
アンケート（生活実感・行動）指標、客観指標、実施計画事業の関連性

緑地協定の推進、工場・
事業所等の緑化の推進

緑地協定の締結、緑化の推進

特別緑地保全地区の推進 用地取得

1
市街化区域内で保全されているの緑地の割合
（公園、特別緑地保全地区、市民緑地等面積の合計）

％ 市民緑地の推進 市民緑地の設置

公園緑地の整備
街区公園、花島公園、都川水の里の公
園、蘇我スポーツ公園

10 花いっぱい市民活動団体数 団体 ③②
花いっぱい地域活動の推
進

花いっぱい市民活動助成事業

11 オオガハス関連イベント来場者数 人
オオガハスの魅力発信
オオガハスの系統保存

③イベントの充実、情報発信、鑑賞環境の整備
②オオガハスの系統保存（植替え及び株分け）

都市アイデンティティの
確立

都市アイデンティティのPR活動（オオ
ガハスPR活動）

身近な公園の整備 手づくり公園の設置促進

6 市民や企業が管理・運営に関わる公園数 公園 市民協働による公園管理
ボランティア活動の実施、ボランティア人材育成講座
開催、ボランティアによる花壇管理

②
身近な公園のパークマネ
ジメントの推進

パークマネジメント協定の締結

2 谷津田の保全活動等の参加者数 人 ③②
谷津田の保全と活用の推
進

谷津田保全協定の締結、保全団体の活
動支援

132 森林ボランティア団体の会員数 人 ② 里山の保全
市民参加によるイベント等の開催、里
山地区の維持管理団体への助成

③ 農地の流動化の推進
農地中間管理事業における貸し手及び
地域への支援

128 担い手の借入農地面積 ｈａ ② 耕作放棄地対策の推進
大型草刈機の導入、農地の再生整備助
成

③②

③②

①

③②

1-1

1-2

豊かな自然を守り、はぐくくむ

緑と花のあふれる都市空間を創る

公園の緑が豊か

まちなかの緑が豊か
（街路樹・壁面緑化・森林）

郊外の緑が豊か
（田園・里山）

1
市内の緑が豊かだと
感じる

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業

参考資料３ 

※③：第３次実施計画事業 

 ②：第２次実施計画事業 

 ①：経常事業 
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③ 海辺の活性化
稲毛海浜公園（検見川地区）における賑わい創
出・景観形成、地域主体による取組促進

4 稲毛海浜公園の利用者数（有料施設） 千人 ③② 稲毛海浜公園の再整備
③民間事業者による施設リニューアル、②海辺の活性
化グランドデザインの策定、再整備、施設改修

③ 海辺の水質保全
中央浄化センター高度処理施設整備、
南部浄化センター高度処理化

5 千葉中央港地区旅客船利用者数 人 ③②
千葉中央港地区まちづく
りの推進

③海上交通の促進、イベント開催及び情報発信による
賑わいづくり、②旅客船ふ頭の整備、公園緑地整備、
旅客線の運行支援①旅客船さん橋の整備、緑線の運航

3 多自然川づくりの整備延長 ｍ ③② 河川の改修
河川の改修（坂月川、都川、勝田川、
生実川）

18
水質の環境目標値達成項目の割合（平成23年度達
成３１項目）

％ 川や海の水質保全 南部・中央浄化センター施設整備

19
水質の環境目標値達成項目の割合（平成23年度未
達成５項目）

％ 生活排水処理の推進
生活排水処理基本計画の策定、合併処
理浄化槽設置助成

20 COOLCHOICE賛同登録数 人 ③② COOL CHOICEの推進
イベント等における普及啓発、補助金
利用者に対する普及啓発

生ごみの発生抑制の推進
食品ロス削減啓発キャンペーン実施、生ごみ資源化ア
ドバイザー派遣、生ごみ減量処理機補助、生ごみ肥料
化容器補助

14 市民1人1日あたりのごみ排出量 g/人・日 ３Ｒ教育・学習の推進
③へらそうくんルームの実施、ごみ分別スクールの実施、エ
コレシピ料理講習会の実施②ごみ減量講習会の実施、小学生
ごみ出しチェック隊の認定、単身世帯向けポスティング

15 ごみの再生利用率 ％
ごみの減量・再資源化の
促進

③商業施設等のテナントへの訪問説明、一般廃棄物収集無委
託事業所への排出状況調査・指導医②家庭用生ごみ処理機の
助成、家庭用生ごみ肥料化容器の助成、剪定等循環システム

13 再生可能エネルギー等の導入量 ﾒｶﾞﾜｯﾄ
太陽光発電設備等設置助
成の推進

太陽光発電（戸建・分譲マンション）、太陽熱
利用供給システム、家庭用燃料電池システム

防災拠点への再生可能エ
ネルギー導入の推進

防災拠点への再生可能エネルギー等設
備の設置

①
公共施設への太陽光発電設備
設置の推進 公共施設への太陽光発電設備の整備

12 温室効果ガス排出量削減率 ％ ③
省エネルギー住宅及び電
気自動車等の導入推進

ZEH及びEV導入費用補助

16
大気の環境目標値達成項目の割合（平成23年度達
成４項目）

％
自動車公害防止対策の推
進

燃料電池自動車の公用車への導入

17
大気の環境目標値達成項目の割合（平成23年度未
達成３項目）

％
下水道施設の地球温暖化
対策

資源有効利用施設の整備

親しめる川辺がある
（水質、生き物、緑、親水護岸）

市内の水辺が魅力的
だと感じる

2

ごみの減量やリサイクル、省エネに
取り組んでいる

③②

②

環境美化・保全活動
公共・公益的活動の
状況

その他行政施策に関
わりの深い活動の状
況

②

②

1-1

15

16

1-3

豊かな自然を守り、はぐくくむ

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る

海や海辺で遊ぶことができる
（マリンスポーツ、食事、遊覧船等）

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業
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21 特定健康診査実施率 ％ ② 特定健康診査の充実
②電話による受診勧奨、①検査項目の
追加、訪問指導

22 がん検診受診率 ％ ②
胃がんリスク検査の試行実施
がん検診の推進

胃がんリスク検査の実施
大腸がん検診の無料クーポン券の送付

23
肥満者の割合（20～60歳代の男性）/（40～60歳
代の女性）

％ ③②
運動イベントによる健康
づくりの促進

③運動イベント、②ポイント付与システム、運動イベ
ント、ヘルスサポーター養成教室、出前講座、個人向
けメールマガジンの配信

24 成人の喫煙率 ％ ③②
禁煙の支援及び受動喫煙
防止の推進

禁煙治療費用助成とそのPR、禁煙支援体制の充実
（相談専門電話設置）、分煙に関する普及・啓発

25 食生活改善推進員数 人 ①
食生活改善推進員の養
成・育成

食生活改善推進員の養成・育成

28 食中毒発生件数 件 ① 食品衛生 監視指導、試験検査、放射性物質検査

2-1 健康で活力に満ちた社会を創る

16
運動や食生活改善など健康づくりに
取り組んでいる

その他行政施策に関
わりの深い活動の状
況

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業
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③②
子ども・子育て支援新制
度給付対象施設の整備

認定こども園移行、地域型保育事業
増、認可保育所増

③
教育・保育人材の確保及
び質の向上

宿舎借り上げ支援、修学資金貸付、保育士給与助成、
保育補助者雇上助成、巡回指導員拡充、サバティカル
研修

29 保育所待機児童数 人 ② 保育士等の確保
認可保育所保育資格取得の支援、認可外保育所保育資
格取得の支援、保育教諭確保資格取得の支援

30 ファミリー・サポート・センター活動件数 件 ①
ファミリーサポートセン
ター

ファミリーサポートセンター運営、会
員同士の交流会、フォローアップ研修

34 子どもルーム待機児童数 人 ② 子どもルームの拡充 増設

31 子育て支援コンシェルジュ相談件数 件 ③
子育て支援コンシェル
ジュの拡充

子育て支援コンシェルジュの拡充

花島公園の充実 イベント・施設の充実

7 大規模な公園の利用者数（有料施設） 万人 泉自然公園の魅力向上
老朽化した公園施設の更新、樹林地及び野草保全活
動、民間事業者によるフォレストアドベンチャーの導
入

昭和の森の魅力向上
テニスコートの砂入り人工芝化、樹林
地の再生

公園施設の改修
昭和の森（施設改築、樹林の再生）泉
自然公園（いずみばし）

泉自然公園の魅力向上
自然環境の保全・再生、活動拠点・観
察路の整備

8 老朽化した遊具の更新数 基 ②
身近な公園のリフレッ
シュ推進

公園施設の更新（遊具の更新・塗装、
除去）

9 動物園入園者数 万人
動物公園リスタート構想
の推進

展示のリニューアル、「子どもの遊び場」整備、トイ
レ改修・授乳室設置等、教育普及活動

動物公園の施設改修
受変電、機械整備、汚水処理場、給排
水設備の改修及び建築物の保全

②
動物公園の展示のリ
ニューアル

子どもゾーンの整備、平原ゾーンの整
備、ウェルカム動物展示場の整備

32 男性が１週間で育児にかかわる時間 時間/週 ③② 男性の子育て支援
育児休業取得促進奨励金の助成、子育て拠点施設での
男性向け講座・イベント開催、土日開催の両親学級、
プレパパママ講座の開催

33 街頭補導１回あたりの青少年の補導人数 人 ① 補導活動事業
繁華街や公園、駅周辺、列車内等を巡
回する街頭補導の実施

35 子ども・若者総合相談センター相談件数 件 ①
子ども若者支援体制の充
実

子ども・若者総合相談センター運営、
普及啓発

36 里親登録数 件 ③② 家庭的養護の推進
里親家庭の訪問等の実施、里親リク
ルートの展開、普及啓発

子育て支援・子どもの健全育成活動

子どもを預けやすい
（保育園、子どもルーム、ファミリーサポート

等）

出産や育児の相談がしやすい
（市の子育て施設、保育園、地域等）

子どもを遊ばせるところがある
（公園、動物公園、市の子育て施設等）

周囲の理解がある
（育休制度、男性の育児、声かけ）

安心して出産・育児
ができる環境がある
と感じる

3

③

公共・公益的活動の
状況

15

出産や育児について学べる
（講座）

③

②

2-2 こどもを産み、育てやすい環境を創る

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業
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地域密着型サービス事業
所の整備

小規模多機能型居宅介護事業所等の整備、定期巡回・
臨時対応型訪問介護看護事業所の整備

在宅医療・介護連携の推
進

③在宅医療・介護連携支援センター設置、多職種連携
の強化②在宅医療・介護連携に関する研修、訪問診療
を行う医師の育成、市民への啓発活動

小規模多機能型居宅介護事業
所等の整備

小規模多機能型居宅介護事業所等の整
備

40
介護・支援を必要としない高齢者の割合（75歳以
上85歳未満）

％
定期巡回・臨時対応型訪問介
護看護事業所の整備

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護事
業所の整備

43
小規模多機能型居宅介護サービスその他の地域密
着型サービスの利用者数

人 ③
認知症の人や家族への支
援

認知症初期集中支援チームの拡充、認知症
カフェ設置助成、認知症対策専門職員拡充

44 介護保険サービス事業所数 か所 ③②
特別養護老人ホームの整
備

特別養護老人ホーム整備、小規模特別
養護老人ホーム

45 介護サービス施設・事業者の従事者数 人 ③②
介護人材の確保・定着の
支援

③合同就職説明会の充実、外国人人材受入に対
する支援②介護職員初任者研修の助成

42 あんしんケアセンターにおける相談受付件数 件 ③②
あんしんケアセンターの
機能強化、充実

専門職員拡充、あんしんケアセンター
の増設

26
入院が必要な患者の積極的な受入れ（両市立病院
の新規入院患者数）

人 ③② 市立病院の医療機器更新 医療機器更新

27 夜救診における軽度の患者の割合 ％ ②
青葉病院救急棟の整備、ワー
クステーションの設置

青葉病院救急棟の整備
救急ワークステーションの設置

② かかりつけ医推進
専用端末による医療機関情報の提供、
ポスター、チラシの配布

37 地域福祉協議会ボランティア登録者数 人
地域ぐるみ福祉ネット
ワーク

社会福祉協議会に対する補助

※75千葉市民活動支援センター登録団体数なども該当 ちば学習ボランティアセン
ターの運営

ボランティアの登録受付、情報の発信
及びコーディネート

41
生涯現役応援センターにおける就労・ボランティ
ア等のマッチング件数

件 ③
生涯現役応援センターの
拡充

センターの設置・運営

38
地域支え合い型訪問支援・通所支援事業登録団体
活動数

件 ③ 生活支援体制整備の推進 生活支援コーディネーターの拡充

※76千葉市民活動支援センター登録団体数なども該当
①

地域支え合い型訪問支
援・通所支援事業補助

地域支え合い型訪問支援・通所支援事
業補助

39 生活自立・仕事相談センター相談数 件 ②
生活困窮者自立支援の促
進

生活自立・仕事相談センターの設置・
運営

仕事やボランティアができる
（情報収集） ①

食事サービス、外出介助などの福祉活動
公共・公益的活動の
状況

15

②

関連実施計画事業

2-4

2-3

高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る

ともに支え合う地域福祉社会を創る

4

高齢者が生きがいや
役割を持ち、安心し
て暮らすことができ
る環境があると感じ
る

介護サービスが受けられる
（在宅介護、通所、入所、相談体制）

医療が受けられる
（かかりつけ医、大病院、在宅医

療）

地域との関わりがある
（近所、ボランティア、地域）

客観指標アンケート設問

5



③
発達障害者等への支援の
推進

療育相談所・発達障害者支援センターの人員拡
充、かかりつけ医等に対する発達障害対応研修

② 療育支援体制の整備
療育センターの一部移転、障害児通所
支援事業所の整備

46
療育相談所における相談件数（もしくは相談者
数）

件 ③ 地域生活支援拠点の推進 拠点の整備

47
障害者相談支援事業における委託相談件数（延
べ）

件
発達障害者、重症心身障
害者等への支援の推進

強度行動障害者加算の拡充、在宅重度
障害者受入加算の開始

48 障害福祉サービス事業における特定相談件数（延べ） 件
障害者グループホームの
整備

グループホーム整備費用助成、運営費
等補助

49 地域で生活するようになった障害のある人の数 人 措置入院者の退院後支援
個別ケース支援、精神障碍者支援地域
協議会の運営

②
障害者福祉サービス事業
所の整備

障害者福祉サービス事業所の整備

106 鉄道駅のバリアフリー化率 ％ ③②
鉄道駅バリアフリー化の
推進

段差解消施設の整備、京成電鉄の駅の
バリアフリー化

107 駅や公共施設等を結ぶ道路等のバリアフリー化率 ％ ③
オリンピック・パラリンピックに
向けたバリアフリー化の推進

ＪＲ海浜幕張駅駅前広場のバリアフリー整
備、アクセスルート等のバリアフリー整備

③② 歩道の改良
歩道の段差解消、誘導用ブロック、歩
道の再整備

50 新たに就労した障害のある人の数 人 ② 障害者職場実習の促進 障害者職場実習

①
障害者の就労支援と社会
参加の促進

障害者就労支援講座、パソコン・ビジ
ネスマナー講座

障害者への理解の促進
障害者による小学校訪問（講話・レク
リエーション）

67 パラスポーツ大会観戦者 ％ オリパラ教育の推進
オリパラに関する副教材作成、パラスポーツ授業の実
施、パラスポーツ交流会の開始、小学校陸上大会にお
けるアスリートの講演、パラスポーツの試合完成

パラスポーツの推進
障害者アスリートによる学校訪問、パラス
ポーツ体験会、パラスポーツ市民大会

5

障害福祉サービスが受けられる
（在宅、通所、入所、相談体制）

働きやすい
（職業の選択、就職支援、職場の理解）

2-5

③

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業

周囲の理解
（外出先での手助け、パラスポーツ等）

障害のある人が暮ら
しやすい環境である
と感じる

障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る

日常生活で移動がしやすい
（道路、施設のバリアフリー等）

③

6



79 附属機関の女性委員の割合 ％ ①
委員選任時の事前協議、
職員向け研修会

委員選任時の事前協議、職員向け研修
会

80 男女共同事業者登録制度登録件数 件 ③ 男女共同参画の推進 事業者における男女共同参画の推進

①
千葉市男女共同参画セン
ター運営

講座、イベント

32 男性が１週間で育児にかかわる時間 時間/週 ③② 男性の子育て支援
育児休業取得促進奨励金の助成、子育て拠点施設での
男性向け講座・イベント開催、土日開催の両親学級、
プレパパママ講座の開催

74 市と大学が連携して実施した取組数 事業 ①
千葉市・大学連携会議
千葉市・大学等共同研究

連絡会議、共同研究事業の実施

75
連携協定締結企業との連携事業数（地域課題の解
決）

件 ① 企業との連携協定の締結 連携事業の実施

東京2020大会開催に向けたボ
ランティア体制の構築

外国人おもてなし語学ボランティアの育成、チーム千
葉ボランティアネットワークの推進

76 千葉市民活動支援センター登録団体数 団体
まちづくり活動団体への
助成

中央区、花見川区、緑区、美浜区フォ
ローアップ研修

②
まちづくりポイント付与
システムの構築

団体向けシステム、個人向けシステム

77 地域運営委員会設置地区数 地区 ③②
地域運営委員会の設置の
促進

地域運営委員会の設置、地域運営交付
金の交付

78 ちばレポのレポート数 件 ③
次世代ちばレポ
「MyCityReport」の導入・運用 システム構築支援

※指標76～78は他の施策の柱とも関連性が高く、分析・考察での活用が可能

地域や職場での女性の活躍が進んでいる
（地域・職場）

ワーク・ライフ・バランスが進んでいる

（家事・育児等の分担・働き方等）

男女共同参画が進ん
でいると感じる

6

市民の力をまちづくりの力へ

③

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業

3-1

7



小学校英語教育の充実
外国人講師の拡充、イングリッシュ・
サポーター配置、教員の英語免許取得
支援

帰国・外国人児童生徒教
育の充実

外国人児童生活指導協力員の拡充、日本語通級教室の
増設、日本語通級教室指導員の拡充

理数教育の充実
理数教育サポーターの推進、算数科デ
ジタル教科書の配備

51
全国学力・学習状況調査における全国平均正答率の比
較

％ ②
学力向上サポーターの拡
充

学力向上サポーターの拡充

小学校各種体育大会、中
学校体育大会・選手派遣

体育大会への参加、千葉市総合体育大
会への参加

52 千葉県運動能力証の合格率 ％
中学校運動部活動指導者
派遣事業

運動部活動指導者の派遣

③② 学校図書館の充実 学校図書館蔵書の拡大

53 読書の習慣のある児童の割合 ％ ① 学校図書館充実推進事業 学校図書館指導員の配置

54 不登校児童生徒の割合 ％
スクールソーシャルワー
カーの拡充

スクールソーシャルワーカーの拡充

55 スクールカウンセラー相談件数 件
スクールカウンセラーの
拡充

小学校スクールカウンセラーの拡充

56 ソーシャルワーカー対応事案数 件

57 学校セーフティウォッチャーの登録者数 人 ①
学校セーフティウォッ
チャー

学校セーフティウォッチャー募集・登
録

58 放課後子ども教室参加率 ％ ③② 放課後子ども教室の推進
③活動支援実施校の拡充②関係機関との連携プログラ
ムの実施、相談アドバイザーの派遣、ボランティア登
録制度

59 学校支援地域本部支援件数 件 ③②
学校と地域の連携・協働
体制の整備

学校支援地域本部の設置、コミュニ
ティ・スクールのモデル実施

60 こどもの参画事業参加人数 人 ③② こどもの参画の推進
③②こども若者サミットの開催、こどものまちＣＢＴの開催、こども・
若者市役所の実施①こども・若者の力ワークショップ、こども人材バン
ク

悩みや問題を抱える
児童生徒へのサポート

①

関連実施計画事業

③

③

客観指標

子どもが小中学校で
適切な教育を受けら
れると感じる

7

地域による活動がある

公民館・学校などでの教育活動
公共・公益的活動の
状況

15

未来を担う人材を育成する

学ぶ力が身についている

信頼できる教員がいる

3-1

健康で十分な体力がついている

学校で子どもの安全が守られている

アンケート設問

8



③ 公民館の機能拡充
社会教育主事の資格取得支援、公民館
主催講座の拡充

61 公民館稼働率 ％ ② 公民館の改築
犢橋区民間・犢橋市民センターの改
築、公民館改修

③②
図書館サービスポイント
の設置

図書館サービスポイントの設置

62 1人あたり貸出図書冊数 冊 花見川図書館分館の整備 図書館分館の整備

図書館の開館日・開館時
間の拡大

地区図書館の開館時間の拡大、分館に
おける祝日開館の実施

63 千葉市科学館入場者数 人 ③
千葉市科学館のリニュー
アル

展示リニューアル検討

① 科学館の管理運営 科学フェスタイベント

64 生涯学習センター稼働率 ％ ②
コミュニティセンターの
再整備、改修

真砂コミュニティセンターの再整備、
蘇我こにゅにてぃセンターの再整備

③ 文化センターの施設改修 舞台床修繕

文化芸術振興計画推進
文化関連事業の実施（市民芸術祭、舞
台芸術鑑賞、市民参加公演等）

68
文化施設（市民会館・文化センター・文化ホー
ル）利用者数

人
文化事業等補助金(地域
文化活性事業)

ベイサイドジャズ千葉運営費補助

千葉市市民会館等文化施設
管理運営

市民会館、文化センター、美浜文化
ホール

③ 千葉市美術館の拡張 大規模改修工事

69 千葉市美術館利用者数 人
千葉市美術館施設管理運
営

施設の管理・運営

ミュージアム・トライア
ングル

相互割引などの取組み

61 公民館稼働率 ％ ③ 公民館の機能拡充
社会教育主事の資格取得支援、公民館
主催講座の拡充

② 公民館の改築
犢橋区民間・犢橋市民センターの改
築、公民館改修

70 文化財施設入館者数 件 ③
市民ギャラリー・いなげ旧神谷伝
兵衛稲毛別荘の改修 耐震改修工事、イベント等の開催

②
文化財の保存・活用の推
進

ゆかりの家・いなげの改修、旧検見川
無線送信所の修繕

71 博物館の入館者数 人 ③②
特別史跡加曽利貝塚の魅
力向上

調整中②史跡総括報告書の刊行、史跡
保存管理計画の策定、広報活動

①
郷土博物館運営事業、加
曽利貝塚博物館運営事業

施設の運営、イベントの開催

学びたい講座・イベントがある
（講座・イベント）

学べる施設がある
（公民館、生涯学習センター、図書館、科学館

等）

8 ②

関連実施計画事業

①

①

歴史・文化に触れられる施設がある
（博物館、貝塚、旧伝神谷別荘）

文化・芸術活動に親
しめる環境があると

感じる
9

3-3 文化を守り、はぐくむ

興味ある分野の鑑賞の機会がある
（音楽、美術、舞台）

興味ある分野の活動の機会がある
（音楽、美術、舞台）

鑑賞・活動できる施設がある
（市民会館、文化ホール、公民館、美術館等）

客観指標

アンケート設問 客観指標

大人が学べる環境が
あると感じる

関連実施計画事業アンケート設問

文化・芸術・スポーツを振興する活動16
その他行政施策に関
わりの深い活動の状
況

3-2 生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える

9



③② 有料公園施設の修繕
青葉の森スポーツプラザ設備設置・更新、テニスコー
トの更新、フクダ電子スクエアの人工芝改修

スポーツ大会・イベント
の誘致の推進

スポーツ大会の誘致及び開催支援

磯辺スポーツ広場の整備、高
洲市民プールの再整備

磯辺スポーツ広場の整備、高洲市民
プール・体育館の再整備

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に向けた機運
の醸成

機運醸成イベントの実施、競技普及促進イ
ベント実施、プロモーション活動実施

65
スポーツ・レクリエーション活動の参加者数（市
のスポーツ教室や大会行事の参加者、施設の利用
者）

人
スポーツ大会・イベント
誘致の推進

国際大会の新規開催の支援、解説ボラ
ンティアの拡充

トップスポーツとの連携
の推進

トップチームによる小中学校訪問

障害者への理解の促進
障害者による小学校訪問（講話・レク
リエーション）

67 パラスポーツ大会観戦者 ％ オリパラ教育の推進
オリパラに関する副教材作成、パラスポーツ授業の実
施、パラスポーツ交流会の開始、小学校陸上大会にお
けるアスリートの講演、パラスポーツの試合完成

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会開催に向けた機運
の醸成

機運醸成イベントの実施、競技普及促進イ
ベント実施、プロモーション活動実施

パラスポーツの推進
障害者アスリートによる学校訪問、パラスポー
ツ体験会、パラスポーツ市民大会

③
ジェフを感じるまちづく
り

地域・企業との協働

66 ホームタウンチームとの連携事業数応募数 人 ① ホームタウン推進事業
転入者観戦招待、小学生向け野球・
サッカー教室、ラジオ体操キャラバン

③②
国際交流ボランティアリー
ダーの育成

国際交流ボランティアリーダー会議の開催、国際交流
ボランティアリーダー講座の開催

72 国際交流ボランティア斡旋件数 件 ①
国際交流・協力活動助成
補助金

国際交流・協力等を行うボランティア
団体への支援

73 千葉市国際交流プラザの利用者数 人 ①
千葉市国際交流協会運営
補助金

日本語学習支援、外国人相談

③
国際交流プラザの機能充
実

通訳ボランティアスキルアップ講座、通訳ボランティ
アフォローアップ講座、国際交流ボランティアリー
ダー会議

アンケート設問

外国人との交流や支援活動

客観指標

15

アンケート設問

16
その他行政施策に関
わりの深い活動の状
況

③

②

③

文化・芸術・スポーツを振興する活動

10
スポーツを楽しめる
機会があると感じる

スポーツができる施設がある
（野球場、テニスコート、体育館等）

スポーツを見たり体験できる機会がある
（大会観戦、スポーツ教室、イベント等）

3-2 生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える

3-4 多彩な交流・連携により新たな価値を創る

公共・公益的活動の
状況

関連実施計画事業

客観指標 関連実施計画事業

10



橋梁の耐震化 耐震化工事

81 耐震補強が必要な橋梁の改善率 ％
市道三角町柏井町線、穴
川天戸線の橋梁架替

橋梁架替

82 下水道管の耐震化率 ％ ③②
地震時における下水道機
能の確保

管渠の耐震化、処理場の耐震化、ポン
プ場の耐震化

83 駅や公共施設等を結ぶ道路等の無電柱化率 ％ ③① 無電柱化の推進 電線の地中化

84
千葉市雨水対策重点地区整備基本方針に基づく整
備着手地区数

地区 ③
浸水被害の軽減と対策の
強化

雨水管渠等の整備、雨水浸透施設の整
備

消防署・所の整備
③あすみが丘出張所の新設、新規車両
の配置、②宮崎出張所の建替

消防団活動体制の充実
③団器具置場の整備、ポンプ車の更新、消防団制服・
装備の充実②消防団器具置場の整備、消防団装備の充
実強化

消防水利の整備 防火水槽の新設

88 建物の延焼率 ％
感震ブレーカーの設置推
進

対象地域調査、説明会、資器材購入、密集住宅市街地
を対象とした感震ブレーカー設置モデル事業

89 心肺機能停止傷病者の救命率 ％ 応急手当の普及啓発
③45分救命講習の導入②救命講習会等開
催、応急手当普及協力事業所の認定

救急救命士の育成
③救急救命士新規養成、気管挿管認定救急救命士の養
成、ビデオ喉頭鏡認定救急救命士の養成、②薬剤投与
認定救急救命市の養成

85 避難行動要支援者名簿の提供率 ％ ③②
避難行動要支援者の支援
体制の強化

避難行動要支援者名簿の提供

86 自主防災組織結成率 ％ ③②
自主防災組織の結成促進
及び活動支援

自主防災組織の結成、防災アドバイ
ザー派遣、資器材購入・賃借再助成

87 避難所運営委員会設置率 ％ ③
避難所運営委員会の活動
支援

活動支援補助

防犯カメラの設置管理
主要駅等への防犯カメラ設置、自治会
に対する防犯カメラの設置補助

93 刑法犯認知件数 件
防犯パトロール隊の支援
推進

パトロール隊への物品支給

94 ちばし消費者応援団会員数 団体 ③② 消費者教育の推進 ちばし消費者応援団の普及啓発

防災活動

防犯活動

災害に備えて避難場所の確認や
非常用持出品の用意等を行っている

公共・公益的活動の
状況

その他行政活動に関
わりの深い行動の状
況

4-1 市民の安全・安心を守る

アンケート設問 客観指標

公共・公益的活動の
状況

15

関連実施計画事業

③

③②

③

16

15

消防団の活動

③

11



98 良好な景観形成の推進を図る地区数 地区 ② 景観形成の推進 景観形成の推進地区の策定

99 屋外広告物適正化推進員数 人 ③ 良好な都市景観の形成 屋外広告物適正化推進員講習会

100 高齢者の暮らしている住宅のバリアフリー化率 ％ ③② 市営住宅の整備 福祉対応型改良

②
サービス付き高齢者向け
住宅供給の促進

立入検査、登録、普及啓発

①
高齢者住宅改修費支援
サービス事業

住宅の改修工事を行うための費用助成

101 耐震性のある住宅の割合 ％ ③② 耐震診断・耐震改修助成
耐震診断費用助成（木造住宅・分譲マンション）、耐
震改修費用助成（木造住宅・耐震シェルター・分譲マ
ンション）

102 下水道汚水処理普及率 ％ ③② 下水道未普及地域の解消 汚水管渠の整備

103
長寿命修繕計画に位置付けられる橋梁補修の実施
の割合

％ ③ 道路施設の長寿命化 道路施設の（橋梁等）の補修・更新

③
モノレールの車両更新
モノレール施設の設備更新 車両更新、インフラ外施設の整備

② ＪＲ千葉駅建替えの促進
モノレール駅連絡通路の整備、北部階
段の整備、接続デッキの整備

鉄道（JR)
（本数、乗り換え、自宅との距離、情報）

104 公共交通機関の乗車数 千人 ②
ＪR京葉線/りんかい線の
相互直通運転の促進

相互直通運転の促進

鉄道（京成)
（本数、乗り換え、自宅との距離、情報）

③②
バス活性化システムの整
備

バスロケーションシステム導入助成

モノレール
（本数、乗り換え、自宅との距離、情報）

バスICカードシステムの
整備

ICカードシステム導入補助

路線バス
（本数、乗り換え、自宅との距離、情報）

地域参画型コミュニティ
バス等導入の推進

③コミュニティバス運行②地域参画型コミュニ
ティバス、パーク＆ライド社会実験

106 鉄道駅のバリアフリー化率 ％
鉄道駅バリアフリー化の
推進

段差解消施設の整備

モノレール千葉駅の改修 エレベーター設置

②
鉄道駅バリアフリー化の
推進

京成電鉄の駅のバリアフリー化

96
市街化区域のうち公共交通の利便性が高い区域に
居住する人口の割合

％ 立地適正化計画の策定 立地適正化計画の策定

都市計画の見直し 都市計画の見直し

アンケート設問 客観指標

4-3 ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる

関連実施計画事業

③

③②

関連実施計画事業

4-2 快適な暮らしの基盤をつくる

アンケート設問 客観指標

市内の公共交通が便
利だと感じる

11

③②

12



③②
オリンピック・パラリンピックに
向けたバリアフリー化の推進

ＪＲ海浜幕張駅駅前広場のバリアフリー整備、アクセ
スルート等のバリアフリー整備

107 駅や公共施設等を結ぶ道路等のバリアフリー化率 ％ ③②
歩道の整備
歩道の改良

調査・設計、用地取得、整備
段差解消、誘導用ブロック、再整備

交通安全施設の充実
３通学路の安全対策、区画線引き直し、安全施設の整
備②道路案内標識、地点名標識、道路照明灯

90 交通事故死傷者数 人 踏切道の安全対策 踏切内歩道設置、踏切内カラー化

③② 交差点の改良 調査・設計、用地取得、整備

105 幹線道路における混雑区間の延長 kｍ
都市計画道路・市道等の
整備

用地取得、道路整備

国道の整備
国道357号湾岸千葉地区改良、国道51
号北千葉拡幅

放置自転車対策の推進
電磁ロック式ラック、LED照明、監視カメラ設置、駐
車場の整備・統廃合、修繕計画策定、運営効率化検討

91 放置自転車台数 台 自転車安全利用の促進
ヘルメット着用促進、交通安全教室開
催

92 自転車による交通事故死傷者数 件 自転車走行環境の整備 自転車レーン等の整備

②
自転車によるまちづくり
の推進

自転車まちづくり基本方針の策定、自
転車まちづくり条例の制定

戸籍情報システム等の更
新

戸籍情報システム、住民基本台帳ネット
ワークシステム、法務省連携システム

108 庁内情報システム最適化によるコスト削減 百万円
庁内ネットワークシステ
ム等の更新

システム更新

②
住民情報系システムの再
構築

業務共通・介護保険、税務システム、福祉シス
テム、住民記録、国民健康保険システム

109 電子申請サービスの手続数 ％ ① 電子申請サービスの拡大
検診、講座の申し込み等の手続きの電
子化

110 オープンデータ活用事例数 件 ③②
オープンデータの推進・
ビックデータの活用

オープンデータ活用事例の創出

ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる

客観指標

市内の道路は移動が
しやすいと感じる

12

歩きやすい
（歩道の広さ、段差、維持管理、交通ルール）

自転車を利用しやすい
（自転車レーン、駐輪場、交通ルール等）

自動車の運転がしやすい
（渋滞、道幅、維持管理、交通ルール）

アンケート設問

4-3

③

③

関連実施計画事業

③②

③②

13



都市の魅力を高める

地域経済を活性化する

千葉駅西口地区第二種市街
地再開発

再開発ビルB棟整備、公共施設整備

千葉駅東口地区第一種市街
地再開発

③②再開発ビル整備助成

中央公園・通町公園の連結
強化

用地買収、公園整備

95 都心部（千葉駅周辺）の歩行者数 千人
千葉駅西口エリアの魅力・
価値向上

テナント誘致、イベント開催

① ＪＲ千葉駅建替えの促進 ＪＲ・モノレール連絡通路

ZOZOマリンスタジアムの充
実

③スタンドの座面改修、ラバーフェンス交換②身障者
席増設、夜間フィールド照明灯交換、スタンドの座面
改修、ラバーフェンス交換

112 都心部（幕張新都心）の日々活動人口 千人
幕張新都心拡大地区の新駅
整備

新駅設置、新駅駅前広場の整備

海浜幕張駅北口駅前広場の
再編

改札口の新設検討、北口木駅前広場の
再整備

若葉住宅地区における住宅
整備促進

③②住宅整備の促進、若葉住宅地区周
辺環境の整備

フクダ電子アリーナの充実 大型映像装置改修

111 千葉駅、海浜幕張駅、蘇我駅の乗車数 千人 ジェフを感じるまちづくり 地域・企業との協働

② 蘇我駅周辺地区の整備 東口駅前広場整備

113 国際会議開催件数 件/年 ③② ＭＩＣＥの推進
③国際会議助成、コンベンション等助成、レセプション・アフターコン
ベンションツアー開催支援②来訪者の滞在環境の整備、幕張新都心情報
プラットフォーム構築、レッドブルエアレース千葉2015開催に合わせ
た観光ＰＲ

114 観光入込客数 千人 ②
集客プロモーションの推
進

インバウンドの推進、情報発信機能の
充実強化、市内旅行良品の開発

115 外国人述べ宿泊客数 千人泊
グリーンツーリズムの推
進

プロモーション活動実施、民泊施設設
備等助成、サイクルツーリズムの推進

国内向け観光プロモー
ションの推進

工場夜景の推進、現地発着体験観光プ
ランの品質向上

③② インバウンドの推進
海外プロモーションの推進、外国人客受入環境
の整備、インバウンド観光戦略の策定

客観指標アンケート設問

5-1

5-2

魅力的なまちがある
と感じる

13

千葉駅周辺
（交通、商業施設、文化施設等）

海浜幕張駅周辺
（交通、商業施設、文化施設等）

蘇我駅周辺
（交通、商業施設、文化施設等）

③

③

③

③②

関連実施計画事業

14



地域経済を活性化する

118 新規企業立地件数 件 企業立地の促進
③企業立地促進事業支援、ネクストコア千葉誉田のバ
スツアー、幕張新都心地区の産業・企業集積促進②企
業立地促進助成

119 新規立地企業の納税額 百万円 産業用地の整備
ネクストコア千葉誉田の産業用地整備、ネクストコア
千葉誉田周辺道路の交通調査、新たな産業用地の確保

116 市内総生産額 億円

117 事業所数 事業所

120
市の施策が業績向上や経営の安定等に効果的だと
感じている事業者の割合

％

③②
スタートアップ支援の強
化

③レンタルオフィス賃料補助、クラウドファンディン
グに係る手数料補助②創業者研修、販路開拓支援

121 スタートアップ支援受給後の創業者数 人

122
市の新事業創出関連施策の支援を受けている企業
のうち市の施策は効果的だと感じている企業の割
合

％ 市内産品の競争力強化
販路拡大促進、ギフトセレクション実
施

中小企業・小規模事業者
の課題解決支援

事業継承支援、トライアル発注認定企
業の販路拡大支援

123 小売業の年間商品販売額 百万円 ③②
地域商業者の魅力向上支
援

共同施設の整備助成、歴史・文化等に資する施
設整備補助、商学連携による商品開発補助

124
市の施策により売上が向上したと感じている小
売・サービス事業者の割合

百万円

125 市場年間取扱金額及び数量
百万円
トン ③② 市場機能の強化 設備改修、場内事業者の経営基盤強化

127
ふるさとハローワーク利用者の就職が決定した割
合

％ ①
ふるさとハローワークの
運営

就労・生活支援、職業相談

126 新規立地企業の市民雇用人数 人 ③ 産業人材の育成
③技術系職種への理解促進、技能訓練の機能拡充、共
催事業の実施②大学生の市内企業への雇用促進（合同
企業説明会、企業見学バスツアー)

企業の人材育成力の向上
支援

企業・市民向けのニーズ調査、働き方改革アド
バイザーによるコンサルティング実証事業

128
市の施策により採用力が向上したと感じている市
内企業の割合

％ ② 雇用対策の推進
就業ポータルサイトの開設、各大学へ
の市内企業データの提供

③

5-2

③

アンケート設問 客観指標 関連実施計画事業

成長期にある企業の育成
支援

③経営相談コーディネーターの拡充、ベンチャーカッ
プでの賞新設、産学共同研究助成②商品開発・販路開
拓支援、中小・小規模事業者ニーズ対応型支援

15



都市農林業を振興する

③ 農業者の生産性の向上
スマート農業実現に向けた検討、農業
経営・技術指導者の拡充

営農指導の充実 専任アドバイザーの配置

129 認定農業者の農産物生産量 ｋｇ 農産物の栽培技術の向上 培養技術の充実

130 地産地消推進店登録数 ｋｇ ③② 地産地消の推進
③出荷資材・販促物作成支援、つくたべプロジェクト
の推進、農家レストラン開設助成②市内産農畜産物の
供給促進、地場産品レストランの認定制度

③ 農地の流動化の推進
農地中間管理事業における貸し手及び
地域への支援

131 担い手の借入農地面積 ｈａ ② 耕作放棄地対策の推進
大型草刈機の導入、農地の再生整備助
成

132 新規就農者数 人 ③
多様な農業の担い手の確
保・育成

③経営能力・販路拡大講座、新規就業者向け就農地再生支援
②経営能力・販路拡大講座、就農相談ブース出展

133 認定農業者の平均所得 千円 ③② 農業経営体の育成 農業用機械施設の整備補助

② 酪農経営体の育成 政判別精液及び受精卵購入助成

134 市民農園利用率 ％ ③② 農とふれあう機会の充実
市民農園の整備、農業体験農園整備、千葉市農業体験
サポーター制度の創設、バリアフリートイレ整備(2
次)

136 いずみグリーンビレッジ来場者数 万人 ③
いずみグリーンビレッジ
3拠点の充実

学生による地域おこし、３拠点の環境
整備

千葉市産農産物を食べることができる

関連実施計画事業

5-3

市内の農業・農村に
親しめる環境がある
と感じる

14

遊べる・体験できる施設がある

客観指標アンケート設問

②

16


