立相談支援員 R2：23人→R3：29人（6人増）、アウトリーチ支援員 R2：3人→R3：4人（1人増）

生活困窮者の自立、就労等を支援するため、「生活自立･仕事相談センター」を新たに緑区に開設するとともに、相談件数の増加
に対応するため、相談支援員を増員します。

【担当課】保護課／ 043-245-5188

地域包括ケアシステムの構築・強化

主な取組み

●あんしんケアセンターの充実
・高齢者人口の増加に対応するため、あんしんケアセンターに配置する包括３職種を増員
●生活支援コーディネーターの配置強化
・区単位の配置に加え、あんしんケアセンター単位の配置を全区に拡充
●シニアリーダー活動の推進
・シニアリーダー連絡会に対する高齢者向け体操教室の運営経費助成について､参加者数の増加に対応するため､補助上限額を引き上げ
●介護予防に関する情報提供の強化
・要介護状態等となることを未然に防止するため、健康診査の結果等から把握した健康課題のある高齢者に対し、介護予防事業の案内を送付
●特別養護老人ホーム整備費助成
●特別養護老人ホーム多床室のプライバシー保護改修費助成
・居住環境の質向上のため、特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室のプライバシー保護改修に要する費用を助成
●地域密着型サービス整備費助成
●介護人材の確保
・介護職員研修受講者支援：より質の高い介護人材確保のため、介護職員初任者研修に加え、介護福祉士実務者研修についても受講費用を助成
・大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット･ＩＣＴ導入支援：介護現場の業務効率化及び従事者の負担軽減を図るため、介護施設等に対し、
大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット･ＩＣＴの導入に要する費用を助成
・介護職員の宿舎施設整備費助成：多様な介護人材を確保するため、介護施設等に対し、介護職員用宿舎の整備に要する費用を助成

【担当課】 地域包括ケア推進課／ 043-245-5267
健康推進課／ 043-245-5146

介護保険事業課／ 043-245-5062
介護保険管理課／ 043-245-5064

新規

新規

新規
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：
小学校における専科指導のための講師の配置

主な取組み

●専科科目
音楽、図工、家庭、体育
配置人数 R2：75人

R3：84人（９人増）

専門性の高い指導を実施するとともに、学級担任が児童と向き
合う時間を確保するため、図工・家庭・体育の専科講師を増員しま
す。

【担当課】教育職員課／ 043-245- 5931
教育指導課／ 043-245-5981

：教育スタッフの充実

主な取組み

●教員の負担軽減を図るため、学習プリントや
教材準備の補助、データ入力等を教員に代わ
って行うサポートスタッフを増員
●中学校への年間を通しての配置を実現すると
ともに、令和4年4月の中等教育学校設置に伴う
教育課程充実のため、外国語指導助手を増員
● GIGAスクール構想の実現により整備された
児童生徒用端末などのICT機器の活用を推進
するため、支援員を配置

スクール･サポート･スタッフの配置、中学校等英語外国語指導助
手の派遣、ＩＣＴ支援員を配置します。

【担当課】 教育職員課／ 043-245-5940
教育指導課／ 043-245-5986
教育センター／ 043-285- 0904 

21

：
学校施設の環境整備

主な取組み

●改修内容（校舎、体育館等）
大規模改造
トイレ改修
外壁改修
屋上防水改修

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、時代の要求水準に沿った施設環境・機能に改善するための質
的整備を行います。

【担当課】学校施設課／043-245-5920

：
スクールカウンセラー活用

主な取組み

●小学校への配置
35週→37週

●特別支援学校への配置
35週→40週

いじめや不登校などに対応するため、公認心理師、臨床心理士
などによる児童生徒へのカウンセリングや教職員及び保護者に対
する助言・援助を行います。

【担当課】 教育支援課／043-245-5935

施工前（外壁改修） 施工後（外壁改修）

ＩＣＴ支援員
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：
外国人児童生徒指導協力員配置

主な取組み

●外国人児童生徒指導協力員
１３人⇒１５人

外国人児童生徒の日本語習得を支援するため、外国人児童生徒
指導協力員の配置を拡充します。

【担当課】教育指導課／043-245-5986

：
日本語指導通級教室通所費助成

主な取組み

●真砂教室(美浜区)及び千城台東教室(若葉区)
通所のための交通費(実費)を助成

経済的理由により日本語指導通級教室へ通級できない外国人生
徒（準要保護）に対し、通級にかかわる交通費を助成します。

【担当課】教育指導課／043-245-5986

：科学教育推進

主な取組み

●科学館展示リニューアル
施工

●科学館管理運営（指定管理）
●未来の科学者育成プログラム
●理科教育活性化 等

科学都市戦略事業方針に基づき、子どもたちの探究心向上と青
少年の創造力育成をはじめ、幅広い世代の市民が科学・技術に触
れ合う機会を提供します。

【担当課】生涯学習振興課／043-245-5958

：
千葉ＪＰＦドーム整備・250競走開催

主な取組み

●R3.5月
千葉ＪＰＦドーム完成

●R3.10月～
250競走開催（予定）

旧競輪場を除却し、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】公営事業事務所／043-251-7111

千葉ＪＰＦドーム

新規

新規
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： (仮称)千葉公園体育館の整備

主な取組み

●R3：本体工事、擁壁工事
（R4年度中供用開始予定）

現千葉公園体育館､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､競輪場跡地の一部に新体育館を整備しま
す。

【担当課】スポーツ振興課／ 043-245-5969

（仮称）千葉公園体育館イメージ図

：花見川図書館とこてはし台公民館の複合化

主な取組み

●R3:実施設計 等
供用開始時期

令和5年4月（予定）

共に老朽化した2つの施設について、効率的な施設運営及び
市民利便性向上を図るため、花見川図書館とこてはし台公民館
を複合化します。

：特別史跡加曽利貝塚史跡等の整備

主な取組み

●便益施設（休憩室・多目
的トイレ等）新築工事
●復元住居製作設置（1棟）
●新博物館整備・運営手法
等検討調査 等

来場者の利便性向上のための施設整備や、博物館の移転･撤去
に向けた取組みを推進します。

【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)

：
集会所建設等事業補助

主な取組み

●新築・建替等 補助上限額への加
算及び補助対象経費の追加
●修繕 補助上限額の引き上げ及び
前回補助からの経過年数要件の緩和
●耐震診断 補助上限額の引き上げ
●耐震改修 補助上限額の引き上げ

町内自治会集会所を新築・建替等に要する費用の助成について、
災害時の分散避難先として活用する場合の補助額を加算します。

【担当課】市民自治推進課／ 043-245- 5138

新規

【担当課】中央図書館管理課／ 043-287-4081
花見川図書館／ 043-250-2851
生涯学習振興課／ 043-245-5954

現在の花見川図書館
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：防災行政無線（同報系）
コミュニティＦＭ割込連携システム整備

主な取組み

●SKYWAVE FM放送スタジオへの
割込機器の整備
●全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
連携による割込放送試験の実施

令和２年度に開局した千葉市内を主な可聴域とするコミュニティＦ
Ｍ（SKYWAVE FM ８９．２ＭＨｚ)放送に、緊急時に防災行政無線で
発信する放送を割り込ませるシステムを整備します。

【担当課】防災対策課／ 043-245- 5113

：
急傾斜地崩壊対策

主な取組み

●工事 仁戸名町、宮崎町、長作町、
作草部町、千城台南4丁目 ほか
●設計 稲毛町5丁目、北谷津町、
上大和田町

危険性の高いがけ地の崩壊防止工事等を実施します。

【担当課】都市河川課／ 043-245- 5436

：災害時避難行動要支援者個別避難計画
作成促進（ﾓﾃﾞﾙ事業）

主な取組み

●ケアマネジャーを対象とした
研修会

●個別避難計画作成
●事業検証のための事例研究発表会

災害時における避難行動要支援者の支援体制構築を促進する
ため、ケアマネジャーと連携した要支援者の個別避難計画作成
事業をモデル的に実施します。

【担当課】防災対策課／ 043-245- 5113

：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蘇我駅東口
周辺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。

【担当課】雨水対策課／ 043-245- 5420
都市河川課／ 043-245- 5436
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新規 新規

浸水対策（イメージ図） がけ地の崩壊防止

研修会の様子 ラジオ収録の様子
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：
迷惑電話等防止機器設置助成

主な取組み

●対象機器
固定電話に取り付ける通話録音装置、

着信拒否装置、通話録音又は着信
拒否機能付き固定電話機
●補助率 3/4以内（消費税を含む）
●補助上限額 1万円
（1世帯1回1台限り）

「電話de 詐欺」等の消費者被害を未然に防止するため、 65 歳
以上の高齢者世帯に対し ､通話録音装置等の設置費用の一部を
助成します。

【担当課】消費生活センター／ 043-207- 3603

：耐震診断・改修助成

主な取組み

●分譲マンション耐震改修費助成
補助率 （設計費）1/2→2/3

（工事費及び監理費）
15.2％→1/3

●木造・非木造住宅除却費助成
補助率 23％
上限額 20万円

（密集住宅市街地の場合、30万円）

住宅の耐震化を促進するため、分譲マンションの耐震改修助
成に係る補助率等の一部引き上げを行うほか、木造・非木造住
宅の除却費助成制度を新たに創設します。

【担当課】建築指導課／ 043-245-5836

：新庁舎の整備

主な取組み

総合防災拠点となる新庁舎の整備と共に、什器調達や移転など開庁に
向けた準備を進めます。災害時の的確な意思決定や迅速な情報発信の
ため、防災情報を一元的に管理する総合防災情報システムを構築します。
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：
動物愛護施策の推進

主な取組み

●適正飼養・終生飼養の普及啓発
・インターネットを活用した啓発
手法の導入

・ボランティアや庁内外との連携
●拠点の整備に向けたあり方の検討

・ボランティア等との意見交換会
・有識者懇談会

動物の適正飼養や終生飼養の普及啓発、ボランティア等多様な
主体の連携による動物愛護施策推進のための拠点の整備などに
より、人と動物が共生できる社会づくりを推進します。

【担当課】生活衛生課／043-245-5215
動物保護指導センター／043-258-7817

新規

新規

改修事例（外壁にフレーム追加）

●新庁舎整備（総合防災拠点）
（供用開始予定：令和5年度）
・新築工事
・新庁舎開庁準備支援業務 等

●総合防災情報システムの構築
R3～ システム構築
R5 新庁舎危機管理センターにおいて
稼働開始予定

【担当課】新庁舎整備課／043-245- 5044
防災対策課／043-245-5113

新庁舎外観



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～
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：
（仮称）検見川・真砂スマートＩＣ整備

主な取組み

●調査・設計等

東京方面へのアクセス向上を図るため、東関東自動車道に接続
する新たなインターチェンジの整備に向け、検討を進めます。

【担当課】道路計画課／043-245-5339

：
おくやみコーナー設置

主な取組み

●設置時期 令和3年5月～

死亡に伴う各種手続きに要する申請書代行作成等の支援を行う
ワンストップ窓口を緑区役所にモデル設置します。

【担当課】区政推進課／043-245- 5134

：電線共同溝整備（無電柱化の推進）

主な取組み

●1 国道14号他1路線
支障物件の移設

2 千葉大網線他2路線
本体工事の施工
支障物件の移設

災害時における電気、通信などのライフラインの安全性・信頼性の向上
及び電柱の倒壊などによる二次災害の防止を図り、災害に強いまちづくり
を進めるとともに、安全で快適な歩行空間の確保を図るため、無電柱化を
実施します。

【担当課】土木保全課 ／043-245- 5396
中央・美浜土木事務所維持建設課／043-232- 1153

：
地域公共交通計画の策定

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

●計画の策定・公表
●モデル地区（公共交通不便地域内）

における検証

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、新たに地域公共交通計画を策定します。

また、公共交通不便地域の移動実態やニーズ等について、モデル地区
を設定し、検証を進めます。

【担当課】交通政策課／043-245- 5351

新規

整備事例(市道栄町1号線)

整備後整備前

窓口の様子
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：
スマートシティの推進

主な取組み

●（仮称）スマートシティ推進ビジョンの策定

●データ連携プラットフォームの検討

テクノロジーの活用などにより、市民生活の質の向上を図るととも
に持続可能なまちづくりを進めるため、千葉市が目指すスマートシ
ティの方向性を示す「（仮称）スマートシティ推進ビジョン」を策定しま
す。

【担当課】スマートシティ推進課／043-245-5362



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

●整備箇所
中央区富士見2丁目 ほか
H28～整備（R4年度竣工見込）

●再開発ビル建築

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

：
新千葉２･３地区市街地再開発

主な取組み

●整備箇所
中央区新千葉2丁目
R2～ 整備（R4年度竣工見込）

●再開発ビル建築

千葉駅西口地区に隣接した地域において、老朽化した既存建築
物の再編により、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新を図るため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

28

：
幕張新都心拡大地区新駅設置

主な取組み

●詳細設計、工事 等
開業時期 令和5年春予定

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

：
中央公園・通町公園の連結強化

主な取組み

●通町公園事業予定地の取得

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

再開発ビルのイメージ

駅舎外観イメージ図（南側より）

JR東日本千葉支社提供



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～

：
観光コンテンツ造成

主な取組み

●（公社）千葉市観光協会 創造戦
略委員会運営支援

●来訪者の行動データの収集・
分析や交通インフラの検証 ほか

市内3 つの観光エリア（ブルーエリア・都心部エリア・グリーンエリ
ア）の連携体制構築と観光コンテンツ充実に向けた取り組みを実施
します。

【担当課】観光プロモーション課／043-245-5506

29

：
ＪＲ海浜幕張駅改札口新設

●改札口新設に向けた協議検討

交通結節機能の強化や利用者の利便性向上を図るため、海浜
幕張駅の蘇我方への改札口新設の整備を進めます。

【担当課】交通政策課／043-245- 5351

主な取組み

：
観光情報拡充

主な取組み

●市観光施設が運用する民間
サイトの活用サポート
●SNSを活用した来訪者増加
キャンペーンの実施

市内観光施設への来訪者の増加を図るため、民間WEBサイトを
活用し、公共施設等の観光情報発信力の強化に向けた取組みを
実施します。

【担当課】観光ＭＩＣＥ企画課／043-245-5897

：
幕張新都心まちづくり将来構想の策定

主な取組み

●幕張新都心まちづくり将来構想策定

●地域の関係者と目指すまちの姿を共
有し更なる発展に取り組むための機運
醸成

「職住学遊」の複合機能を備えた未来型の国際業務都市とし
て発展してきた歴史を受け継ぎ、幕張新都心の価値を高め更な
る発展に向けたまちづくりの指針となる将来構想を策定します。

【担当課】幕張新都心課／043-274- 8648

新規

新規 新規

観光エリアイメージ図

JR海浜幕張駅

千葉ポートタワー

幕張新都心
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：
農業生産団地育成

主な取組み

●農業用機械施設整備 ５経営体
●スマート農業支援の機器・

機械整備 ２経営体
●産地生産基盤パワーアップ

施設整備 １経営体

生産性の高い農業経営体を育成するため、省力化や効率化を
図る農業用機械施設及びスマート農業を支援する機器・機械の
整備に助成します。

【担当課】農政センター／ 043-228-6279

：
ちばｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育ｺﾝｿｰｼｱﾑ設立・運営

●小・中・高校生向けの起業家精神教育
●一般向けの普及啓発
●会員同士の交流促進 等

小・中・高校生向けの起業家精神教育や普及啓発などを一体
的に展開する産官学コンソーシアムの設立を目指します。

【担当課】雇用推進課／043-245-5278

主な取組み

：創業者支援

主な取組み

●対象者 創業者向けセミナーなどの特定創業支援等事業
の全日程を受講した創業者（業種の特定なし）

対象経費 開業費、広報費、改修費 等
補助率 1/2
補助上限額 30万円

創業者のニーズを踏まえ、既存事業を見直し、新たな創業者支
援制度を創設します。

【担当課】 産業支援課／043- 043-245-5292

：
国家戦略特区の推進

主な取組み

●ドローン宅配実証実験支援
●ドローン活用推進

行政・市内企業の業務効率化等の
ための活用推進

●自動運転モビリティ等実証実験支援

国家戦略特区の制度を活用した規制改革による取組みを推進す
るとともに、未来技術の社会実装に向けた民間事業者による実証
実験などを支援します。

【担当課】国家戦略特区推進課／043-245-5346

自動運転バス公道実証実験
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：
森林等の安全対策

主な取組み

●災害に強い森づくり
●被害森林整備
●放置竹林伐採

森林等の安全対策を促進するため、送配電施設などの重要な
インフラ施設に近接する森林や被害を受けた森林の整備に助成
するとともに、道路遮断などの被害が発生している放置竹林駆
除の実証実験を行います。

【担当課】農業経営支援課／043-228-6275
被害森林の伐採後の様子
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3 2021年度 6月補正予算



２０２１年度 ６月補正予算事業
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：
フリースクール補助事業

主な取組み

●教材及び教具の整備に係る経費の補助
補助上限額 142千円／1施設

●体験学習・実習費の実施に直接要する
経費の補助
補助上限額 70千円／1施設

●施設借上料の使用料の補助
補助上限額 288千円／1施設

※補助率はすべて10/10

教育支援センター等公的機関以外の児童生徒の学習の場であ
るフリースクール等の安定した運営や、学習活動支援に係る経
費を一部補助します。

【担当課】教育支援課／043-245-5935

：
農政センターリニューアル

●アグリテック企業及び農業者
に対する要望調査

●エリア別事業計画策定
●施設整備計画策定
●検討委員会の開催運営

本市農業の成長産業化を目指し、現場の拠点である農政セン
ターの機能を見直し・強化するためリニューアルプランを策定
します。

【担当課】農業生産振興課／043- 043-228-6280

主な取組み

：
がん患者支援

主な取組み

●医療用ウィッグ購入費助成
補助率 1/2
補助上限額 ３万円

●若年がん患者の在宅療養生活支援
補助率 9/10
補助上限額 5.4万円／月

がん患者への支援のため、医療用ウィッグの購入費用や若年が
ん患者への訪問介護サービスの利用に要する費用を助成します。

【担当課】健康推進課／043-245-5223

：
新型コロナウイルスワクチン接種事業

主な取組み

●接種費用
12歳以上の市民接種費用（医療従事者、高齢者以外）
※令和３年度中に12歳になる方も含む
診療報酬上の時間外等加算相当分

●コールセンターの増強
●集団接種の拡充（会場の増設等）

医療従事者、高齢者以外の12歳以上の方へのワクチン接種を
実施するとともに、接種体制を拡充します。

【担当課】医療政策課／043-245-5872

新規

新規新規

リニューアルイメージ フリースクールでの学びの様子



２０２１年度 ６月補正予算事業
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：
就職氷河期世代就労支援

主な取組み

●就業支援等セミナーの開催
●職場見学・体験プログラムの実施

就職氷河期世代（概ね35～50才）の求職者に対して、職場体
験等を実施することにより、採用後のミスマッチを防ぐととも
に新たな業界・職種へチャレンジする等、勤労意欲の醸成を図
り、転職や再就職等を支援します。

【担当課】雇用推進課／ 043-245-5278

：
ハイブリッド型ＭＩＣＥ開催促進補助事業

主な取組み

●インターネット環境整備
・回線増強、新規回線の引き込み工事
・回線使用に必要な機器類

●ハイブリッド開催支援
・会場及び施設の使用料等の補助

コロナ禍における地域経済の活性化を図るため、会議等の新た
な開催形態であるハイブリッド型ＭＩＣＥの環境整備や開催の経費
を補助します。

【担当課】観光ＭＩＣＥ企画課／043-245-5282

新規

幕張メッセ
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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
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令和2年1月23日策定



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
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令和2年3月31日発表


