千葉市新基本計画
1.第３次実施計画について

第３次実施計画（案）の概要
3.計画の基本的な考え方

P1

今後見込まれる人口減少や少子超高齢社会の進展を踏まえた新基本計画のまちづくりの
取組みを結実させる、平成30～32年度（2018～2020）の主な取組みを定めた計画です。

【本市の総合計画体系】 P2
基本構想

P6,7

①「まちづくりを支える力」を高める
・地域の課題解決に向け、市民や団体、企業、大学などとの連携を強化
・「地域社会の担い手」や組織・体制づくりを促進
・ICT等の活用により、課題抑制型の行政を実現

21世紀を展望＜恒久的な都市づくりの基本理念・基本目標＞

②行財政改革への取組み~「未来への投資」とともに~
・社会環境の変化を踏まえた行政の役割や機能を念頭に、地域課題に対応
・「市民に時間を返す」取組みや、市有資産の「ストック」「資源」としての有効活用推進
・公共施設の見直しや民間活力・ノウハウを活かした事業の検討

平成24～33年度＜基本方針・今後の施策展開の方向性＞

新基本計画

(1)策定の視点

〔2012～2021年度〕

③個性や魅力を高め、未来へつなぐ

第1次実施計画
(平成24～26年度)

第2次実施計画
(平成27～29年度)

第3次実施計画
(平成30～32年度)

〔2012～2014〕

〔2015～2017〕

〔2018～2020〕

・未来の人材を育成する取組みや、都市の経済・活力を支える雇用創出の取組み
・地域包括ケアシステムの構築・強化
・「千葉市らしさ」の確立や、3都心等の拠点における都市機能の集積・更新

④安全・安心のまちづくり

2.計画の枠組み
(1)人口の見通し
総
人
口

年
齢
区
分
別

・迅速な復旧復興を可能とする、危機管理体制の充実強化
・地域住民の連帯意識に基づく、防災・減災体制づくりを促進
・交通安全対策や防犯対策に加え、集中豪雨など自然災害への対策を強化

P3,4
H32 年
(2020)

H29年
(2017)

97.9

97.5

万人

万人

計画期間中、
65歳以上人口は、

⑤まち・ひと・しごと創生の推進

・計画期間中、人口は増加
※中央区・緑区は増加、花見川区・稲毛区・ 若葉区・美浜区は
横ばいまたは減少の見込みです。

・平成32 （2020）年をピークに、減少に転じる
見込みです。

計画期間中、
生産年齢人口は、
（15～64歳）

年少人口は、
（15歳未満）

約1.4万人
増加

約2.3千人
減少

約6.8千人
減少

H29(2017)年:25.3万人
→H32(2020)年:26.7万人

H29(2017)年:60.0万人
→H32(2020)年:59.8万人

H29(2017)年:12.1万人
→H32(2020)年:11.4万人

(2)財政の見通し

P4

・本市では、平成21 (2009）年度に「脱・財政危機」宣言を発出した後、財政健全化プラン
に基づき、財政危機の克服に向け、効率的な財政運営を進めてきました。
・その結果、実質公債費比率や将来負担比率、健全化判断比率等の各種指標が宣言発出時
と比較し着実に改善してきたことなどを踏まえ、危機的状況を脱したと判断し、
平成29（2017)年9月に「脱・財政危機」宣言を解除しました。
・引き続き財政健全化の取組みは必要な状況にあることから、平成30 （2018)年度を初年度と
する第3期財政健全化プランに基づく取組みを推進していくとともに、本市の持続的発展に
つながる未来への投資については、財政健全化とのバランスを取りながら、着実に推進する
ことにより、将来にわたり持続可能な財政構造の確立を目指します。

・“ちば”共創都市圏の確立に向け、本市と周辺都市の地域資源を活かした
地域間連携や官民連携の取組みによる、「東京」でも「地方」でも得られない
ライフスタイル・価値観の創出

⑥東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組み
・競技会場都市として、大会の成功を実現
・スポーツ文化の普及・発展や、多様性に対応した共生社会の実現など、 未来へ
引き継がれる「レガシー」創出の取組みを推進

(２)計画事業の選定

P8

将来的な財政負担及び財政健全化とのバランスを意識しながら、緊急性や必要性、未来への投資効果
などを含めた総合的な観点から、「選択と集中」による事業の厳選を行いました。

(３)計画の特徴

P9

・少子高齢化が一層進んでいく中、喫緊の課題に的確に対応する取組みに加え、
中長期的な地域社会のあり方を見据えた取組みを積極的に位置付けました。
・人口減少局面にあっても持続可能なまちづくりを進めるために、短期・長期、ソフト・ハード
の両面から、未来へつなぐまちづくりを進めるための幅広い取組みを位置付けました。

4.計画の推進にあたって
P10

計画事業の着実な遂行を図るとともに、
PDCAサイクルに基づく計画の進行管理を
適切に行います。

5.計画事業数・計画事業費
P8

計画事業数
計画事業費

P5

343事業
1,584億円

◎教えて！主な計画事業◎
―方向性１ー

ー方向性２ー

ー方向性３ー

豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ

支えあいがやすらぎを生む、
あたたかなまちへ

豊かな心が育ち、
新たな価値が生まれるまちへ

こどもを育てるなら千葉！①

自然を感じて過ごしたい！

●待機児童対策 P36,39
〔海で！〕
（保育所等、子どもルーム）
●身近な公園のリフレッシュ ●千葉中央港地区まちづくり
●保育の質の向上 P37
の推進 P17
（サバティカル研修等）
（遊具等の更新） P18
●稲毛海浜公園のリニューアル P17
●千葉公園の再整備 NEW
〔公園で！〕

P20

●泉自然公園の魅力向上
P19

※ページ番号は、再掲分は省略しています。

●不育症・不妊症対策の強化

●小学校英語教育の充実 P53 ●放課後子ども教室の推進 P58
（子どもルームとの一体型
●子育て支援コンシェルジュの充実 ●学校生活をサポートする
P36
スタッフの充実 P56,57
事業の拡充など）
●家庭養育等の推進（里親制度）
（スクールカウンセラーなど） ●学校施設の環境整備 P55
P40
P38

社会にちょっと役立ちたい！

みんな安心して暮らしたい！

●海辺の活性化（地域主体の
取組み促進など） P16

〔健康づくり〕
●100年を生きる P32
●蘇我スポーツ公園の整備 〔花で！〕
健やか未来都市の実現 NEW
P20
●オオガハスの魅力発信 P23
（健康寿命延伸に向けた啓発）
●動物公園リスタート構想の （イベントの充実、鑑賞環境の整備など）
推進 P21
●亥鼻公園のサクラの再生 P21 ●禁煙の支援及び受動喫煙
防止の推進 P32

●昭和の森の魅力向上

こどもを育てるなら千葉！②

P19

エコライフも大事だよね

●シニアリーダー活動の推進
P42

●省エネルギー住宅・電気自動車の導入促進 NEW P24
●廃棄物処理施設の整備推進 P26

〔高齢者〕
●在宅医療・介護連携の推進

●特別養護老人ホームの整備
P45

●介護人材の確保 P45
〔障害者〕
●発達障害者への支援推進 P46
●地域生活支援拠点の整備 P47

ー方向性５ー

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

ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ

●マンホールトイレの整備 P82 ●消防活動体制の充実強化
（あすみが丘出張所新設、
●耐震診断・耐震改修の助成
非常用電源設備整備など）
P99
P82
●新庁舎の整備
●感震ブレーカーの設置推進NEW
●市有施設の計画的保全 P104
P87
●防犯カメラの設置管理 P91 ●立地適正化計画の策定 P95

便利で快適ってうれしいよね
●自転車を活用したまちづくり ●道路ネットワークの形成 P109
P114
（国道357号蘇我地区改良など）
●自転車安全利用の促進 P90 ●バスロケーションシステムの
導入促進 P107
●花見川サイクリングコース
●モノレールの設備更新 P108
の充実 P90
●次世代ちばレポの導入 P117
●花見川緑地交通公園の
機能拡充 NEW P90
●中央区役所の移転 P106

〔まちで！〕
●千葉駅西口地区・東口地区
の市街地再開発 P120
●中央公園・通町公園の連結強化
P119
●幕張新都心拡大地区
の新駅整備 P121
●海浜幕張駅北口駅前広場
周辺の再編 NEW P121

〔スポーツ〕
〔文化・芸術〕
●ス ポ ー ツ と し て の
●千葉市美術館の機能拡張 P65
自転車競技の普及を通した
●特別史跡加曽利貝塚の
賑わい創出 NEW P63
魅力向上 P68
●千葉公園体育館の再整備
NEW

P64

オリパラが来る！

みんなが集まるまちってサイコー！
P84,
85

もっと楽しむ！スポーツ&文化芸術

●認知症の人や家族への支援
P44

P73

P74

P43

ー方向性４ー

災害とか将来への市の備えって？

●地域運営委員会の設置促進 ●地域ポイント制度の導入 NEW

●蘇我駅東口駅前地区の
まちづくり P123
●稲毛駅東口周辺の
まちづくり NEW P123
●夜間の経済・文化活動の
振興 NEW P131
●MICE・インバウンドの推進

P124,130

〔ビジネスで！〕
〔農を活かして！〕
●企業立地の促進 P132,133
●いずみグリーンビレッジ
3拠点の充実 P145
●産業用地の整備 P133
●地産地消の推進 P142
●企業の人材採用力の
向上支援 NEW P139
●多様な農業の担い手の
●国家戦略特区の推進 P134,135 確保・育成 P144
（ドローン宅配や自動運転
●グリーンツーリズムの推進 P130
モビリティ等の実用化支援）

〔ワクワクするね！〕
・機運醸成イベントの実施 P62
・国際スポーツ大会の誘致 P63

〔パラリンピックについて学びたい！〕
・パラスポーツの推進（体験会の実施、アスリートの学校訪問） P62
・障害者への理解の促進（障害者による講話、体験学習など） P49
・オリパラ教育の推進（パラスポーツの授業など） P54
〔オリパラは文化の祭典でもある♪〕
・オリパラに向けた芸術文化の振興 P65
（車椅子アートプロジェクト、文化プログラムの策定）
〔自分も参加したい！〕
・大会開催に向けたボランティア体制の構築 P73
〔大会に向けた備えをしっかり！〕
・競技会場等の安全対策の推進NEW P85
・バリアフリー化の推進 P114
・都市ボランティアの育成 P73

みんなで最高の大会に！

