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第 1 章 千葉市行動計画について                                

 

１ 策定の趣旨 

2020 年の東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定後、本市では「東

京オリンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部」を設置し、2014(平成 26)年 8 月

には、「2020 年東京オリンピック・パラリンピック 千葉市プロジェクト推進基本方針」を策

定しました。 

基本方針は、大会を本市の更なる成長や活性化の好機と捉え、より一層の発展と次代を担う

子どもたちの夢と希望をはぐくむため、４つの方向性により、千葉市の取組の骨格をまとめた

ものです。 

そして、基本方針で定めた４つの方向性の取組の骨格をより具体的なものとし、基本方針の

目的を達成するための道標とするため、方向性ごとの個々の取組項目と 2020 年に向けたスケ

ジュールを取りまとめた「千葉市行動計画」を 2015(平成 27)年 3 月に策定しました。 

2015(平成 27)年 6 月には、オリンピック３競技（レスリング、フェンシング、テコンドー）、

11 月にはパラリンピック４競技（車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッテ

ィングバレーボール）の、幕張メッセ開催が決定し、大会への本市の関わり方が大きく変わり

ました。 

2015(平成 27)年 9 月、「競技会場都市としての取組指針」を策定し、その中で、2020 年に

向けた受入環境の整備等の取組を追加したところですが、都市の成熟度が求められるパラリン

ピックの成功に向けた取組などをさらに追加し、2020 年の千葉市の姿に向けた、取組の体系

や目指すべきレガシーをわかりやすくするため、基本方針及び取組指針の内容を盛り込んで、

行動計画【改定版】に一本化しました。 

今後、行動計画による具体的取組を着実に実行し、その成果が未来に引き継いでいく千葉市

の財産（レガシー）となるよう取り組んでいきます。 

２ 計画の考え方 

方向性ごとの取組で示した各取組には、2020年に向けてまず取り組むべき具体化した取組と、

今後具体化していく取組があります。 

今後具体化していく取組は、取組の検討の進捗や、大会に向けた準備の詳細等が明確になっ

ていくのに対応して、取組内容を具体化するなど、適宜行動計画の見直しを実施します。 
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３２ 取組の方向性と目指すべき千葉市の姿 

 

世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックの開催は、スポーツのみな

らず文化、教育、国際交流、観光、経済、まちづくりなど様々な分野の発展の好機です。 

 

オリンピック３競技・パラリンピック４競技の競技会場都市として、本市には国内外から多

くの大会関係者、観客が訪れ、世界中から「千葉」、「幕張」に注目が集まることとなり、様々

な大会準備を通して開催される 2020 年大会は、都市の発展、魅力の発信、社会の変革、新た

な挑戦への起爆剤であり絶好の機会となります。 

 

そして、パラリンピックの開催は、ハード、ソフト両面の受入環境やおもてなし意識の醸成

など、都市の成熟度が試されるとともに、スポーツを通した共生社会の実現の契機となるなど、

社会の価値観が大きく変わる時です。 

 

 今後、東京 2020 大会を史上最高の大会として成功へ導くため、本市が国内外から多くの来

訪者をお迎えする競技会場都市であるという意識で、「大会の成功を実現する」、        

「スポーツ文化を普及し発展させる」、「多様性に対応した共生社会を実現する」、「千葉市の魅

力を高め、集客・宿泊を最大化する」の４つの方向性による取組を市民の皆様とともに着実に

実行し、大会の成功後の 2020 年の姿が、市民の、そして都市の「記憶」として引き継がれ、

千葉市のさらなる発展と次代を担う子どもたちの夢と希望をはぐくむ、価値のあるレガシーと

なるよう取り組みます。 

 

 千葉市のさらなる発展 
 次代を担う子どもたちの夢と希望をはぐくむまち 
 多様性を尊重した共生社会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向性１ 

大会の成功を実現

する 

 

千葉市の国際的価

値が向上し、選ば

れる都市に 

方向性２  

スポーツ文化を普

及し発展させる 

  

市民がスポーツを

身近に感じ親し

む、スポーツ文化

の定着 

方向性３  

多様性に対応した

共生社会を実現する 

 

多様性を尊重し、

自然に交流でき

る共生社会 

方向性４  

千葉市の魅力を高

め、集客・宿泊を最

大化する 

 

諸外国の文化・風

習を理解したおも

てなしができる魅

力ある国際都市 
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【取組の体系】 

 

方向性１ 大会の成功を実現する 

東京 2020 大会開催を競技会場都市として迎えるための環境を整え、大会を成功に導くための取

組を関係機関等と連携・協力し取組を進めます。 

◆１－１ 競技会場都市としてふさわしい環境の整備 

◆１－２ 大会機運の醸成 

◆１－３ ボランティア活動の推進 

◆１－４ 関係団体等と連携した取組の推進 

◆１－５ 千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進 

◆１－６ 大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力 

 

方向性２ スポーツ文化を普及し発展させる 

東京 2020 大会を機に高まるスポーツへの様々な関心を捉え、スポーツを取り巻く環境の向上を

図り、市民の交流を促進します。また、車いすスポーツの振興と活動の拠点化とともに、パラスポ

ーツの普及促進を強化し、障害のある人もない人もスポーツを通して交流できるまちづくりを推進

します。また、千葉市では、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とし

て「パラスポーツ」を使用していきます。 

◆２－１ 次世代地元アスリートの支援 

◆２－２ パラスポーツの普及活動の強化 

◆２－３ 車いすスポーツの振興と活動の拠点化 

◆２－４ スポーツ文化を育む環境の充実 

 

方向性３ 多様性に対応した共生社会を実現する 

東京 2020大会の開催を契機として、多様性を尊重し受け入れ、交流することができる、共生社会

の実現とパラリンピックの成功に向けた取組を進めます。 

◆３－１ パラリンピックの成功に向けた取組の推進 

◆３－２ 多様性対応に向けた取組の推進 

 

 

方向性４ 千葉市の魅力を高め、集客・宿泊を最大化する 

本市の観光資源を活かした新たな集客策の構築や新たな魅力の発掘や発信、官民の連携や市民に

よる「おもてなし」や、交通利便性の向上や快適な滞在のための受入環境の充実を図り、来訪者に

喜ばれ、行ってみたい・また来たい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指します。 

◆４－１ 集客効果の高い観光資源、ルートの開発 

◆４－２ 国内外に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践 

◆４－３ 「おもてなし」の実現 

◆４－４ 訪れる人の利便性の向上 

◆４－５ 千葉市の文化を発信 

◆４－６ 千葉市の魅力の発掘と発信、2020年以降も見据えた将来的なまちづくり 

 

※レガシーについて 

行動計画の中で方向性ごとに、「目指すべきレガシー（取組の成果による千葉市の財産）」を

掲げています。 

東京 2020 大会以降も次の世代へと引き継いでいきます。 
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４３ 計画期間 

 

計画期間は、2015年度から東京大会が開催される 2020年度までの６年間とします。 

東京大会に向けた期間について、2016年のリオ大会までを「フェーズ１」、リオ大会後か

ら 2019 年のテストイベント（プレ大会）までを「フェーズ２」、テストイベントが始まる

2019 年から東京大会の 2020年までを「フェーズ３」と位置付け、徐々に高まる大会機運や

動向の転機を捉え、取組を展開していきます。 

東京大会に向けた期間について、2016年のリオ大会までを「フェーズ１」、リオ大会後か

ら 2018 年度までを「フェーズ２」と位置付け、パラスポーツの推進、オリンピック・パラ

リンピック教育の推進、会場周辺のバリアフリー化の推進、都市ボランティアの募集などを

着実に取り組んできました。 

テストイベントが始まる 2019年度から東京大会の 2020年度までを「フェーズ３」と位置

付け、様々な主体がオリンピック・パラリンピックと「つながり」、みんなで幕張メッセ会

場を最高に盛り上げ成功に導くため、本市のイベント・事業を積極的にオリパラに関連づけ、

全庁一丸で取り組むとともに、市民等の自発的行動を促し、経済界などの関係団体と連携・

協力して、オール千葉で取り組んでいくこととします。 

 

 

 

  

2021年～
（平成33年～）

東京大会テストイベントリオ大会

2020年
（平成32年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（平成31年）

フェーズ１
・国際車椅子スポーツ大会の

開催による機運醸成
・スポーツを取り巻く環境の基礎づ
くり

・観光資源の開発、選定 など

フェーズ２
・パラリンピックに向けた理解促進

・競技会場都市としての受入環境整備

・幕張メッセ開催７競技の普及啓発等機運醸成

・ボランティアに関する検討、募集、育成・管理

・スポーツを取り巻く環境の向上

・国内外からの観光客の増加 など

フェーズ３
・パラリンピックの盛り上げ、共生社

会への理解の浸透

・大会機運醸成、市民の自発的活動
・ボランティアの育成・運営

・スポーツ文化の発展
・外国人観光客へのおもてなしの実施

・市民によるおもてなしの実施
・千葉市の都市イメージの向上 など

レ
ガ
シ
ー
の
形
成
・
発
展
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５４ これまでの経緯 

 

2013 年（H25年） 

  9月 8日  2020年大会の開催地が、IOC総会で東京に決定 

11月 25日   「東京オリンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部」設置 

 2014 年（H26年） 

    8月    「千葉市プロジェクト推進基本方針」策定 

  8月 15日  市民による「おもてなし」アイデア、2020年に向けた本市の取組について意見募集

(～9月 16 日まで) 

2015 年（H27年) 

   3月       「千葉市行動計画」策定 

   6月 8日  幕張メッセでのオリンピック３競技開催がＩＯＣ理事会で承認される。 

        （レスリング、フェンシング、テコンドー） 

   9月     「競技会場都市としての取組指針」策定 

  11月 13日  幕張メッセでのパラリンピック４競技開催がＩＰＣ理事会で承認される。 

        （車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッティングバレーボール） 
2016年（H28年） 

3月    「千葉市行動計画【改定版】」策定 

⇒これまでの「千葉市プロジェクト基本方針」、「競技会場都市としての取組指

針」を一本化しました。 

2017年（H29年） 

3月   「千葉市行動計画【2017年度版】」策定 

⇒平成 29年度の新たな取組について追加するとともに時点修正を行いました。 

 2018年（H30年） 

3月   「千葉市行動計画【2018年度版】」策定 

⇒平成 30年度の新たな取組について追加するとともに時点修正を行いました。 

2019年（H31年） 

3月   「千葉市行動計画【2019年度版】」策定 

⇒平成 31年度の新たな取組について追加するとともに時点修正を行いました。 
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＜凡例＞ 

 

① 工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※年度スケジュール（別紙）を毎年度示していきます。 

 

② 市民意見の取り入れ 

2014(平成 26)年度に意見を募集し、いただいたご意見は、行動計画づくりに活用させていた

だきました。また、今後の取組を具体化していく中での参考とさせていただきます。 

【行動計画に取り入れたご意見の例】 

○ スポーツボランティアの増加 ☆ 

 

 

 

③ オリンピック・パラリンピック教育 

○小・中学校の体育の授業でパラスポーツを実施 ❏  

   

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 取組の目標 

■■■■■       
●●●●● 

○○○○○       

【具体化した取組】 

2020 年に向けてまず取り組むべき、具体化した取組は実線で示しています。 

【今後具体化していく取組】 

実施時期が未定であり、今後具体化する取組は点線で示しています。 

点線の位置は、実施予定時期を示しています。 

2020 年に向けた取組状況を実線で示しています。 

市民のアイデア・意見を取り入れた、または参考にした取組 

オリンピック・パラリンピック教育の推進に関する事業は、❏マークで示しています。 
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第２章 2020 年に向けた取組について                           

 

 

 

 

［方向性の概要］ 

東京 2020大会のフェンシング、テコンドー、レスリングのオリンピック３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のパラリンピック４競技が幕張メッセで

開催されることにより、競技会場都市として大会の成功に向けた、受入準備や大会機運の醸成、ボラ

ンティアの推進など様々な取組を、関係機関と連携して、コスト意識を持ちながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幕張メッセ開催に向けた取組 

 

◇千葉市の国際的価値の向上 

◇日本のイメージ向上に寄与 

◇未来へと引き継がれる、様々なレガシーを創出 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の成功 

連携・協力 

大会組織委員会 

◦大会運営 

千葉県 

◦県が所管する 

施設・業務 

千葉市 

◦市が所管する 

施設・業務 

関係機関等 

千葉市の取組 

幕張メッセでの大会成功に向けて連携・協力していく本市の役

割・取組、及び、これまでも本市の関連施策として進めてきた、

大会成功につながる取組 

 
競技会場都市として 

ふさわしい環境の整備 

※各団体の役割分担について、協議を進めている 

 

 

様々な主体が連携し

た取組を推進 

 

 

 

 

関係団体等 

ボランティアの活動の推進 

大会機運の醸成 
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◆１－１ 競技会場都市としてふさわしい環境の整備 

① 会場周辺の受入環境の整備 

② 安全・安心な大会開催のための対策 

③ 交通アクセスの向上 

 

◆１－２ 大会機運の醸成    

① 大会機運を高める取組の実施 

   ⇒ 事前キャンプ受入の検討・調整 

 大会直前や大会期間中、本市内の宿泊施設や練習会場は、本大会のための使用が最優先とな

ることから、個別の事前キャンプへの施設の優先確保は困難な状況が予想されます。 

 本市内での事前キャンプの希望があった場合には、実施時期や使用希望施設などを確認して、

対応が可能か、検討・調整します。 

 

◆１－３ ボランティア活動の推進 

① 都市ボランティアの運営 

② スポーツ大会を支えるボランティアの普及 

 

◆１－４ 関係団体等と連携した取組の推進 

   ① 関係団体との連携した取組み 

 

◆１－５ 千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進 

  ① 2020年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議の取組に協力 

② 千葉県と連携した取組の推進 

 

◆１－６ 大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力 

① 大会組織委員会や国内競技団体等との連携した取組の推進 

② 「九都県市 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携会議」での取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的な誘致活動を 

行っていないため。 

項目を集約したため。 
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【指標】 

 

  ◇幕張メッセでオリンピック・パラリンピックが開催されることを知っている 

   現状値 79.2％(2016 年度)⇒現状値 86.0％(2018 年度)⇒目標値 100％(2019 年度) 

 

◇市の国際的なイメージが向上していると感じている人の割合 

現状値 21.2％（2014 年度）⇒目標値 35.0％（2021年度） 

 

◇市の消防・救急体制が整っている 

現状値 52.1％（2014 年度）⇒目標値 60.0％（2021年度） 

 

◇この 1年間に、地域活動やボランティア活動に参加したことがある 

現状値 23.2％（2014 年度）⇒目標値 35.0％（2021年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］ 

 

●大会の成功・受入環境整備の成果 

・大会の成功による、千葉市の国際的ブランド価値の向上 

・多言語対応により、外国人来訪者訪日外国人が快適にまち歩きできる環境 

・安全・安心なまちとしての発展 

・市民の活発なボランティア活動によるおもてなし力の向上 

●オリンピック・パラリンピックを開催したことが感じられるまちに 
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[方向性１の取組] 

◆１－１  競技会場都市としてふさわしい環境の整備 

 

 

 

東京 2020 大会の競技会場都市として、多くの来訪者の受入にふさわしい環境整備について

は、アクセシビリティ、多言語対応などがあります。これらの取組について、大会組織委員会、

千葉県、施設管理者、関係事業者等と連携して、協議、検討を行い、ハード・ソフト両面から

必要な整備を、コスト意識を持ちながら、ＩＣＴなどの技術を活用して進めます。 

 

○ バリアフリー化の推進   

＜中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

大会組織委員会が中心となって策定したアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、アクセスルート等

のバリアフリー化を推進します。 

➣2017(平成 29)年度～  

・海浜幕張駅から競技会場までの歩道の段差解消や、海浜幕張駅南口駅前広場にエレベーター、エス

カレーター、シェルターの設置などを実施します。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅南口ロータリーに、身体障害者用乗降場の増設などを実施します。 

 

○ 歩行者向け案内サインの多言語対応等 ☆  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

外国人来訪者訪日外国人が迷わずまち歩きでき、快適に滞在できるよう、歩行者向け案内サイン

の多言語対応等を推進します。 

➣2016(平成 28)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応調査を実施しました。 

➣2017(平成 29)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応やピクトグラムの活用に向け、対応策を検討しました。 

➣2018(平成 30)年度   

・幕張新都心地区の歩行者向け案内サインを改修しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅周辺の歩行者向け案内サイン 14 基などに、ＱＲコードによる多言語案内を導入します。 

⇒関連 道路案内標識の英語表示修正 ☆（Ｐ●● 方向性４） 

多言語対応の強化・推進のため、市内の道路標識の英語表示を国土交通省基準に統一し、外国人

旅行者の円滑な移動や快適な滞在に資する都市環境の向上を目指します。 

⇒関連 外国人観光客受入環境整備等支援 （Ｐ●● 方向性４） 

外国人観光客による市内飲食店、宿泊施設、商店などの利用を促進するため、多言語対応やハラ

ール、免税店化、Wi-Fi環境の整備等に係る経費の一部を助成します。 

① 会場周辺の受入環境の整備 
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○ 受動喫煙対策  

＜健康企画課＞ 

競技会場都市として、受動喫煙防止対策を国際水準とするため、改正健康増進法及び本市独自の

条例により、実効性の高い対策を講じます。 

➣2017(平成 29)年度～ 

  ・2020 年 4 月の改正健康増進法及び本市独自の条例の施行に向けて、周知啓発や飲食店の禁煙化

支援などを実施しています。 

 

○ 路上喫煙・ポイ捨て防止対策 

＜廃棄物対策課＞ 

路上喫煙による火傷などから歩行者の安全を守るとともに、美しい街づくりを推進するための

対策の一つとして、屋外に喫煙所を設置し、違反行為の防止効果や周辺環境への影響などについ

て、調査・分析を行います。 

➣2018(平成 30)年度～ 

・海浜幕張駅高架下に喫煙所を設置しています。 

 

○ 海浜幕張駅前公衆トイレ改修   

＜収集業務課＞ 

幕張メッセの最寄駅である海浜幕張駅周辺環境の整備として、海浜幕張駅前公衆トイレの改修を

行い、観光客等の利便性を高めます。 

 ➣2019(平成 31)年度 

・改修工事を実施します。 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

バリアフリー化の推進  

検討 

調査      

 

 

大会関係者・観

客の受入にふさ

わしい環境の整

備 

歩行者向け案内サインの 

多言語対応等 
 

検討 

調査 

 

 

   

 

   

海浜幕張駅前公衆トイレ改修        

受動喫煙対策   

 

 

 

★ 

 

 ★ 

   

路上喫煙・ポイ捨て防止対策 

(海浜幕張駅周辺地区における実証事業 ) 
       

設計・整備 

改修・整備 協議 

QR コードの導入 

検討 

法改正 

条例制定 

東 

京 

大 

会 
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選手・観客等の安全を確保するため､大会組織委員会や千葉県等の関係機関と連携を図り、

役割を明確にし、災害等への危機管理対策や、外国人に向けた対応力を強化します。  

 

○ 競技会場を考慮した消防警備計画の策定及び訓練の実施  

＜消防局 警防課＞ 

競技会場を管轄する消防機関として、災害発生時に対する即応体制を確保した消防警備の万全な

体制での実施に向け、消防警備計画の策定とともに、訓練を実施し、来場者及び市民の安全・安心

を守ります。 

⇒ 災害対応については、消火・救助のみならずテロ災害対応等を勘案した計画とします。 

⇒ 救急対応については、多数傷病者対応、多言語対応、熱中症対応等を勘案した計画とします。 

➣2017(平成 29)年度  

・幕張メッセにおける千葉県国民保護共同実動訓練等、東京 2020大会を見据えたテロ災害対応訓

練を実施しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・外国人に対するコミュニケーション能力の構造を図るため、翻訳アプリ等を活用した外国人傷

病者対応訓練を実施しました。 

・千葉県国民保護共同訓練において幕張メッセでのテロ災害を想定した図上訓練を実施する等、

東京 2020大会を見据えた訓練を実施しました。 

 

○ 防火安全対策及び避難安全対策の推進  

＜消防局 予防課＞ 

競技会場や周辺施設、ホテル・旅館等の宿泊施設、観光施設等への的確な防火安全指導を通じて、

外国人や障害者等多様性のある方々への対応を含めた防火安全対策及び避難安全対策を推進します。 

 ➣2016(平成 28)年度  

・防火対象物に係る表示制度推進計画を策定しました。 

 ➣2017(平成 29)年度～  

・防火安全対策として、宿泊施設等の立入検査を実施しています。 

 

○ 防犯カメラの設置  

＜地域安全課＞ 

安全で安心なまちづくりを推進するため、JR主要駅周辺などに防犯カメラを新たに設置します。 

➣2018(平成 30)年度   

・千葉駅周辺等に防犯カメラを計 13台設置しました。 

 ➣2019(平成 31)年度   

・海浜幕張駅周辺等に防犯カメラを設置します。 

 

② 安全・安心な大会開催のための対策 
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○ 危機管理対策  

 ＜危機管理課＞ 

安全・安心な大会開催に備えるため、大会組織委員会などの関係機関との連携を図り、危機管理

対策を進めます。 

➣2017(平成 29)年度  

・幕張メッセにおける千葉県国民保護共同実動訓練等、東京 2020大会を見据えたテロ災害対応

訓練を実施しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・千葉県国民保護共同訓練において幕張メッセでのテロ災害を想定した図上訓練を実施する等、

東京 2020大会を見据えた訓練を実施しました。 

 

○ 外国人救急患者受入れ対応  

＜健康企画課＞ 

  外国人の救急患者受入れについて、より円滑に対応できるよう、国の取組みを参考にしながら、

医療通訳の活用や多言語対応の問診票の普及など、受け入れ環境の充実を図ります。 

 

○ 感染症対策 

＜健康企画課＞ 

感染症を流行させないよう、注意喚起など予防対策に取り組むとともに、特に感染力が強い風し

ん、麻しんについては、ＭＲワクチン接種を推進します。 

➣2018(平成 30)年度  

・ＭＲワクチン予防接種費用を助成しています。 

 

 

○ 救急隊員や消防隊員向け研修 

＜消防局 救急課、消防学校＞ 

東京 2020大会の開催を控え、市内で爆弾テロが万が一発生した場合の対応方法や、訪日外国人対

応として語学力の向上を図るため、救急隊員や消防隊員に向けて研修を行います。 

 ➣2017(平成 29)年度～ 

  ・救急隊員を対象に、テロ災害発生時における救急活動に関する研修を実施しています。 

  ・消防学校において、外国人講師を招き、英語教育を実施しています。 

 ➣2018(平成 30)年度～ 

    ・市立青葉病院救急ワークステーションにおいて、全救急隊員を対象に、重症外傷を負った事故

を想定した活動訓練を取り入れています。 
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本市を訪れる方の利便性向上のため、各交通手段の活用により、交通アクセス向上を図りま

す。 

 

○ ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進  

＜交通政策課＞ 

多くの競技が実施予定の実施される東京臨海部との鉄道交通の利便性向上を図るため、鉄道事業

者等と臨時列車の運行について協議を行い、臨時列車の運行など、ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道

りんかい線との相互直通運転の促進を図ります。 

 

○ 高速バスの利便性向上 ☆   

＜交通政策課＞ 

外国人観光客訪日外国人の利便性向上を高める図るため、本市と成田・羽田空港からのを結ぶ高

速バスの増便や発着所の整備など臨時便によりるアクセス性の向上を促進しますについてバス事業

者と協議を行います。 

 

○ バスＩＣカードシステムの整備 

＜交通政策課＞ 

バスを利用する地域住民、市内観光客の利便性向上のため、バス事業者に対しＩＣカードシステ

ム導入を促進します。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・市内全バス事業者のＩＣカードシステム導入完了 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

競技会場を考慮した消防警

備計画の策定及び訓練の実

施 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

安全・安心な大

会を迎える体制

の構築 

防火安全対策及び避難安全

対策の推進 
       

防犯カメラの設置   
 

    

外国人救急受入れ対応        

感染症対策        

救急隊員や消防隊員向け研修        

③ 交通アクセスの向上 

訓練 

策定 

設置 

検討・準備 
随時修正 

東 
京 

大 

会 
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○ 幕張新都心拡大地区新駅の整備促進  

＜交通政策課＞ 

交通アクセス充実のため、ＪＲ京葉線海浜幕張駅－新習志野駅間にある幕張新都心拡大地区への

新駅の整備を促進します。 

 

○ 旅客船の運航実験等 ☆  

＜海辺活性化推進課＞ 

インバウンドを推進するとともに、みなとの賑わいを創出するため、羽田空港と千葉みなと間で

訪日外国人旅行者を対象とした旅客船の運航実験等を国土交通省により実施し、旅行ニーズが多様

化する中での海上交通の可能性を検証した結果を踏まえ、東京湾クルーズを実施する民間旅客事業

者の誘致を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

ＪＲ京葉線・りんかい線の

相互直通運転の促進 
     

 

 

相互直通運転に向

けた臨時列車の運

行、アクセス向上 

高速バスの利便性向上        
空港からの  

アクセス向上 

バスＩＣカードシステムの

整備 
       

市内全バス事

業者の ICカー

ドシステム導

入 

幕張新都心拡大地区新駅の整

備促進 
       

幕張新都心の

利便性向上 

旅客船の運航実験等  
 

 
 

   海上交通の活用 

【H28(2016)運航実験（結果）】 

航路：東京（有明）～千葉みなと・船橋間 

時期：平成 28年 7 月～9月、12月～1月 

国内旅行者を対象に、約 1600 人が乗船し東京

湾ｸﾙｰｽﾞを満喫した。 

運航実験 誘致の促進 

【H29(2017)運航実験（結果）】 

航路：東京（羽田空港）～千葉みなと間 

時期：平成 29年 12月～1月 

訪日外国人旅行者を対象に、期間中 4 往復

実施した。 

東 

京 

大 

会 

東京 2020 大会開催時までの開業

が困難であるため。 

海上交通の実証実験の結果、輸送手段とし

ての定期便の運航は困難であるため。 
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◆１－２ 大会機運の醸成 

 

 

 

 

2020 年に向けて、市民がオリンピック・パラリンピックの魅力を感じ、本市での両大会の

競技開催に誇りを持つことができる様々なイベント等を実施します。 

 

 

○ 機運醸成イベント・ＰＲの実施 

大会機運の醸成を高めるため、イベントの実施やＰＲ活動を行うとともに、本市で開催される、

レスリング、フェンシング、テコンドーのオリンピック３競技、車いすフェンシング、テコンドー、

ゴールボール、シッティングバレーボールのパラリンピック４競技について、競技団体等と連携・

協力して、競技への理解を深め、関心を高めます。 

➣平成29年度  千葉県等と共同で、オリンピック・パラリンピック３年前イベントを実施しました。  

➣平成 30 年度 千葉県等と共同で、大会開催２年前イベントを実施します。また、パラスポーツ普

及イベントやＰＲ活動を実施します。 

    

○ 機運醸成イベントの実施  

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

大会開催まで 1 年となり、更なる大会開催機運の醸成を図るため、経済界、競技団体、関係団体

等との連携・協力のもと、イベントや競技体験会等を実施し、市内で開催されるオリンピック３競

技、パラリンピック４競技への市民の関心を高めていくことにより、本大会での観戦への動機づけ

を行っていきます。 

さらに、市民が主体的に行うオリンピック・パラリンピックに「つながる」活動を促進し、経済

界・大学・行政及び市民を挙げて、大会成功に向け盛り上げていきます。 

➣2016(平成 28)年度   

・リオパラリンピックの開催を機にパラリンピック競技普及イベントを実施しました。 

➣2017(平成 29)年度  

・千葉県等と共同で、大会開催３年前イベントなどを実施しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・千葉県等と共同で、大会開催２年前イベントなどを実施しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・千葉県等と共同で、大会開催１年前イベントなどを実施します。 

 

 

 

 

① 大会機運を高める取組の実施 

取組みが拡大したため、「◯機運醸成イベントの実施」 

「◯ＰＲ活動の実施」に分割した。 
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➣チーム幕張と連携した取組を推進します。 

 

チーム幕張 

 東京２０２０大会において幕張メッセで実施される、パラリンピック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）の国内競技団体が、大会の成功

と有意義なレガシーを残すことを目的に結成された、４団体による協力・連携を行うチームです。

大会の成功や大会後の継続的な競技の普及を目指し、小学校などでの競技体験や競技普及イベン

トの開催などで連携していきます。 

 

 

➣大会組織委員会が実施、推進している「参画プログラム」及び「東京五輪音頭－2020－」につい

て、本市においても活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

東京五輪音頭－2020－ 

 大会組織委員会において１９６４年に流行した「東京五輪音頭」を大会組織員会がリメイクし

た「東京五輪音頭－2020－」を制作し、千葉市にのＣＤ・ＤＶＤが提供されました。を、オリン

ピック・パラリンピック振興課及び各区役所にて、市内団体を対象に貸出しています。 

 

 

 

○ ＰＲ活動の実施 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

 大会時に幕張メッセに多くの市民が観戦に足を運ぶよう、様々なＰＲ活動を通じ、大会機運の醸成

を図り、市民のオリンピック・パラリンピックへの興味・関心を高めます。 

➣2017(平成 29)年度 

・大会開催までの日数を表示するカウントダウンカレンダーを作成し、千葉駅等に設置しました。 

➣2018(平成 30)年度 

・千葉都市モノレールでオリンピック・パラリンピックのエンブレムや開催競技がデザインされた

ラッピング車両の運行などを実施しました。 

➣2019(平成 31)年度 

・大会会場周辺や中心市街地にエンブレムやマスコット等を用いた横断幕・懸垂幕等の設置などを

行います。 

 

参画プログラム 

全国の様々なイベントを大会組織委員会が認証し、対象組織・団体がオリンピック・パラリン

ピックとつながりを持ちながら東京２０２０大会に向けた参画、機運醸成及び大会後のレガシー

創出に向けたイベントが実施できる仕組みです。本市における機運醸成イベント等でも認証の取

得を目指しを受けています。 
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○ 市民による自発的な大会機運の醸成活動等に対する支援 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

 市民の大会参加意識の高揚を図るため、大会の機運醸成等に寄与する市民団体の自発的な活動に

対して支援を行います。 

➣2019(平成 31)年度～  

・機運醸成等に寄与する活動を行う市民団体に対し助成します。 

 

○ おもてなしアイデア募集、実践  

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

市民や団体の皆さんが既に実践していることで、来訪者へのおもてなしや大会の盛り上げにつな

がる活動や、新たに行ってみたい活動のアイデアの募集を行います。 

また、市民の自発的な活動を促し、大会への参加感を高めるため、寄せられたアイデア等を広く

発信・紹介していきます。 

 

○ オリンピック・パラリンピック教育の推進  ❏ 【再掲】  

＜教育委員会 企画課＞ 

すべての市立小・中学校、特別支援学校、高等学校を「オリンピック・パラリンピック教育実施

校」とし、スポーツの価値を知るための学習やパラスポーツの体験、パラリンピックを教材とした

道徳教育の展開、カード教材等を使った外国語活動などを通じて、多様性理解や国際理解の力を育

むための教育を行います。 

➣2016(平成 28)年度～  

・千葉市オリンピック・パラリンピック教育実施方針を策定し、実施しています。 

➣2017(平成 29)年度   

・市立学校１７１校が「オリンピック・パラリンピック教育実施校」として認証を受けました。 

・4月 6日、打瀬中学校で「東京 2020教育プログラム拡大スタートイベント」を開催しました。 

・平成 29 年 12 月～平成 30 年 2 月、東京 2020 大会マスコット選考に係る小学校での投票が行わ

れました。 

 

○ オリンピック・パラリンピック学習読本等を活用した学習活動 ❏ 

＜教育指導課＞ 

ＪＯＣから提供されたオリンピック・パラリンピック学習読本等を活用し、オリンピック・パラ

リンピックの意義や歴史を学ぶ授業を展開します。 

➣2017(平成 29)年度   

・研究指定校３校（都小、真砂東小、千城台南中）で実施しました。 

➣2018(平成 30)年度～  

・市立全小・中学校で実施しています。 
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○ オリンピック・パラリンピック記念給食の提供 ❏  

＜保健体育課＞ 

東京 2020大会の開催に向けて、市内で開催される競技の発祥国の家庭料理を給食として提供します。  

➣2017(平成 29)年度   

・ギリシャの家庭料理を提供しました。 

➣2018(平成 30)年度   

・フランスの家庭料理を提供しました。 

 ➣2019(平成 31)年度   

・韓国の家庭料理を提供します。 

 

○ オリンピック・パラリンピック記念小学校陸上大会 ❏ 

＜教育委員会 企画課＞ 

小学校陸上大会にパラリンピアン等を招へいし、児童のオリンピック・パラリンピックに対する

興味関心の高揚につなげます。 

 ➣2018(平成 30)年度～ 

・小学校陸上大会にパラアスリートを招へいし児童との交流を行っています。 

 

○ オリンピック・パラリンピック関係国を調べ応援する活動 ❏  

＜教育指導課＞ 

市内小学生が、関係国を調べ応援する活動を行い、学校ごとに国や競技を決めた応援を検討します。 

➣2018(平成 30)年度～  

・社会科、特別活動、総合的な学習の時間を使い、参加国についての学習活動を行っています。 

 

○ オリンピック・パラリンピック応援作品の制作 ❏ 

 ＜教育委員会 企画課＞ 

 各学校の創意工夫により、オリンピック・パラリンピック選手を応援する作品を制作します。 

 

○ 公民館等におけるオリパラ関連講座の開催 ❏ 

 ＜生涯学習振興課＞ 

オリンピック・パラリンピック等に対する理解を深めるための関連講座を各区で開催します。 

 

○ オリンピック・パラリンピック企画展示の実施  

＜中央図書館 管理課、情報資料課＞ 

図書館内に特設コーナーを設置し、競技用車いす等と共に関係資料の展示を行うことにより、オリンピッ

ク・パラリンピックの情報を発信します。 

 ➣2017(平成 29)年度  

・オリンピック・パラリンピックの関連本を収集し、「TOKYO2020」オリンピック・パラリンピック展示を実施しました。 

  ➣2018(平成 30)年度～  

・中央図書館展示コーナーにオリンピック・パラリンピックの常設コーナーを設置しています。 
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○ 聖火リレーの誘致  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

東日本大震災の被災地を聖火リレーが結ぶことで、震災の記憶の風化防止と復興のアピールにつ

ながります。被災地である本市を聖火リレーが通り、市民にすべての被災地の復興への願いとオリ

ンピック・パラリンピックへの機運が高められるよう、情報収集と誘致活動を実施します。 

 ➣2018(平成 30)年度  

・オリンピック聖火リレーについて、千葉市・市原市・四街道市の３市を含む圏域をルートに選

定することなどを盛り込んだ要望書を千葉県に提出しました。 

 

○ パブリックビューイング等イベントの実施 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

大会期間中に東京 2020大会の選手の活躍を一体感を持って応援できるパブリックビューイング等

のイベントの実施を検討します。 

➣平成 28(2016)年度 

・9月に開催されたリオパラリンピックを活用し、幕張新都心を中心に映像・演出によるＰＲやパ

ラリンピック競技普及イベントによる機運醸成・ＰＲ活動を実施しました。 

 

○ シティ装飾の検討実施  

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

まち全体で、東京 2020大会機運を感じられるよう、シティ装飾の実施に向けて、関係機関と調整

します。会場都市として、大会に向けた祝祭感、来訪者へのおもてなしをする雰囲気等を醸成する

ためのシティ装飾を関係機関と調整し実施します。 

 

○ 「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」への参加  

＜廃棄物対策課＞ 

大会組織委員会が主催する、約５０００個の金・銀・銅メダルを全国各地から集めたリサイクル

金属で作る国民参加型プロジェクトである「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」

に参加し、市民の協力により回収した使用済小型家電等をメダルの原材料として提供します。 

 ➣2017(平成 29)～2018(平成 30)年度  

・市民の協力により使用済小型家電等を回収し、メダルの原材料として提供しました。 

 

 

○ 事前キャンプ受入の検討・調整  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

大会直前や大会期間中、本市内の宿泊施設や練習会場は、本大会のための使用が最優先となるこ

とから、個別の事前キャンプへの施設の優先確保は困難な状況が予想されます。本市内での事前キ

ャンプの希望があった場合には、実施時期や使用希望施設などを確認して、対応が可能か、検討・

調整します。  

 

積極的な誘致活動を 

行っていないため。 
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

機運醸成イベント、ＰＲ活

動の実施 
     

 

 
東京 2020 大会機運

の醸成、７競技のに

対する理解・関心の

高まり 

市民による自発的な大会機運

の醸成活動等に対する支援 
       

おもてなしアイデア募集、実践        

オリンピック・パラリンピック

教育の推進 
       

オリンピック・パラ

リンピック教育を通

じた機運の醸成 

オリンピック・パラリンピック

学習読本等を活用した学習

活動 

       

オリンピック・パラリンピック

記念給食の提供 
       

オリンピック・パラリンピック

記念小学校陸上大会 
       

オリンピック・パラリンピック

関係国を調べ応援する活動 
       

オリンピック・パラリンピック

応援作品の制作 
       

公民館等におけるオリパラ

関連講座の開催 
       

オリンピック・パラリンピック

企画展示の実施 
  

 
    大 会 機 運 の 醸 成 

聖火リレー誘致    
  

  聖火リレーの本市通過 

パブリックビューイング等

イベントの実施  
 

リオ

大会   
 

  大 会 機 運 の 醸 成 

シティ装飾の検討実施        
まち全体の機運祝祭

感等の高まり 

「都市鉱山からつくる！み

んなのメダルプロジェク

ト」への参加 

       

使用済小型家電

等の回収及び提

供によるリサイク

ルメダルの実現 

情報収集・誘致活動 
要望書提出 

競技の 

普及・

促進の

継続を

検討 

東 

京 

大 

会 

実施 

実施 
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◆１－３ ボランティア活動の推進 

 

 

 

 

東京 2020 大会を機に訪れる国内外からの来訪者に、会場周辺駅や観光地などで交通・観光

案内等を行う都市ボランティアを募集・育成・実践運営します。 

また、高まるボランティアへの関心を背景に、ボランティア募集情報等を一元的に発信でき

る環境を整えます。大会を機に構築するボランティア体制や、おもてなし機運の高まり等を、

大会終了後も継続し、本市ボランティア文化の醸成につなげるため、チーム千葉ボランティア

ネットワークを運営します。 

 

○ 都市ボランティアの募集・育成・実践運営  

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

2017（平成 29）年度末から 2018（平成 30）年度にかけて、2 次にわたり 2020 年に向け、都市ボ

ランティア参加者を募集し、採用者に対しての研修等を実施します。 

2018年 8月の世界女子ソフトボールを皮切りに、2019（平成 31）年度のその一環として、国際大

会やオリンピックテストイベントなどに派遣し、そこで得た経験やノウハウを東京 2020大会につな

げていきます。 

 ➣2017(平成 29)年度～  

・都市ボランティアリーダー候補を募集し、約 120 名を採用しました。 

 ➣2018(平成 30)年度   

・リーダー候補者向け研修を実施しました。 

・世界女子ソフトボール選手権大会において都市ボランティア活動を実施しました。 

  ➣2018(平成 30)年度～  

・都市ボランティアの募集を行い、千葉会場エリアに 3,787 名（募集人員 1,700 名）の応募があ

りました。 

 

○ 関係自治体との連携・検討   

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

東京都や千葉県等の関係自治体と都市ボランティアの業務内容や必要数、募集・育成方法、外国

人や障害のある人のサポート方法、マニュアルやユニフォームの共通化など連携事項について東京

都や千葉県等の関係自治体と検討します。  

 

 

 

 

 

① 都市ボランティアの運営 
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○ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の実施 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

外国人観光客訪日外国人等が安心して滞在できる環境を整えるため、街中で困っている外国人や

障害のある方を見かけた際などに積極的に声をかけ、道案内等の手助けをするボランティアを育成

するとともに、受講者を都市ボランティアへの参加に繋げます。 

➣2017(平成 29)～2018(平成 30)年度  

・外国人とのコミュニケーション基礎及び障害者サポートを学習するおもてなし講座及び外国人

との簡単なやり取りができる会話力を学習する身につける語学講座を計各年度 10 コース実施

しました。 

 

○ 都市ボランティア公開講座の実施   

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

市立中学校・高校において講座を実施し、ボランティアに対する関心等を高めます。 

➣2018(平成 30)年度  

・市立高校 21校、市立中学校 2025校で実施しました。 

➣2019(平成 31)年度   

・市立高校 1校、市立中学校 30校で実施します。 

 

⇒関連 国際交流ボランティアによる活動 （Ｐ●● 方向性３） 

通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランティアによる

外国人来訪者へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームページ、情報誌や、各イ

ベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。 

⇒関連 国際交流ボランティアリーダーの育成 （Ｐ●● 方向性３） 

本市の国際化を推進し、外国人来訪者受入体制を強化するため、通訳ボランティアスキルアップ

講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティアリーダーを発掘・育成します。 

⇒関連 観光ボランティアによる活動 （Ｐ●● 方向性４） 

本市を知るきっかけ作りや、興味をもって来訪された方に対して見どころを紹介するなど、千葉

市観光協会に登録している観光ボランティアと協力し、人気スポットの紹介やガイドツアーを行う

など、来訪者へのおもてなしを実施します。 

⇒関連 外国人向け観光ボランティアガイドの養成 （Ｐ●● 方向性４） 

語学力と観光の知識、おもてなしの心を備えた外国人向け観光ボランティアガイドを養成し、観

光ガイド同行ツアーを設定することで、訪日外国人客の滞在機会の創出及び本市観光に対する満足

度向上、本市のＰＲ・イメージアップを図ります。 
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○ チーム千葉ボランティアネットワークの運営 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

大会終了後も継続するボランティア文化の醸成を目的に、大会に向けた都市ボランティアの体制

構築のみならず、経験や活動分野等を問わないボランティア全般のネットワークを運営し、ボラン

ティア情報等の発信などを通じ、本市ボランティアの裾野を広げます。 

 ➣2017(平成 29)年度  

・チーム千葉ボランティアネットワークを設立しました。 

 

 

※上記、ボランティアは、2020 年に様々な場での活躍が期待されます。 

（参考）大会ボランティアは約８万人、東京都の都市ボランティアは約１万人以上が必要と 

想定されています。 

 

 

 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

都市ボランティアの募集・研修

育成・運営の実施  

 

 
 

 

 

 

 

市民の積極的参加 

来訪者へのおもて

なし力の向上 

大会終了後も継続

するボランティア

文化の醸成 

関係自治体との連携・検討        

外国人おもてなし語学ボランティ

ア育成講座の実施 
       

都市ボランティア公開講座の実施        

チーム千葉ボランティアネッ

トワークの運営 
       

先行都市ボランティアリーダー候補者の募集、研修 

都市ボランティアの募集・研修・育成・実践 

世界女子ソフトボール大会での実践 

国際大会等への派遣 

東 

京 

大 

会 
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平成 29(2017)年度～ 検討事項について 

    本市における、都市ボランティアのあり方について、東京都、千葉県と情報共有を図りながら、 

検討します。 

   ・業務の種類、必要とする人数 

   ・活動場所 

・既存のボランティアの活用方法 

・ボランティアリーダーの育成              

・その他ボランティアの活用                など 

 

 

大会時のボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

大会時に様々なボランティアとして活躍 

 

 

 

現在のボランティア 

 

 

 

 

 

 

 

  

大会関連ボランティア 

＜大会ボランティア＞ 

（大会組織委員会） 

大会会場で競技運営、会

場案内、輸送などの大会運

営に従事 

 

【会場内】 

＜都市ボランティア＞ 

（自治体） 

会場周辺や主要な空港・ターミナ

ル駅・観光地などで、国内外からの

観光客への観光・交通案内等に従事 

 

【会場外…幕張新都心、主要駅など】 

＜大会を支える様々なボ

ランティア＞ 
（自治体、各団体、個人） 

地域で様々な活動を実施 

・環境美化 

・その他おもてなし 

 

千葉市関連ボランティア 

国際交流（通訳） 観光案内 スポーツ・福祉等地域で活動

する様々なボランティア 

ボランティアに参加 

していない個人 

千葉市民 

都市ボランティアのあり方について 

整理が進んだため。 
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○ スポーツボランティアの参加機会の充実 ☆ 

＜スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック調整課、オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

スポーツを支える文化の醸成を図るため、市民がスポーツボランティアに参加する機運を醸成し、

機会の充実に努めます。 

➣毎年開催される車いすバスケットボール全国選抜大会市内で開催されるイベントなどにおいて、

市内大学と連携し学生のボランティア参加を図ります。 

⇒関連 スポーツへの理解の促進 （Ｐ●● 方向性２） 

市内の競技団体やスポーツ大会主催者等に対して、観戦者へ競技のルールや見どころを解説する

ボランティアの配置を働きかけ、スポーツへの興味や関心を高めます。 

 

  

② スポーツ大会を支えるボランティアの普及 
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◆１－４ 関係団体等と連携した取組の推進 

 

 

 

○ 経済界と連携した取組  

＜関係課：オリンピック・パラリンピック調整課、オリンピック・パラリンピック振興課＞  

千葉商工会議所や千葉県商工会議所連合会が中心になり結成された「みんなで応援！千葉経済団

体協議会」や、大会スポンサーによって結成された「オリンピック・パラリンピック等経済界協議

会」と連携・協力して 2020 年に向けた取組を進めます。 

 

◆１－５ 千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進 

 

 

 

本市は、千葉県が設置する「2020東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議」の「大

会の成功・開催効果の全県への波及専門部会」、「キャンプ・国際大会・ＭＩＣＥ誘致専門部会」、及

び「都市ボランティア分科会」に参加しており、千葉県や関係団体と連携・協力して、2020 年に向

けた取組を進めます。 

 

 

 

 

東京 2020大会開催にあたり、千葉県・千葉市に求められる役割を明確にするとともに、連携・協

力して、2020年に向けた取組を進めます。 

 

◆１－６ 大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力 

 

 

 

東京 2020大会開催にあたり、大会組織委員会と千葉県・千葉市の役割を明確にするとともに、オー

ルジャパンの一員として、大会の成功に向け、連携・協力を図っていきます。 

 

   

 

 

九都県市（１都３県及び管内政令市）として総合的に支援・協力し大会に関する取組を進めます。 

 

① 2020 年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議の取組に協力 

 

②「九都県市 2020 年東京オリンピック・パラリンピック連携会議」での取組の推進 

① 大会組織委員会や国内競技団体等との連携した取組の推進 

② 千葉県と連携した取組の推進 

① 関係団体等との連携した取組み 

１－５と１－６を、 

１－４に集約したため。 
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○ 関係団体と連携した取組  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

 東京 2020大会開催にあたり、大会組織委員会・千葉県・経済界・国内競技団体等と連携・協力して、

2020 年に向けた取組を進めます。 

 

○ チーム千葉ボランティアネットワーク実行委員会の運営 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

ボランティア活動の推進やおもてなしなどの取組を市内関係団体等で構成する実行委員会で検討

し、千葉市の様々な主体が連携して実施することを目指します。 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

関係団体等との連携        オール千葉市

体制での大会

成功の実現 

 

チーム千葉ボランティアネ

ットワーク実行委員会の運

営 

        

東
京
大
会 
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［方向性の概要］ 

本市出身や、本市在住・在勤など本市ゆかりのアスリートが、世界で活躍し全国に感動を与えるこ

とは、市民の誇りとなります。 

また、地元アスリートへの関心が高まり、応援することで選手の活躍を後押しします。 

本市は、これまで車いすスポーツの聖地を目指し、様々な取組を進めてきました。これらの車いす

スポーツの振興で培った経験を活かし、パラスポーツの盛んなまちへと発展を図り、障害のある人も

ない人もスポーツを通して交流できるまちづくりを推進します。 

また、市民がスポーツに親しむ環境づくりを進めるとともに、障害の有無や世代などに関わらず一

緒に楽しめるスポーツイベントの開催・支援を行うなど、市民がスポーツ文化を支える土壌を築いて

いきます。 

 

パラスポーツの呼称について 

 千葉市では、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として      

「パラスポーツ」を使用していきます。 

 

大会を機に高まる関心等を捉え、環境を構築し、スポーツ文化の普及・発展を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

次世代地元 

アスリートの支援 

～選手の活躍を期待～ 

応援する環境 支える環境 親しむ環境 

スポーツを取り巻く環境の向上 

市民・企業の応援 
選手・観客の増加 

スポーツイベントの開催 

トップアスリートの増加 

パラスポーツへの理解 

スポーツ文化を育む

環境の充実 

～スポーツへの関心～ 

パラスポーツの盛んなまちへ 

 

パラスポーツの普及活動の強

化 

車いすスポーツの振興と活動の

拠点化 

 

～パラリンピックへの関心～ 

スポーツによる市民交流の増加 

スポーツ文化の普及・発展 

障害の有無や世代などに関わらず、一緒にスポーツに親しみともに交流できるまち 
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◆２－１ 次世代地元アスリートの支援 

① 選手強化・育成支援や環境整備  

◆２－２ パラスポーツの普及活動の強化 

① パラスポーツの普及・促進 

② パラスポーツ・アスリートを支える仕組みづくり 

◆２－３ 車いすスポーツの振興と活動の拠点化 

① 車いすスポーツ大会の開催支援 

② 車いすスポーツの練習環境の充実 

③ 車いすアスリートがスポーツ活動を継続できる環境の整備 

◆２－４ スポーツ文化を育む環境の充実 

① 市民がスポーツに親しむ環境の充実 

 

 

 

● 東京 2020大会開催を機にスポーツを取り巻く環境が向上し、スポーツ文化が定着し発展 

・車いすスポーツ・アスリートを支え、車いすスポーツの聖地としてアスリートの活動の拠点となる環境  

・地元アスリートが活躍し、応援する環境 

 ・産学官によるスポーツを支える環境 

 ・市民のスポーツに対する関心が高まり、障害の有無や世代などに関わらず一緒にスポ

ーツに親しむ環境 

● パラスポーツの理解が深まり、障害のある人もない人も、スポーツを通してともに交流

できるまち 

● スポーツ大会やイベントの開催地に選ばれる都市に 

 

 

【指標】 

◇週に 1回はスポーツ・レクリエーション活動を行っている。 

現状値 29.7％（2014 年度）  ⇒45.0％（2021年度） 

◇スポーツ・レクリエーション活動の参加者数 

現状値 4,449 千人(2014 年度)⇒現状値 4,443 千人(2016 年度)⇒目標値 4,498 千人（2021 年度） 

◇市内のプロスポーツチームや市にゆかりのあるスポーツ選手に親しみを感じる。 

    現状値 36.5％（2014 年度）⇒目標値 50.0％（2021年度） 

◇パラスポーツの大会を会場で観たことがある人の割合 

現状値 4.5％(2016 年度)⇒現状値 9.1％(2018年度)⇒目標値 20.0％（2021年度） 

◇パラリンピアン等による学校訪問 

現状値 20 校(2016 年度)⇒現状値 121校(2018 年度)⇒ 目標値 全校訪問（2019 年度） 

 

 

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］ 
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[方向性２の取組] 

◆２－１ 次世代地元アスリートの支援 

 

 

   

アスリートが市内を本拠地に活動しやすいよう、練習や雇用の環境の向上に取り組むとと

もに、市民が地元アスリートを応援する環境づくりに取り組みます。 

 市内を拠点に活動するアスリートやチームの練習環境の向上に取組むとともに、市民が応援

する環境づくりに取り組みます。また、次世代を担う地元アスリートの支援として、高校生以

下のジュニア育成に取り組みます。 

 

○ 地元有望選手（全国大会優勝など）の市民への積極的広報 

＜スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

千葉市に縁のある選手の全国大会などでの活躍を、市政だよりやホームページ等で紹介していき

ます。 

 

○ 県民大会への選手派遣事業 ☆ 

＜スポーツ振興課＞ 

県民体育大会への選手派遣費用を一部負担し、選手層の底上げを図ります。 

 

○ アスリートの市内での雇用促進  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

アスリートが市内を本拠地に活動しやすいよう、市内での雇用を促進するため、関係団体と協力

した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。 

 

○ ジュニア育成事業  

 ＜スポーツ振興課＞ 

   ジュニア競技力向上事業、ジュニアスポーツ指導者講習会、ジュニア育成プログラムなど、ジュ

ニア世代の強化と普及を目的とした事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 選手強化・育成支援や環境整備 
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○ トップアスリートとの交流事業  

＜スポーツ振興課＞ 

オリンピアン・パラリンピアンなどを招いてのジュニアアスリート教室等の交流事業を実施しま

す。➣野球・サッカー・バスケットボールなどのトップスポーツチームやアスリートによる学校訪

問事業を実施します。と市民との交流を促進します。 

➣2016 (平成 28)年度  

・市内小中学校 17校で実施しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・市内小中学校 30校で実施しました。 

➣2018 (平成 30)年度  

・市内小中学校 34校で実施しました。 

➣2019 (平成 31)年度  

・市内小中学校 34校で実施します。 

 

○ 日本代表合宿などへの練習会場の提供  

＜スポーツ振興課＞ 

日本代表など活躍が期待される選手・チームの練習会場の確保を支援します。   

 

○ 講演会の実施  

＜スポーツ振興課＞ 

市にゆかりのあるトップスポーツチームや選手、著名人などの講演会を実施します。 

➣2018 (平成 30)年度～ 

・市内ゆかりのスポーツ選手等による講演会を実施しています。 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

市政だより、HPで有望選手

を広報 
     

 

 

地元選手を身近

に感じ、応援する

環境の醸成 

県民大会市代表選手派遣事業        地元選手の強化・底上げ 

アスリートの市内での雇

用促進・普及啓発 
       

アスリートの市

内就労者の増加 

ジュニア育成事業        

地元ジュニア世

代の強化と競技

人口の増加 

トップアスリートとの交

流事業 
       市民が選手を身

近に感じ、応援す

る環境の醸成 講演会の実施        

東 

京 

大 

会 
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パラスポーツの盛んなまちへ 

 

 千葉市は、東京 2020 パラリンピック競技大会が決まる前から車いすスポーツの聖地

を目指し取り組んできました。 

 千葉市は、世界のトップアスリートも使用する競技用車いす製造企業や、パラスポー

ツを支援する大学、全国有数の車いすバスケットボールチーム、世界で活躍する選手な

ど、車いすスポーツにとても縁があります。 

これら車いすスポーツに関わる都市資源と連携し、障害者が身近にスポーツできる環

境や、障害のある人とない人がともにスポーツを楽しむ社会の実現を目指してきまし

た。 

その結果、平成 27 年は車いすバスケットボール、ウィルチェアーラグビーの国際大

会の千葉ポートアリーナでの開催など、着実に実績を重ねてきました。 

 

2020年のパラリンピック開催を機に、車いすスポーツの聖地を目指した取組の経験

を活かし、さらにパラスポーツ全体へ発展させ、障害のある人もない人も、スポーツ

を通してともに交流できるまちづくりを推進します。 

 

＜取組のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車いすスポーツの聖地へ 

車いすスポーツの振興と活動の拠点化 

障害のある人もない人もともに交流できるまち 

パラスポーツ全体に発展 

パラスポーツの普及・強化 

◇障害のある人とない人が   

ともにスポーツを楽しむ 

社会づくり 

◇障害者が身近にスポーツ 

をできる環境づくり 

◇パラスポーツ・アスリートを応援・雇用する地元企業、大学、車いすスポー

ツチームなどを都市の資源として活用 

コラム 

「インクルーシブ」な取組 
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◆２－２ パラスポーツの普及活動の強化 

               ※車いすスポーツを含めた、パラスポーツへの取組 

 

 

 

本市で開催される、車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッティングバレ

ーボールのパラリンピック４競技や車いすスポーツなどのパラスポーツの関心を高め、理解を

深めるための取組を推進し、障害のある人もない人もともにスポーツができる環境の構築を進

めます。 

 

○ パラスポーツ・アスリートの積極的な広報  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

千葉市に縁のあるアスリートの活躍や競技のルール等を市政だより、ホームページ等で紹介しま

す。また、市内のデジタルサイネージ、大型ビジョン等を活用して、パラスポーツ大会の周知や競

技のＰＲを実施します。 

➣2017 (平成 29)年度～  

・パラスポーツの競技ルール等を映像化し、周知活動を展開しています。 

➣2018 (平成 30)年度～  

・パラスポーツ応援のための１５秒動画を作成し、周知活動を展開しています。 

 

○ パラスポーツの普及・促進イベントの実施  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

広く市民、学生、企業、団体等が、市内の障害者パラスポーツチームやアスリートと交流したり、

競技を体験できる機会を増やすためのイベントを実施するとともに、各競技団体と連携・協力し、

４競技をはじめ車いすスポーツなどの普及を進め、パラスポーツ・アスリートを応援するファン拡

大に努めます。 

➣チーム幕張との連携（Ｐ●●参照） 

➣パラスポーツ体験イベント 

・パラスポーツパラスポーツフェスタちば等の体験イベント等を毎年開催し、市民等への普及を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① パラスポーツの普及・促進 
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○ パラスポーツの大会開催を支援  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内で開催される大規模パラスポーツ大会の周知・ＰＲなど開催を支援するとともに、市民が観

戦する機会を創出しますするための周知・ＰＲ活動を行います。特に、子どもたちのパラスポーツ

への関心が高まるよう、市内小中学校等に積極的に周知します。 

➣平成 29(2017)年 8 月、千葉ポートアリーナで開催されたジャパンパラゴールボール競技大会に際

し、子どもたちとの交流や市の広報媒体等を積極的に活用した周知活動など大会を支援しました。 

⇒関連 車いすスポーツ大会の開催を支援 （Ｐ２９） 

千葉ポートアリーナで開催される大会 開催時期 

シッティングバレーボールチャレンジマッチ 2019 2019年 5月 

2019IBSAゴールボールアジア・パシフィック選手権大会 2019年 12月 

 

 

○ パラリンピアン等による学校訪問 ❏ 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

小・中学校へパラリンピアン等が訪問し、講演や体験会を通して、競技や障害者への理解を深め、

市内で開催されるパラスポーツ大会の観戦につなげます。また、市民等へ周知し見学してもらうこ

とで、地域での関心を高めます。 

➣2016 (平成 28)年度  

・20校で実施しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・51校で実施しました。 

➣2018 (平成 30)年度  

・50 校で実施しました。（平成 31 年度までに市内小・中学校 168 校実施予定）また、ウェルチェアラ

グビーイギリス代表チームによる講話や、競技体験会を寒川小学校で実施しました。 

➣2019 (平成 31)年度  

・47校で実施します。（市立全小・中学校 168校実施完了） 
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○ パラスポーツ応援事業  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツの魅力や競技の迫力を体感できるパラスポーツ競技大会の会場内外においてパラス

ポーツ競技大会を盛り上げ、多くの市民が観戦しパラスポーツファンが拡大するよう、応援のため

の盛り上げイベントを、千葉県や経済界、地元企業などと連携し、パラスポーツ競技大会にあわせ

て応援イベントを実施します。 

⇒2018 年 5 月に千葉ポートアリーナで開催されるジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会を

皮切りに、下記の大会においても実施します。 

〇対象となる大会（予定） 

・ウィルチェアーラグビー日本選手権大会 

・ジャパンパラゴールボール競技大会 

・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

➣2018(平成 30)年度 

 ・ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 

 ・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

➣2019(平成 31)年度 

・シッティングバレーボールチャレンジマッチ 2019 

・2019IBSAゴールボールアジア・パシフィック選手権大会 

・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

 

○ パラスポーツ市民大会  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

2020年開催予定である東京 2020パラリンピック競技大会に合わせて実施する、パラスポーツボッ

チャの市民大会に向け、ルールや審判等の解説、指導や競技力向上のための講習を実施します。 

➣2018 (平成 30)年度～ 

・各区スポーツ推進員を対象にボッチャ講習会を実施しています。 

 

○ スポーツ大会等への障害者の参加促進  

＜スポーツ振興課＞ 

障害の有無に関わらず、スポーツに親しむことができるよう、千葉市体育協会やスポーツ振興会、

スポーツ推進委員などと連携し、スポーツ大会に障害者が参加できるような取組を促進するととも

に、地域のスポーツ活動にパラスポーツを取り入れます。地域のスポーツ活動に障害者が参加でき

る環境整備に取り組んでいます。 

➣2018 (平成 30)年度  

・サンスポ千葉マリンマラソンにおいて、視覚障害者枠が新設されました。 

  ・スポーツ振興会でパラスポーツ体験会を開催しました。 
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○ 初級障害者スポーツ指導員養成講習会の開催  

＜スポーツ振興課＞ 

障害者が身近な施設でスポーツを楽しめる環境整備を進めるため、パラスポーツの推進を図る、

地域の担い手を養成します。 

また、市内スポーツ施設の管理者に講習会受講を働きかけます。 

 ➣2016 (平成 28)年度  

・18人が資格を取得しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・23人が資格を取得しました。 

➣2018 (平成 30)年度  

・36人が資格を取得しました。 

 

○ 競技用具の購入  

＜スポーツ振興課＞ 

障害のある人もない人もともにスポーツができるよう、競技用具を購入し、市内体育施設に備えつけます。 

 ➣2016 (平成 28)年度  

・競技用車いす 5台、シッティングバレーボールネット等 1式を購入しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・競技用車いす 5台、ゴールボール(ゴール 1式、ボール 3個、アイシェード 6 個)を購入しました。  

➣2018 (平成 30)年度  

・競技用車いす 30台、ボッチャセット 4式、ゴールボール（ボール 7個）を購入しました。 

➣2019 (平成 31)年度  

・ボッチャセット 17式を購入します。 

 

○ パラスポーツ交流を通じた地域活性化事業  

＜稲毛区 地域振興課＞ 

共生社会の形成と地域の活性化を推進するため、障害のある人もない人も、子どもから高齢者ま

で共に楽しみ交流できるパラスポーツイベントを実施します。 

➣2017 (平成 29)年度～  

・ボッチャ体験会を実施しています。 

➣2019 (平成 31)年度～  

・ボッチャ用具の貸出を実施します。 

 

○ ボッチャコートの設置  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市民が気軽にボッチャを体験でき、パラスポーツへの理解と興味を深めるために、ボッチャコー

トを設置します。 

➣2018(平成 30)年度～  

・公共施設にボッチャコートを設置しています。 
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

パラスポーツ・アスリートの積極

的広報 
  

 

  

 

 

地元選手を身近

に感じ、応援す

る環境の醸成 

パラスポーツの普及・促進

イベントの実施 
       

パラスポーツ・

アスリートへの

理解・関心の向

上 

パラリンピアン等による学

校訪問 
       

パラスポーツ応援事業        

パラスポーツを

楽しむ人の裾野

拡大 

パラスポーツ市民大会    
 

   

初級障害者スポーツ指導員

養成講習会 
       

スポーツ交流を通した地域

活性化事業（稲毛区） 
       

講習会 

市民大会 

東 

京 

大 

会 

チラシや映像による周知

活動 
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幕張メッセ開催４競技および車いすスポーツなどのパラスポーツが普及し発展するよう、

アスリートの競技環境を向上させるための仕組みづくりに取り組みます。 

 

○ パラスポーツ・アスリートの応援企業との発掘連携  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等を積極

的に発掘し、と相互の連携を図ります。 

 ⇒（関連）パラスポーツ応援イベント （Ｐ●●） 

 

○ 障害者パラアスリートの市内での雇用促進  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。 

➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及啓発を実施

しています。 

➣2016(平成 28)年度  

・事業者に対し、パラアスリートを雇用している企業やパラアスリートによる講演などの障害者

雇用啓発セミナーを実施しました。約 30社が参加しました。 

➣2017(平成 29)年度  

・企業が集まるセミナーで、選手が障害者パラアスリートの雇用について講演を実施しました。 

  ➣2018(平成 30)年度 

    ・関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

パラスポーツ・アスリート

応援企業の発掘連携 
     

 

 

パラスポーツ・ア

スリートを支える

土壌の構築 

障害者パラアスリートの市

内での雇用促進・普及啓発 
       

障害者パラアス

リートの市内就

労者の増加 

② パラスポーツ・アスリートを支える仕組みづくり 

東 

京 

大 

会 
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◆２－３ 車いすスポーツの振興と活動の拠点化 

※ 本市の車いすスポーツの聖地を目指した取組 

 

 

 

市民がトップレベルの競技を身近で観戦し応援するなど、パラスポーツへの理解を深め、

支援していく土壌を築きます。 

 

○ 車いすスポーツ大会の開催を支援  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

千葉ポートアリーナで開催される大会 開催時期 

ジャパンパラ ウィルチェアーラグビー競技大会 平成 30年 5月 

ウィルチェアーラグビー日本選手権大会 毎年 12月頃 

長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

※長谷川良信…大会を主催・運営する淑徳大学の創設者 
毎年 3月頃 

 

○ 車いすスポーツ大会の周知  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内大会に多くの市民が観戦に訪れるよう、市の広報媒体等を積極的に活用した周知活動を行い

ます。 

➣子どもたちのパラスポーツへの関心が高まるよう、市内小中学校等に積極的に周知します。 

 

  

① 車いすスポーツ大会の開催支援 
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車いすスポーツの普及・発展につながるよう、練習環境の向上に必要な施設整備や施設の

運営方法を検討し、より多くのアスリートが練習できる環境を充実していきます。 

 

○ 日本代表への練習会場の支援  

＜スポーツ振興課＞ 

2016(平成 28)年 7月 22日、千葉ポートアリーナが車いすバスケットボールのナショナルトレーニ

ングセンター競技別強化拠点に指定されました。集中的・継続的にトレーニングを行う場を提供す

る等、日本代表へ練習会場を支援します。 

➣2015（平成 27）年度～ 

・千葉ポートアリーナにて床損傷を気にせずに競技に集中できるよう車いすスポーツ対応の多目

的コートを貸し出し、大会での利用など普及に貢献しています。 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

日本代表への練習会場

の支援 
     

 
 

選手の強化・競

技の普及 

② 車いすスポーツの練習環境の充実 

東
京
大
会 
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市民が車いすスポーツ・アスリートを身近に感じる環境と理解・関心を高め、市民・企

業等が支える土壌を構築し、車いすアスリートが育ち、活躍できる環境の向上に取り組みます。 

 

○ 車いすスポーツ・アスリートの積極的な広報  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

千葉市に縁のある車いすアスリートの活躍を市政だより、ホームページ等で紹介します。また、

競技のルール等を紹介します。 

➣2017 (平成 29)年度～  

・パラスポーツの競技ルール等を映像化し、周知活動を展開しています。 

➣2018 (平成 30)年度～  

・パラスポーツ応援のための１５秒動画を作成し、周知活動を展開しています。 

 

○ 車いすスポーツ広報イベントを実施  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

産学官連携による、車いすスポーツのＰＲイベントを実施します。 

➣平成 27(2017)年度～  

・車いすバスケットボールの体験イベントを実施しています。車いすスポーツの振興と活動の拠

点化を促進するため、市内大学がイベントの企画・運営を行い、企業や車いすバスケットボー

ルチームの協力のもと、産学官連携のモデル事業として、毎年実施しています。 

 

○ 車いすスポーツ・アスリートの応援企業との発掘連携  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等を積極

的に発掘し、と相互の連携を図ります。 

 ⇒（関連）パラスポーツ応援イベント （Ｐ●●） 

 

○ 車いすアスリートの市内での雇用促進  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。 

➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及啓発を実施

しています。 

➣平成 28(2016)年度  

・事業者に対し、パラアスリートを雇用している企業やパラアスリートによる講演などの障害者雇

用啓発セミナーを実施しました。約 30社が参加しました。 

➣平成 29(2017)年度 

・企業が集まるセミナーで、選手が障害者パラアスリートの雇用について講演を実施しました。 

③ 車いすアスリートがスポーツ活動を継続できる環境の整備 
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➣2018(平成 30)年度 

・関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

パラスポーツ・アスリートの積極

的広報【再掲】 
     

 

 

市民が選手・チームを

身近に感じ、応

援する環境の醸

成 

産学官連携による車いすス

ポーツの広報イベント 
       

車いすスポーツ

への理解と関心

の高まり 

車いすスポーツ・アスリー

ト応援企業との発掘連携

【再掲】 

       

車いすスポーツ大

会の協賛など、支

える土壌の構築 

車いすアスリートの市内で

の雇用促進・普及啓発【再

掲】 

       

車いすアスリー

トの 市内就労

者の増加 

東 

京 

大 

会 
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車いすスポーツへの理解と関心 

○車いすスポーツ大会の開催を支援 

○車いすアスリートの積極的な広報 

○産学官連携による車いすスポーツ

の広報イベント 

車いすスポーツの練習ができる環境 

○練習環境の向上 

○多目的コートの貸出 

○車いすスポーツ・アスリート応援企業の発掘 

○車いすアスリートの市内定着（車いすアスリートの市内での就労） 

車いすスポーツを取り巻く環境の基礎づくり 

車いすスポーツを取り巻く環境の発展 

車いすスポーツの振興と活動の拠点化 

≪２－３ 取組のイメージ≫ 

車いすスポーツの聖地へ 
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◆２－４ スポーツ文化を育む環境の充実 

 

 

 

市民がスポーツを「観る」機会や「する」機会を充実するとともに、スポーツに関する理

解を深めるよう取り組みます。 

また、障害の有無や世代などに関わらず、多くの市民がスポーツを通じて交流することが

できる取組を進めます。 

 

○ スポーツイベントの開催支援誘致の推進  

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

全国規模以上のスポーツ大会やイベントの誘致及び開催支援を行い、市民がスポーツにふれあう

機会を充実させ、スポーツの推進を図ります。 

千葉市内で実施された（される）大会 開催時期 

三菱電機 2015IWBF アジアオセアニアチャンピオンシップ千葉 2015年 10月 

三菱商事 2015ＩＷＲＦアジアオセアニアチャンピオンシップ 2015年 10月 

第１６回世界女子ソフトボール選手権大会 2018年 8月 

ジャパンパラゴールボール競技大会 2019年 2月、9月 

シッティングバレーボールチャレンジマッチ 2019 2019年 5月 

2019年アジアフェンシング選手権大会 2019年 6月 

千葉 2019ワールドテコンドーグランプリ 2019年 9月 

2019IBSAゴールボールアジア・パシフィック選手権大会 2019年 12月 

➣2018年ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会の開催が決定しました。 

➣2018年第１６回世界女子ソフトボール選手権大会の開催が決定しました。 

➣2019年ジャパンパラゴールボール競技大会の開催が決定しました。 

➣2019年アジアフェンシング選手権大会の開催が決定しました。 

➣2019年 WTF世界テコンドーグランプリシリーズの開催が決定しました。 

○ スポーツによる交流の促進  

＜スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

障害の有無や世代などに関わらず、広く市民が交流しともに楽しめるスポーツイベントの開催・

支援を行います。また、大学等が企画する、障害の有無に関わらずスポーツに親しむことができる

交流会の実施を支援します。 

 ➣2015(平成 27)年度～  

・千葉市スポーツレクリエーション、千葉市体育協会主催競技等において障害者の参加促進を図

っています。 

⇒（関連） スポーツ交流会の開催支援（Ｐ●● 方向性３） 

① 市民がスポーツに親しむ環境の充実 

上記の表で整理。 
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○ スポーツへの理解の促進  

＜スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内の競技団体やスポーツ大会主催者等に対して、観戦者へ競技のルールや見どころを解説する

ボランティアの配置を働きかけ、スポーツへの興味や関心を高めます。 

➣2017(平成 29)年度～ 

・ウィルチェアーラグビー、野球、アイススケートなどの競技で実施しています。 

 

○ スポーツボランティアの参加機会の充実 ☆【再掲】 

＜スポーツ振興課、オリンピック・パラリンピック調整課、オリンピック・パラリンピック振興課＞  

スポーツを支える文化の醸成を図るため、市民がスポーツボランティアに参加する機運を 醸成

し、機会の充実に努めます。 

➣毎年開催される車いすバスケットボール全国選抜大会市内で開催されるイベントなどにおいて、

市内大学と連携し学生のボランティア参加を図ります。 

 

○ トップアスリートとの交流事業【再掲】 

＜スポーツ振興課＞ 

オリンピアン・パラリンピアンなどを招いてのジュニアアスリート教室等の交流事業を実施しま

す。➣野球・サッカー・バスケットボールなどのトップスポーツチームやアスリートによる学校訪

問事業を実施します。と市民との交流を促進します。 

➣2016 (平成 28)年度  

・市内小中学校 17校で実施しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・市内小中学校 30校で実施しました。 

➣2018 (平成 30)年度  

・市内小中学校 34校で実施しました。 

➣2019 (平成 31)年度  

・市内小中学校 34校で実施します。 

 

○ スポーツ医科学に基づいた指導法の普及促進  

＜スポーツ振興課＞ 

適正なスポーツ指導法の普及により、誰もがより安全で、安心してスポーツできる環境づくりに

取り組みます。 

➣2015(平成 27)年度～  

・千葉市体育協会による「スポーツ医科学講習会」を実施しています。 
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○ 千葉市科学館でスポーツと科学に関連した企画展示や講演会等の検討実施 ❏ 

＜生涯学習振興課＞ 

スポーツと科学に関連したイベントのを実施に向け検討します。 

➣2018(平成 30)年度～  

・スポーツと科学に関連した展示を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

スポーツイベントの誘致や

開催支援 
     

 

 

市民がスポーツ

にふれる機会の

増加 

スポーツによる交流の促進        
地域住民のふれ

あいの促進 

スポーツへの理解の促進        
スポーツへの関

心の高まり 

スポーツボランティアの 

参加機会の充実【再掲】 
       

スポーツボラン

ティアの普及 

トップアスリートとの交流

事業【再掲】 
       

スポーツに親し

み支える文化の

醸成 

スポーツ医科学に基づく指

導法の普及促進  
   

 
   

適正なスポーツ

指導法の普及 

スポーツと科学に関連した

イベント 
       

スポーツへの関

心の高まり 

東 

京 

大 

会 
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コラム 

 

 

 

平成 27 年 車いすスポーツ国際大会を開催 

◆ 「三菱電機 2015ＩＷＢＦアジアオセアニアチャンピオンシップ千葉」（車いすバスケットボール） 

◆ 「三菱商事 2015ＩＷＲＦアジアオセアニアチャンピオンシップ」（ウィルチェアーラグビー） 

千葉ポートアリーナで両大会が開催され、車いすバスケットボールの男子代表とウィルチェアー 

ラグビーの代表が 2016年にリオで開催されるパラリンピックへの出場権を獲得しました。 

  

 両大会の開催に先立ち、近隣小学校で、「障害者アスリート交流キャラバン」を実施し、アスリート

による講演やデモンストレーション、車いす体験を行い、障害への理解や、アスリートとしての認識

を深めました。 

 両大会には、キャラバンを実施した小学校の児童が多く観戦に訪れ、チームや選手個人へ声援を送

るなど白熱した試合に熱中していました。 

  

また、交流キャラバンを体験した児童が、パラスポーツの魅力を体感し、家に帰り保護者に話すこ

とで、休日には保護者を連れた児童も多く訪れ、これまでのパラスポーツ大会にはない盛り上がりを

見せました。 

 

 選手も、大会中にサインを求められたり、これまでにはない声援が励みとなりました。 

 この大会での経験を、東京 2020パラリンピック競技大会に活かしていきます。 
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［方向性の概要］ 

東京 2020大会の開催を契機として、障害の有無や、国籍、言語、文化、宗教、性別、性的少数者

（ＬＧＢＴ）などの多様性を理解し尊重することができる共生社会の実現と、パラリンピックの成

功に向けて、パラスポーツ・アスリートとのふれあいを通した障害者への理解を促進するとともに、

ハード、ソフト両面のバリアフリーと多文化理解、活躍の場の創出など、多様性に対応した国際都

市となるよう取組を進めます。 

特に、全市立学校が「オリンピック・パラリンピック教育実施校」としての認証を受けるなど、

オリンピック・パラリンピック教育においてパラスポーツに関連する事業を重点的に展開し、多様

性理解や国際理解の力を育むための教育を推進します。 

  

 

パラスポーツの認知度
向上による、障害者へ

の認識の変化 

多様性を受け入れる 
環境の充実 

〇共生社会の浸透
〇多様性に対応し

た国際都市              
〇東京2020大会の

成功 

①パラリンピックの成功に向けた取組の推進 

②多様性対応に向けた取組の推進 
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◆３－１ パラリンピックの成功に向けた取組の推進 

 ① パラスポーツファンの拡大 

 ② 障害者のスポーツ参加の拡大 

 

◆３－２ 多様性対応に向けた取組の推進 

 ① 多様性理解の促進と受入環境の充実 

 ② 利便性の向上 

 ③ 活躍の場・雇用の創出 

 ④ 文化芸術活動による障害者への理解促進 

 

 

 

 

  ●共生社会が浸透し、多様性に対応した国際都市 

  ・障害に対する理解の浸透による、障害のある人とない人の交流拡大 

  ・文化、習慣、国籍、言語、宗教などの違いにかかわらず、交流できる多文化 

共生社会の実現 

  ●アクセシビリティ・ガイドラインを活用したバリアフリー化の推進 

  ●パラリンピックの成功による大会全体の成功 

 

 

 

 

【指標】 

◇新たに就労した障害のある人の数 

現状値 439人(2014年度)⇒現状値 469人(2016年度)⇒目標値 615人（2021年度） 

◇障害に対する理解が進み、障害のある人が地域で暮らしやすくなっている 

現状値 17.5％（2014 年度）⇒目標値 30.0％（2021年度） 

◇外国人市民と日本人市民の互いの理解が進んでいる 

   現状値 12.9％（2014年度）⇒目標値 30.0％（2021 年度） 

◇パラスポーツの大会を会場で観たことがある人の割合【再掲】 

現状値 4.5％(2016年度）⇒現状値 9.1％(2018年度)⇒目標値 20.0％（2021年度） 

◇パラリンピアン等による学校訪問【再掲】 

現状値 20 校(2016 年度)⇒現状値 121校(2018 年度)⇒目標値 全校訪問（2019 年度） 

 

 

 

 

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］ 
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[方向性３の取組] 

 ◆３－１ パラリンピックの成功に向けた取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

パラリンピック競技を含むパラスポーツやアスリート達の能力を間近で体感したり、パラ

スポーツの競技用車いす、補装具義足の技術の知識を深めることで、パラスポーツ・アスリ

ートへの認識を変え、ファンを増やし、さらに社会全体で支える仕組みづくりを図ります。 

 

パラリンピック競技を含むパラスポーツの普及に向けて 

パラスポーツファンの拡大に向け、各ステップの機会を創出する取組を推進 

 

 

  

ステップ４ 支える 

・・・応援したい、拡げたい 

ステップ３ ふれる 

・・・体験する 

ステップ２ 観る 

・・・もっと知りたい 

ステップ１ 知る 

・・・観てみたい 

①パラスポーツファンの拡大 

パラスポーツの迫力、魅力を間近で見る

ことで認識を変える。 

パラスポーツ・アスリートとのふれあい

を体験することで、理解を深める。 

行政だけでなく、パラスポーツのファンや応援企業が、競技・アスリートを

支え、さらなる支援の拡大に 

パラスポーツのことを知ってもらい、関

心を持ってもらう。 

〇なぜ、パラリンピックか？ 

• パラリンピックには、社会の認識を変える力がある。 

   ➣共生社会への契機

〇幕張メッセでのパラリンピック成功の鍵は？ 

• 行政・大学・企業・団体・市民など都市の力の結集 

   ➣都市の成熟度が試される
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○ オリンピック・パラリンピック教育の推進（知る、観る、ふれる） ❏ 

＜教育委員会 企画課＞ 

すべての市立小・中学校、特別支援学校、高等学校を「オリンピック・パラリンピック教育実施

校」とし、スポーツの価値を知るための学習やパラスポーツの体験、パラリンピックを教材とした

道徳教育の展開、カード教材等を使った外国語活動などを通じて、多様性理解や国際理解の力を育

むための教育を行います。 

➣2016(平成 28)年度～  

・千葉市オリンピック・パラリンピック教育実施方針を策定し、実施しています。 

➣平成 29(2017)年度   

・市立学校１７１校が「オリンピック・パラリンピック教育実施校」として認証を受けました。 

・4 月 6 日、打瀬中学校で「東京 2020 教育プログラム拡大スタートイベント」を開催しました。 

・平成 29 年 12 月～平成 30 年 2 月、東京 2020 大会マスコット選考に係る小学校での投票が行われました。 

 

○ 小・中学校の体育の授業でパラスポーツを実施（知る、ふれる） ❏ 

＜教育委員会 企画課＞ 

子どもたちがよりスポーツを好きになり生涯にわたって運動に親しむ資質を向上させるとともに、

スポーツの多様性について理解を深めるため、パラスポーツを小・中学校の体育の授業で実施します。  

➣2017(平成 29)年度 

・体育・保健体育におけるオリパラ教育推進検討委員会を設置しました。(パラスポーツ実施に向けた指導方法等を検討)  

・教員向け実技研修を実施しました。（ゴールボール、シッティングバレーボール） 

・小・中学校各７校のモデル校で実施しました。（ゴールボール、シッティングバレーボール、車いすバスケットボール等）  

➣2018(平成 30)年度～ 

・市立全小・中学校で実施しています。（ゴールボール、シッティングバレーボール等） 

・実施するモデル校を拡大していきます。（車いすバスケットボール） 

 

○ パラリンピアン等による学校訪問（知る、ふれる） ❏【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

小・中学校へパラリンピアン等が訪問し、講演や体験会を通して、競技や障害者への理解を深め、

市内で開催されるパラスポーツ大会の観戦につなげます。また、市民等へ周知し見学してもらうこ

とで、地域での関心を高めます。 

➣2016 (平成 28)年度  

・20校で実施しました。 

➣2017 (平成 29)年度  

・51校で実施しました。 

➣2018 (平成 30)年度  

・50 校で実施しました。（平成 31 年度までに市内小・中学校 168 校実施予定）また、ウェルチェアラ

グビーイギリス代表チームによる講話や、競技体験会を寒川小学校で実施しました。 

➣2019 (平成 31)年度  

・47校で実施します。（市立全小・中学校 168校実施完了） 
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○ パラスポーツの普及・促進イベントの実施（知る、観る、ふれる、支える）【再掲】 

 ＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

広く市民、学生、企業、団体等が、市内の障害者パラスポーツチームやアスリートと交流したり、

競技を体験できる機会を増やすためのイベントを実施するとともに、各競技団体と連携・協力し、

４競技をはじめ車いすスポーツなどの普及を進め、パラスポーツ・アスリートを応援するファン拡

大に努めます。 

➣チーム幕張との連携（Ｐ●●参照） 

➣パラスポーツ体験イベント 

・パラスポーツパラスポーツフェスタちば等の体験イベント等を毎年開催し、市民等への普及を図ります。 

➣車いすバスケットボールの体験イベント 

・車いすスポーツの振興と活動の拠点化を促進するため、市内大学がイベントの企画・運営を行

い、企業や車いすバスケットボールチームの協力のもと、産学官連携のモデル事業として、毎年

実施しています。 

 

○ パラスポーツの大会開催を支援（観る、支える） 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内で開催される大規模パラスポーツ大会の周知・ＰＲなど開催を支援するとともに、市民が観

戦する機会を創出しますするための周知・ＰＲ活動を行います。特に、子どもたちのパラスポーツ

への関心が高まるよう、市内小中学校等に積極的に周知します。 

 

○ パラスポーツ応援事業（知る、観る、ふれる、支える）【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツの魅力や競技の迫力を体感できるパラスポーツ競技大会の会場内外においてパラス

ポーツ競技大会を盛り上げ、多くの市民が観戦しパラスポーツファンが拡大するよう、応援のため

の盛り上げイベントを、千葉県や経済界、地元企業などと連携し、パラスポーツ競技大会にあわせ

て応援イベントを実施します。 

⇒2018 年 5 月に千葉ポートアリーナで開催されるジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会を

皮切りに、下記の大会においても実施します。 

〇対象となる大会（予定） 

・ウィルチェアーラグビー日本選手権大会 

・ジャパンパラゴールボール競技大会 

・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

➣2018(平成 30)年度 

 ・ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 

 ・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 

➣2019(平成 31)年度 

・シッティングバレーボールチャレンジマッチ 2019 

・2019IBSAゴールボールアジア・パシフィック選手権大会 

・長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車いすバスケットボール全国選抜大会 
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○ パラスポーツ市民大会（知る、ふれる）【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

2020年開催予定である東京 2020パラリンピック競技大会に合わせて実施する、パラスポーツボッ

チャの市民大会に向け、ルールや審判等の解説、指導や競技力向上のための講習を実施します。 

➣2018 (平成 30)年度～ 

・各区スポーツ推進員を対象にボッチャ講習会を実施しています。 

 

○ パラスポーツの試合観戦事業（知る、観る）❏  

＜教育委員会 企画課、オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内で開催されるパラスポーツの大会を児童生徒が観戦し、迫力や魅力を肌で感じることで、障

害や競技への理解を深めるとともに、パラスポーツファンの拡大につなげます。 

 ➣2016(平成 28)年度  

・ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会を 149名の児童が観戦しました。 

➣2017(平成 29)年度  

・ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会を 1,727名の児童・生徒が観戦しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会を 2,246名の児童・生徒が観戦しました。 

➣2019(平成 31)年度   

・シッティングバレーボールチャレンジマッチ 2019 などを児童・生徒が観戦します。 

 

○ パラスポーツ等の周知活動（知る）  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツの競技やルールのわかりやすい映像や、競技用車いすのチラシを作成し、学校やイ

ベント等で幅広い周知活動を実施します。また、競技用車いすの特徴などを紹介するチラシを作成

し、市民や小中学生に周知します。 

 

○ 大学との連携による講座開催（知る、ふれる）  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

市内大学にて、学生などを対象にパラスポーツの講座を開催し、競技普及の担い手育成を支援し

ます。 

➣2017(平成 29)年度  

・市内全 9大学のうち 6大学で実施しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・市内全 9大学で実施します。9大学で実施しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・9大学で実施します。 
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○ スポーツ大会等への障害者の参加促進（支える）【再掲】  

＜スポーツ振興課＞ 

障害の有無に関わらず、スポーツに親しむことができるよう、千葉市体育協会やスポーツ推進委

員などと連携し、スポーツ大会に障害者が参加できるような取組を促進するとともに、地域のスポ

ーツ活動にパラスポーツを取り入れます。 

➣2018 (平成 30)年度  

・サンスポ千葉マリンマラソンにおいて、視覚障害者枠が新設されました。 

 

○ パラスポーツ・アスリートの応援企業との発掘連携 （支える）【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課、スポーツ振興課＞ 

市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等を積極

的に発掘し、と相互の連携を図ります。 

 

○ パラスポーツ体験研修（知る、ふれる）  

＜人材育成課＞ 

市職員研修においてゴールボールやシッティングバレーボールの体験を取り入れ、職員のパラス

ポーツへの理解を深めます。 

 ➣2016(平成 28)年度～  

・ゴールボール体験研修を実施しています。 

 ➣2017(平成 29)年度  

・シッティングバレーボール体験研修を実施しました。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・新たなパラスポーツの体験研修を実施します。 

 

 

○ 障害者パラアスリートの市内での雇用促進（支える） 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。 

➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及啓発を実施

しています。 

➣2016(平成 28)年度  

・事業者に対し、パラアスリートを雇用している企業やパラアスリートによる講演などの障害者

雇用啓発セミナーを実施しました。 

➣2017(平成 29)年度  

・企業が集まるセミナーで、選手がパラアスリートの雇用について講演を実施しました。 
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 パラリンピックを契機に、障害者がスポーツに参加するとともにより多くの障害者がスポー

ツ活動に参加できるよう環境の整備を行うとともに、障害の有無に関わらずスポーツを楽しみ

交流できるよう、スポーツの体験会や交流会を実施します。 

 

 

○ パラスポーツ窓口の設置  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツに精通したコーディネーターとサポートスタッフを配置し、パラスポーツに関する

相談業務、障害者へのスポーツ勧奨、サークル活動に参加するためのマッチング等を行うとともに、

体験会等の周知を強化します。 

 

○ パラスポーツ活動の支援  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

スポーツ活動を継続的に実施できる障害者を増やすため、障害者が身近な地域でスポーツ活動を

継続的に行えるための支援を行います。 

 

○ 障害者とその家族を対象としたスポーツ体験会  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

障害者等とその家族が気軽に参加でき、パラスポーツにふれることができる体験会を実施します。 

➣2017(平成 29)年度  

・ボッチャ体験会を８回実施しました。（その他、障害者支援施設で２回試行的に実施しました。） 

➣2018(平成 30)年度  

・競技を新たに増やし、実施します。ボッチャ体験会を８回、バトミントン体験会を３回実施し

ました。 

➣2019(平成 31)年度  

・ボッチャ体験会を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 障害者のスポーツ参加の拡大 
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○ 理学療法士との連携  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

理学療法士のネットワークを活用し、体験会やイベントを障害者やその家族へ周知することによ

り、障害者のスポーツ参加を働きかけます。 

また、理学療法士自身がパラスポーツを理解することで、障害者のさらなるスポーツ参加につな

げるため、理学療法士を対象としたパラスポーツ体験会を実施します。 

➣2017(平成 29)年度 

・ボッチャ体験会を年２回実施していますました。 

➣2018(平成 30)年度  

・ボッチャ体験会を２回、バトミントン体験会を２回実施しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・ボッチャ体験会を実施します。 

 

○ スポーツ交流会の開催支援  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

大学生等が企画・運営を行うする、障害の有無に関わらずスポーツに親しむことができる交流会

の実施を支援します。 

➣2017(平成 29)年度  

・市内 4大学で実施しました。 

➣2018(平成 30)年度  

・市内 5大学で実施しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・市内 5大学で実施します。 
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

小中学校の体育の授業でパ

ラスポーツを実施 
     

 
 

スポーツの多様

性についての理

解の深まり 

パラスポーツの試合観戦        

パラスポーツ等の周知活動        

大学との連携による講座開

催 
       

パラスポーツ体験研修        

パラスポーツ窓口の設置        

障害者のスポーツ

参加拡大 

パラスポーツ活動の支援        

障害者とその家族を対象と

したスポーツ体験会 
       

理学療法士との連携        

スポーツ交流会の開催支援        

障害の有無にかか

わらないスポーツ

の交流 

東
京
大
会 
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 ◆３－２ 多様性対応に向けた取組の推進 

 

   

障害の有無や、国籍、言語、文化、宗教、性別、性的少数者（ＬＧＢＴ）などの 

多様性を理解し、尊重することができるまちづくりを進めます。 

  

 

 

 

障害の有無や、国籍、言語、ハラルなど異なる文化、宗教、性別、性的少数者（ＬＧＢＴ）、

などの多様性の理解を促進し、受入環境の充実を図るなど、多様性に対応したまちづくりを進

めます。 

○ 国際交流ボランティアによる活動 ☆  

＜国際交流課＞ 

通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランティアによる

外国人来訪者訪日外国人へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームページ、情報

誌や、各イベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。 

 

○ 国際交流ボランティアリーダーの育成  

＜国際交流課＞ 

本市の国際化を推進し、外国人来訪者訪日外国人受入態勢を強化するため、通訳ボランティアス

キルアップ・フォローアップ講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティア

リーダーを発掘・育成し、体制の強化を図ります。  

 ➣2015(平成 27)年度から実施しています。 

 

 

多様性対応 

多様性理解の
促進と受入環
境の充実 

利便性の向上 

活躍の場 

・雇用 

の創出 

文化芸術活動 

① 多様性理解の促進と受入環境の充実 
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○ 福祉講話の実施 ❏ 

＜障害者自立支援課＞ 

市内の小学校において、障害及び障害者への理解を促進するため、障害者本人が学校に赴き、児

童生徒の視点に立って体験談等を語るとともに、障害者パラスポーツ関係者によるスポーツ・レク

リエーションや手話などの体験学習を行います。 

 ➣2016(平成 28)年度  

・小学校 9校で実施しました。 

 ➣2017(平成 29)年度  

・小学校 32校で実施しました。 

 ➣2018(平成 30)年度  

・小学校 40校で実施しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・小学校 40校で実施します。 

 

○ パラリンピック関連の教材を使った道徳等授業の展開 ❏  

＜教育指導課＞ 

「千葉市に生きる」に、共生社会実現に向けた事例を入れたものを作成し、小学校の道徳等の授

業で活用します。 

➣2016(平成 28)年度～  

・小学校低学年で多様性理解のための道徳教材を作成・活用します。 

➣2017(平成 29)年度～  

・小学校中学年で多様性理解のための道徳教材を作成・活用します。 

➣2018(平成 30)年度～  

・小学校高学年で多様性理解のための道徳教材を作成・活用します。 

➣2019(平成 31)年度～  

・中学校で多様性理解のための道徳教材を作成・活用します。 
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○ 小・中学校における国際理解教育の推進 ❏ 

＜教育指導課＞ 

オリパラ英語教材を活用しながら、英語による千葉市の観光紹介等を授業で体験し、国際交流の

知己知識を培います。 

≪中学校≫ 

➣2017(平成 29)年度  

・英語で千葉市を紹介する作品を、募集・表彰する「Cool CHIBA Project ～千葉市紹介～」 

(中 2対象) を実施しました。 

➣2018(平成 30)年度～  

・作品を英語科で活用しています。 

≪小学校≫ 

➣2017(平成 29)年度   

・オリパラ外国語活動教材（小学校高学年対象）を作成しました。 

➣2018(平成 30)年度～  

・外国語活動で活用しています。 

 

○ 市立高校における国際理解教育の推進 ❏ 

＜教育指導課＞ 

市立高校において、千葉市の市政課題に関する課題研究に取り組むなど、国内外において千葉市

においての情報発信をできる人材の育成に取り組みます。 

 ➣2015(平成 27)年度～ 

  ・市立千葉高校において、国際理解教育講演会を実施しています。 

  ・市立稲毛高校において、海外語学研修を実施しています。 

 

○ 学校におけるＬＧＢＴ等の児童生徒への対応の充実 ❏ 

＜教育指導課＞ 

ＬＧＢＴ等について、道徳科の授業などを中心に他者理解の啓発を進めるとともに、教職員研修

等の充実を図ります。個に応じた丁寧な相談を基に、組織的に支援する体制を整えていきます。 

 

○ 公民館等におけるオリパラ関連講座の開催（知る）❏【再掲】 

 ＜生涯学習振興課＞ 

オリンピック・パラリンピック等に対する理解を深めるため、ボッチャ体験会や要約筆記、国際

理解などの講座を各区で開催します。 

 

 

 

 

 

 

３－１から移動 
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○ プロスポーツと連携したＬＧＢＴ（性的少数者）周知・啓発の理解促進  

＜男女共同参画課＞ 

千葉ロッテマリーンズの試合において実施される「千葉市スペシャルデー」で、プロスポーツと

連携し、ＬＧＢＴ（性的少数者）の周知啓発を行います。 

プロスポーツと連携した周知・啓発及び専門相談を実施します。 

 ➣2018(平成 30)年度  

・千葉ロッテマリーンズ戦の開催される ZOZOマリンスタジアムで、啓発物の配布や啓発動画を放

映しました。 

 ➣2019(平成 31)年度  

  ・ＬＧＢＴに関する悩みについて、電話相談を開始します。 

 

○ パートナーシップ宣誓制度の制定・運用 

＜男女共同参画課＞ 

すべての市民が個人として尊重され、さまざまな個性が響きあい、認めあいながら形づくる社会

の実現のため、同性、異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者の宣誓を証明する制度を

開始しました。併せて、関係団体等へ制度の理解と配慮を促します。 

➣2018(平成 30)年度 

・平成 31年 1月に制度を施行し、パートナーシップ宣誓証明書交付式を開催しました。 

 

○ ダイバーシティ推進 

＜男女共同参画課＞ 

一人ひとりが個性と能力を発揮できる活力ある社会の実現を目指し、男女共同参画社会の実現に

向けた取組や、ＬＧＢＴ（性的少数者）に関する啓発活動などを実施します。併せて、企業などと

の連携を強化するとともに啓発シンポジウムを開催するなど、市内におけるダイバーシティ推進に

取り組みます。 
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

国際交流ボランティアによ

る活動 
     

 
 国際交流の推進 

国際交流ボランティアリー

ダーの育成 
       

外国人来訪者訪

日外国人受入態

勢の強化 

福祉講話の実施        

障害者多様性理解

の促進 

パラリンピック関連の題 

材・教材を使った道徳等授

業の展開 

       

小・中学校における国際理

解教育の推進 
       

多様性理解の促進 

 

市立高校における国際理解

教育の推進 
       

学校におけるＬＧＢＴ等の

児童生徒への対応の充実 
       

公民館等におけるオリパラ

関連講座の開催 
       

プロスポーツと連携したＬ

ＧＢＴ周知・啓発 

ＬＧＢＴの理解促進 

       

パートナーシップ宣誓制度

の制定・運用 
       

ダイバーシティの推進        
全員参加型社会の

形成 

東
京
大
会 
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快適に移動し滞在できる環境を充実するため、公共施設のバリアフリー化や障害者等にわか

りやすい案内表示、多言語対応などを推進します。 

また、ユニバーサルデザインを推進し、人にやさしい移動空間の形成を図るとともに、先端

技術の活用を検討します。 

 

○ バリアフリー化の推進 【再掲】  

＜中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

大会組織委員会が中心となって策定したアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、アクセスルート等

のバリアフリー化を推進します。 

➣2017(平成 29)年度～  

・海浜幕張駅から競技会場までの歩道の段差解消や、海浜幕張駅南口駅前広場にエレベーター、エ

スカレーター、シェルターの設置などを実施します。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅南口ロータリーに、身体障害者用乗降場の増設などを実施します。 

 

○ わかりやすい案内表示の促進 （オリンピック・パラリンピック調整課） 

障害者等の円滑な移動に配慮した案内表示を促進します。 

○ 多言語対応の推進 ☆ （オリンピック・パラリンピック調整課） 

外国人来訪者が快適に滞在し、まち歩きできるよう多言語対応を推進します。 

 ⇒関連 歩行者向け案内サインの多言語対応 （Ｐ９） 

○ 歩行者向け案内サインの多言語対応等 ☆【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課、中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

訪日外国人が迷わずまち歩きでき、快適に滞在できるよう、歩行者向け案内サインの多言語対応

等を推進します。 

➣2016(平成 28)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応調査を実施しました。 

➣2017(平成 29)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応やピクトグラムの活用に向け、対応策を検討しました。 

➣2018(平成 30)年度   

・幕張新都心地区の歩行者向け案内サインを改修しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅周辺の歩行者向け案内サイン 14 基などに、ＱＲコードによる多言語案内等を導入します。 

 

○ 先端技術の活用による利便性の向上 【再掲】 

＜国家戦略特区推進課＞ 

先端技術を活用したドローンによる宅配サービス、セキュリティや、自動運転モビリティの導入

を検討します。 

② 利便性の向上 

取組を集約 

したため。 
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⇒（関連） 国家戦略特区における事業の推進（Ｐ●● 方向性４） 

 

○ 障害者等用駐車区画の適正利用促進  

＜障害者自立支援課＞ 

障害者等用駐車区画の適正な利用を促すため、障害者等用駐車区画であることを表示したカラー

コーンを設置します。 

➣2018(平成 30)年度  

・市有施設 70か所 202区画に設置しました。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・残りの市有施設の障害者等用駐車区画に設置します。 

 

 

 

 

 

東京 2020パラリンピック競技大会の開催を契機に、障害者の活躍の場・雇用の創出を図り、

障害者理解を一層促進します。 

また、外国人の創業促進により産業競争力の強化につなげます。 

  

○ パラスポーツイベントを活用した活躍の場の創出  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツイベント等において、パラリンピアン等による講演や、障害のある人に従事しても

らうことで、障害者の社会参加を促します。 

➣2016(平成 28)年度   

・リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動にて、障害者に従事してもらいました。また、

併せて障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を実施しました（Ｐ●●コラム参照）。今後、

関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。 

➣様々なイベントを通じて連携しています。 

 

○ 障害者用競技製品の紹介  

＜オリンピック・パラリンピック調整課＞ 

パラスポーツで使用する競技製品の技術力を知ってもらい、競技や障害への理解を深めます。 

➣2016(平成 28)年度  

・リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動にて競技製品の紹介を行いました。引き続き

イベント等で製品等を紹介していきます。 

➣2017(平成 29)年度～   

・競技用車いすの特徴などを紹介するチラシを作成し、市民や小中学生に周知します。 

  ➣2016(平成 28)年度～ 

  ・様々なイベントにおいて競技用製品の紹介を行っています。 

③ 活躍の場・雇用の創出 
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○ 障害者雇用促進就職面接会の実施  

＜雇用推進課＞ 

国・県と連携して「障害者雇用促進就職面接会」を実施します。 

 ➣ハローワーク、千葉県との共催で実施しています。 

 

○ 障害者職場実習の促進  

＜障害者自立支援課＞ 

障害者と企業の相互理解を深め、障害者の一般就労の促進と職場定着を支援するため、企業での

職場実習を実施します。 

 

 

○ 障害者施設の製品の販路拡大  

＜障害者自立支援課＞ 

県内施設の販路拡大等を目的とする千葉県障害者就労事業振興センターと連携して、パラスポー

ツのイベント等において障害者施設の製品を販売するなど販路拡大に努めます。 

 ➣2016(平成 28)年度～   

・パラスポーツフェスタちばやパラスポーツ応援事業などのイベントにおいて、障害者施設の製

品を販売しています。 

 

○ 外国人創業人材の在留資格の基準緩和の検討  

＜国家戦略特区推進課＞ 

国際業務都市である幕張新都心において、外国人起業家の受入れの促進を図ります。 

⇒（関連） 国家戦略特区における事業の推進 （Ｐ●● 方向性４） 

 

○ 特別支援学校の児童生徒が作成した物品を展示販売  ❏ 

＜教育支援課＞ 

特別支援学校の児童生徒が作成した物品を展示販売し、障害者への理解を深めます。 

 ➣毎年、年に数回市内の商業施設などにおいて、特別支援学校の児童生徒が作成した物品の展示や

販売を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の制度改正に伴う 

事業見直しのため。 
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スポーツだけでなく、他分野で活躍する障害者のイベントを活用し、障害者理解を促進しま

す。 

 

○ 障害者作品展の活用  

＜障害者自立支援課＞ 

障害者が自らの障害を乗り越え、完成した作品を公開展示することにより、広く社会に日々の精

進を理解していただき、障害者には自己表現の場をとおして、自信と希望を与えるとともに、自立

と社会参加を促進します。 

 ➣毎年、千葉市文化センター市民サロンにて公開展示をしています。 

⇒（関連） 車椅子チバリアフリーアートプロジェクトの実施 （Ｐ●● 方向性４） 

車椅子スポーツの振興にあわせて、地元企業や団体等の連携を図り、文化芸術の視点から車椅子を

テーマとした文化イベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

障害者用競技製品の紹介        

障害者理解、社

会参加の促進 

 

障害者雇用促進就職面接会の実施        

障害者職場実習の促進        

障害者施設の製品の販路拡大        

障害者作品展の活用        

④ 文化芸術活動による障害者への理解促進 

東
京
大
会 
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 コラム 

 

平成 28(2016)年度の主な取組 

 

〇リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動（平成 28 年度） 

＜競技・アスリートを観る・知る＞ 

① 映像・演出によるＰＲキャラバン 

最高峰の競技の映像を、多くの人に見てもらうことで競技の迫力を観る・知る機会

とします。 

＜競技・アスリートにふれる＞ 

② パラリンピック競技普及イベント 

パラリンピック競技を体験することで、スポーツとしての魅力やアスリートの能力

を体感してもらう、ふれる機会とします。 

＜競技・アスリートを支える、技術を観る・知る、活躍の場の創出＞ 

③ 障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動 

企業に向けた障害者雇用の促進ＰＲや、ロボットや先端技術を活用したモビリティ

など障害者を支える様々な産業製品のデモンストレーションを行い、関連産業の振興

と障害者の社会参加の機運醸成を図り、支える機会とします。 

   

今後も引き続き、様々な事業への障害者の参加につなげていきます。 
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［方向性の概要］ 

本市の観光資源を活かした新たな集客策の構築や、外国人に向けた効果的な情報発信を行うとと

もに、「おもてなし」や快適な滞在のための受入環境の充実を図ることにより、来訪者に喜ばれ、リ

ピーターの増加につながるよう取り組みます。 

また、国内外から訪れる人々に、千葉市の魅力を認知してもらうため、本市の歴史や地域資源、

文化芸術施策などの魅力を内外に広く発信するとともに、先進的なまちづくり等を推進し、本市の

都市イメージの向上を図り、行ってみたい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指します。 

 

 

 

 
 

  

【観光資源の活用】 

観光資源の開発・選定 

魅力的なルートづくり 

⇒新たな集客策の構築 

【おもてなし】 

外国人観光客訪日外国人へのおもてなし 

市民が参加するおもてなし 

【利便性向上】 

交通アクセス向上 

受入環境の充実 

【情報発信】 

ｳｪﾌﾞｻｲﾄによる発信・強化 

MICE関係者等へのPR 

⇒諸外国に向けた情報発信 

【文化の魅力発信】 

文化芸術の振興 

【千葉市の魅力の発掘と発信】 

都市アイデンティティ 

【将来的まちづくり】         
先進的なまちづくりの推進 

都市イメージの向上、本市を訪れる観光客等の増加 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機と捉える 

 

取組の見直しに 

よるもの。 
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◆４－１ 集客効果の高い観光資源、ルートの開発 

① インバウンド集客の推進 

② 本市観光資源を活かした新たな集客策の構築 

③ 来訪者に向けた市産品の開発、プロモーション 

 

 ◆４－２ 国内外に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践 

① 海外プロモーションの強化 

② ＭＩＣＥ関係者へのＰＲ 

③ ＳＮＳ、ウェブサイトを活用したＰＲ 

④ 公衆無線ＬＡＮ環境の拡充 Wi-Fi 環境の利用促進による外国人観光客訪日外国人

の利便性の向上 

 

◆４－３ 「おもてなし」の実現 

① 官民連携による「おもてなし」 

② 関係団体との連携した「おもてなし」 

③② 市民による自発的な「おもてなし」 

    

◆４－４ 訪れる人の利便性の向上 

① 交通アクセスの向上 

②  来訪者の受入環境の充実 

 

◆４－５ 千葉市の文化を発信 

①  千葉市の文化を発信  

 

◆４－６ 千葉市の魅力の発掘と発信、2020 年以降も見据えた将来的なまちづくり 

① 千葉市固有の都市アイデンティティ（千葉市らしさ）の確立と内外への発信 

② 先進的なまちづくり等の推進 

③ 救急・救命体制の充実によるイメージアップ 
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●諸外国の文化・風習を理解した自然なおもてなしのできる国際都市 

●おもてなしの経験に基づいた、諸外国との持続的な交流 

●観光客等の増加により、地域に経済効果をもたらす 

   ●地域全体で経済効果を得ることによる都市活力の向上 

●千葉市の国際的価値が向上し、ＭＩＣＥ開催地に選ばれる都市に 

●外国人来訪者訪日外国人が快適にまち歩きできる環境に【再掲】 

●市民の活発なボランティア活動によるおもてなし力の向上【再掲】 

●千葉市の魅力に関する認知度や都市イメージの向上 

●市民の千葉市に対する誇りや愛着の深まり 

   ●新たな取組に挑戦していく先進都市に 

 

 

 

 

【指標】 

◇市の国際的なイメージが向上していると感じている人の割合【再掲】 

現状値 21.2％（2014 年度） ⇒目標値 35.0％（2021 年度） 

◇観光入込客数 

現状値 22,537 千人(2014 年度)⇒現状値 25,371 千人(2016 年度)⇒目標値 27,000 千人（2021 年度） 

◇外国人延べ宿泊者数  

   現状値 210 千人泊(2014 年度)⇒現状値 582 千人(2016 年度)⇒目標値 1,000 千人泊（2021 年度） 

◇国際会議開催件数 

現状値 31 件／年（2014 年度）⇒現状値 43 件/年(2016 年度)⇒目標値 70 件／年（2021 年度） 

◇交流人口の増（幕張新都心年間来街者数） 

現状値 4,820万人(2014年度）⇒現状値 4,700万人(2017年度)⇒増を目指す(2021年度) 

◇幕張新都心内ホテル客室稼働率 

現状値 86％（2014 年度） ⇒増を目指す（2021年度） 

◇国際交流ボランティア斡旋件数 

現状値 573件(2014 年度)⇒現状値 696 件(2016 年度)⇒目標値 1,000 件（2021 年度） 

◇「千葉氏」を知っている人の割合 

   現状値 53.1％（2014年度） ⇒向上 （2021 年度） 

◇市内の海辺に魅力を感じる 

現状値 37.9％（2014 年度） ⇒目標値 50.0％（2021 年度） 

 

 

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］ 



- 72 - 

 

[方向性４の取組] 

◆ ４－１ 集客効果の高い観光資源、ルートの開発 

  

 

 

訪日外国人客に本市の魅力を知ってもらうために、千葉県、近隣自治体及び官民連携によ

り、各マーケットの観光や消費のニーズに対応した誘客に取組みます。 

 

○ おもてなしダイバーシティの推進  

＜観光プロモーション課＞ 

今後増加が見込まれる東南アジアをはじめとする外国人観光客訪日外国人等が困ることのないよ

う、ムスリムやベジタリアンをはじめとした外国の文化や風習に対応できるおもてなし体制を官民

連携して整え、集客機会及び消費機会の拡大を図るための魅力発掘及び情報発信を行います。 

 ➣市内事業者等を対象にしたムスリム受入対応セミナーの開催や、ムスリム対応事業者を紹介する

「ムスリムマップ」を製作し配布しています。 

 

○ 千葉市海外インバウンドツーリズム推進協議会を通じた取組  

＜観光プロモーション課＞ 

2013(平成 25)年度に設立した千葉市インバウンドツーリズム推進協議会を通じて、諸外国からの

観光客を集客するための取組を推進します。 

 

○ 諸外国からの修学旅行生の受入れ ☆  

＜観光プロモーション課＞ 

将来を見据えた集客策として、ホームステイや交流受入校などによる、諸外国からの修学旅行生

の受入れを検討します。 

  ➣2016(平成 28)年度～  

・マレーシアや台湾などから受入れを実施しています。 

 

 

○ 広域連携によるインバウンド集客の推進  

＜観光プロモーション課＞ 

千葉県及び近隣自治体、さらにインバウンド誘致の先進都市と連携して、外国人旅行者訪日外国

人の周遊促進やターゲット市場へのプロモーション等を推進します。 

 ➣2018(平成 30)年度～  

・船橋市と「千葉おもてなし SHOPガイド」の共同運用を実施しています。 

 

 

 

① インバウンド集客の推進 



- 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

おもてなしダイバーシティ

の推進 
     

 
 

外国人観光客訪

日 外 国 人 の 増

加、外国人旅行

消費額の増加 

千葉市海外インバウンドツ

ーリズム推進協議会 
       

諸外国からの教育旅行の受

入れ 
       

広域連携によるインバウン

ド集客の推進 
       

東 

京 

大 
会 
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本市の観光資源の開発、選定により、多様なニーズに合致したガイドツアーを企画する

等、新たな集客策を実施します。 

 

○ 観光資源の開発、選定、魅力的なルートづくり ☆  

＜観光プロモーション課＞ 

本市の有する観光資源を活かし、様々なニーズに合致した集客策を具体化するため、観光資源の

開発、選定を行い、それらを効果的に組み合わせ、来訪者に魅力的なルートづくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ グリーンツーリズムの推進  

＜観光プロモーション課＞ 

市原市と連携し、エリアの魅力向上を図るため、両市に共通する地域資源である「緑」「里」「農」

を活かした観光プロモーション活動を行います。 

 

○ ツアープランの企画  

＜観光プロモーション課＞ 

国内外から多くの観光客を呼び込むため、様々なターゲットのニーズに合致した観光ツアープラ

ンを企画・提案し、『千葉あそび』などの観光ガイドブック等でＰＲします。また、外国人観光客の

言語に合わせたツアーも検討します。 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

観光資源の開発、選定、魅

力的なルートづくり 
     

 
 

観光資源の効果

的活用 

ツアー観光体験プランの企

画 
       

国内外からの観

光客の定着 

② 本市観光資源を活かした新たな集客策の構築 

【観光資源の例】 

買い物：幕張新都心・千葉都心でのショッピング、免税ショッピング 

グルメ：地元食材を使用した料理の提供（地産地消）、イチゴ狩り、ハラール 

交 通：千葉都市モノレール、旅客船観光船 

体 験：ゴルフ、ダイヤモンド富士鑑賞、工場夜景見学観賞 

：千葉市美術館、千葉市科学館 

歴 史：加曽利貝塚博物館、郷土博物館、千葉氏を巡る散策 

和文化：見浜園、「和」のおもてなし体験（茶道、書道、華道、剣道など） 

観光地：動物公園、観光農園、稲毛海浜公園、日本一の人工海浜、千葉公園（オオガハス） 

     三陽メディアフラワーミュージアム（花の美術館）、千葉ポートタワー 

東
京
大
会 
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千葉市産品の研究・開発、ブランド化を行うとともに、市内外への販路拡大のため事業

者・生産者の発掘、プロモーションを行い、市内産業の競争力強化とブランドの価値向上

を目指します。 

 

○ 観光客の食習慣やニーズに合致した食事や土産品の開発・ＰＲ  

＜農政課＞ 

本市にゆかりのある食材を用いたグルメ、土産品を開発し、プロモーションを行うとともに、地

産地消推進店のＰＲを行います。また、本市の観光資源（前頁）を活かした、オリジナルグッズ等

の商品開発を促進します。 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

食事や土産品の開発・ＰＲ      
 

 

市内産業の競争力

強化 

ブランド価値向上 

③ 来訪者に向けた市産品の開発、プロモーション 

東
京
大
会 
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４－２ 国内外に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践 

 

 

 

“ＣＨＩＢＡ“の認知度向上による誘客を目的として、海外へのプロモーションを強化しま

す。 

 

○ 海外現地旅行会社・ランドオペレーター等に対するプロモーション  

＜観光プロモーション課＞ 

展示会や商談会へ参加し、海外からの誘客を行う海外現地旅行会社・ランドオペレーター等に対

する効果的なプロモーションを行います。 

 

 

 

 

○ ファムトリップの実施  

＜観光プロモーション課＞ 

海外現地旅行会社、メディア関係者、著名ブロガー等を本市へ招へいするファムトリップを実施

します。取材記事をＳＮＳ等を用いて情報発信し、一般旅行者の誘客につなげます。 

 ➣2018(平成 30)年度 

・ZOZO マリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ vs 台湾 Lamigo モンキーズの交流試

合を行うとともに、LamiGirls によるファムトリップを行い SNSにて県内の観光情報を発信しま

した。 

 

○ プロモーションツールの作成  

＜観光プロモーション課＞ 

展示会や商談会で本市の魅力を紹介するためのプロモーションツールを作成します。 

 ➣2018(平成 30)年度～ 

・海外セールス時に使用する紹介パンフレットや、旅行会社やメディアに配布する本市の観光情

報データを入れた USBを作成 しました。 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

海外現地旅行会社・ランド

オペレーター等に対するプ

ロモーション 

     

 

 本市の認知度向

上や効果的なＰ

Ｒによる集客促

進 

ファムトリップの実施        

プロモーションツールの作

成 
       

① 海外プロモーションの強化 

※ランドオペレーターとは・・・主に海外旅行で観光案内や、ホテル、レストラン、現地の交通手段

などの手配をする仕事、または専門に行う会社のこと。 

東
京
大
会 
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地域経済の活性化や幕張新都心の賑わいの創出を図るため、千葉市の観光資源等の情報を内

外に発信し、市内への集客を促進します。 

 

○ 国際ＭＩＣＥエキスポ（ＩＭＥ）等へ出展・ＰＲ  

＜観光 MICE企画課＞ 

千葉市の総合パンフレット等を活用しながらＭＩＣＥ関係者等へのＰＲを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

国際ＭＩＣＥエキスポ（Ｉ

ＭＥ）等へ出展・ＰＲ 
     

 

 
ＭＩＣＥ活用に

よる集客促進 

② ＭＩＣＥ関係者へのＰＲ 

補助金関係は削除 

観光庁からの支援は２年間 

その後の取組は、今後検討 

グローバルＭＩＣＥ強化都

市の事業については、２年間

の取組であり、その後の進め

方が未定であるため、リード

文は当初のものに戻した。 

※ＭＩＣＥとは・・・ 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（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。  出展「観光庁 HP」 

 

※国際ＭＩＣＥエキスポ（ＩＭＥ）とは・・・例年下半期に首都圏で開催される、観光庁等が主催

するＭＩＣＥに関わる商談会。 

 

東
京
大
会 
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ソーシャルメディア、ウェブサイトを活用した、外国人向けの効果的な広報宣伝、情報発信

を行います。 

 

○ 「千葉市観光ガイド」ホームページを活用した情報発信 ☆ 

＜観光プロモーション課＞ 

千葉市観光ガイドホームページを活用し、観光情報の随時発信やブログ連載季節ごとの特集ペー

ジなどのコンテンツの充実を図り、観光情報の発信を強化します。また、ソーシャルメディアや、

他のウェブサイトとの連携・リンクを活用し、外国人向けの効果的な広報宣伝、情報発信を行いま

す。 

 

○ 外国人向け千葉市 Facebook を活用した情報発信  

＜観光プロモーション課＞ 

外国人向け千葉市 Facebook「Chiba City Japan Just East of Tokyo」を活用し、訪日旅行前又は

旅行中の外国人にむけて、最新の観光・イベント情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

「千葉市観光ガイド」ＨＰ

を活用した情報発信 
     

 

 

効果的な観光情

報発信 

情報発信の多ツ

ール化 

外国人向け千葉市 Facebook

を活用した情報発信 
       

フォロワー数、

アクション率の

増加 

③ ＳＮＳ、ウェブサイトを活用したＰＲ 

東
京
大
会 
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外国人観光客訪日外国人の利便性を高めるため、公衆無線ＬＡＮWi-Fi 環境の充実利用促進

を図ります。 

 

◯ 公衆無線ＬＡＮ環境の充実 Wi-Fi環境の利用促進に向けた民間事業者との連携 

＜観光 MICE企画課＞ 

外国人観光客訪日外国人が情報を入手し、快適に千葉市での滞在を楽しむことができるよう、Ｊ

Ｒ海浜幕張駅前広場等に公衆無線ＬＡＮを設置している民間事業者が運営するフリーWi-Fi にアク

セスするための QR コードを、市が発行する MICE 参加者等向けマップに掲載するほか、千葉市内の

飲食店・小売店等に対して千葉商工会議所の「千葉おもてなし Wi-Fi」の導入の促進を図るとともに、

さらに訪日外国人が無料 Wi-Fiに簡易に接続できるよう、引き続き民間事業者と協議を進めます。 

 

◯ 観光案内所の機能向上 

＜観光プロモーション課＞ 

訪日外国人の受入環境を整備するとともに、サービスの向上を図るため、千葉・幕張観光情報セ

ンターに、Wi-Fi環境整備や観光案内に便利なタブレット端末を設置するための補助を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

公衆無線ＬＡＮ環境の充

実 Wi-Fi 環境の利用促進

に向けた民間事業者との

連携 

     

 

 

外国人観光客の

利 便 性 向 上 

Wi-Fi 環境の普

及訪日外国人の

利便性向上 観光案内所の機能向上        

④ 公衆無線ＬＡＮ環境の拡充 Wi-Fi環境の利用促進による外国人観光客訪日外国人の利便

性向上 

３月１６日副市長レク 

ＮＴＴ電話ボックスを 

Ｗｉｆｉ拠点に貸し出す 

 

Wifiの所管課の仕分けが必要 

 

※今回の反映は無くてもよい

が検討 

東
京
大
会 
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◆４－３ 「おもてなし」の実現 

 

 

 

外国人来訪者訪日外国人への案内・受入・交流などのおもてなしを官民連携して行います。 

また、東京 2020 大会を機に訪れる内外からの観光客に、主要駅や観光地などで交通・観光

案内等を行う都市ボランティアの募集・育成について、東京都や千葉県等の関係自治体と連携

して実施します。 

 

○ チーム千葉ボランティアネットワークの運営【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

大会終了後も存続継続するボランティア文化の醸成を目的に、大会に向けた都市ボランティアの

体制構築のみならず、経験や活動分野等を問わないボランティア全般のネットワークを運営し、ボ

ランティア情報等の発信などを通じ、本市ボランティアの裾野を広げます。 

 ➣2017(平成 29)年度  

・チーム千葉ボランティアネットワークを設立しました。 

➣2018(平成 30)年度～  

・大会終了後の本市のボランティア体制の在り方について検討を進めています。 

 

○ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の実施【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

外国人観光客訪日外国人等が安心して滞在できる環境を整えるため、街中で困っている外国人や

障害のある方を見かけた際などに積極的に声をかけ、道案内等の手助けをするボランティアを育成

するとともに、受講者を都市ボランティアへの参加に繋げます。 

➣2017(平成 29)～2018(平成 30)年度  

・外国人とのコミュニケーション基礎及び障害者サポートを学習するおもてなし講座及び外国人

との簡単なやり取りができる会話力を学習する身につける語学講座を計各年度 10コース実施し

ました。  

 

○ 国際交流ボランティアによる活動 ☆【再掲】 

＜国際交流課＞ 

通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランティアによる

外国人来訪者訪日外国人へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームページ、情報

誌や、各イベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。 

 

 

 

 

① 官民連携による「おもてなし」 
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○ 国際交流ボランティアリーダーの育成 【再掲】 

＜国際交流課＞ 

本市の国際化を推進し、外国人来訪者訪日外国人受入態勢を強化するため、通訳ボランティアス

キルアップ・フォローアップ講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティア

リーダーを発掘・育成し、体制の強化を図ります。 

 ➣2015(平成 27)年度から実施しています。 

 

○ 観光ボランティアによる活動   

＜観光プロモーション課＞ 

本市を知るきっかけ作りや、興味をもって来訪された方に対して見どころを紹介するなど、千葉

市観光協会に登録している観光ボランティアと協力し、人気スポットの紹介やガイドツアーを行う

など、来訪者へのおもてなしを実施します。 

 

○ 外国人向け観光ボランティアガイドの養成  

＜観光プロモーション課＞ 

語学力と観光の知識、おもてなしの心を備えた外国人向け観光ボランティアガイドを養成し、観

光ガイド同行ツアーを設定することで、訪日外国人客の滞在機会の創出及び本市観光に対する満足

度向上、本市のＰＲ・イメージアップを図ります。 

 ➣2017(平成 29)年度から実施しています。 

 

○ 関係自治体との連携・検討 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

東京都や千葉県等の関係自治体と都市ボランティアの業務内容や必要数、募集・育成方法、外国

人や障害のある人のサポート方法、マニュアルやユニフォームの共通化など連携事項について東京

都や千葉県等の関係自治体と検討します。 
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○ 関係団体と連携した取組 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課、オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

 東京 2020大会開催にあたり、大会組織委員会・千葉県・経済界・国内競技団体等と連携・協力して、

2020 年に向けた取組を進めます。 

 

○ チーム千葉ボランティアネットワーク実行委員会の運営 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

ボランティア活動の推進やおもてなしなどの取組を市内関係団体等で構成する実行委員会で検討

し、千葉市の様々な主体が連携して実施することを目指します。 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

チーム千葉ボランティアネ

ットワークの運営【再掲】 
     

 

 

市民の積極的参加 

来訪者へのおもて

なし力の向上 

外国人おもてなし語学ボランティア

育成講座の実施【再掲】 
       

外国人来訪者訪

日外国人受入態

勢の強化 

国際交流ボランティアによ

る活動【再掲】 
       

国際交流の推進 

ボランティアの

普及 

国際交流ボランティアリー

ダーの育成【再掲】 
       

外国人来訪者訪

日外国人受入態

勢の強化 

観光ボランティアによる活

動 
       

来訪者への本市

の魅力ＰＲ 

外国人向け観光ボランティ

アガイドの養成 
       

外国人客訪日外

国人の滞在機会

の創出 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

関係団体等との連携【再掲】        オール千葉

市体制での

大会成功の

実現 

チーム千葉ボランティアネット

ワーク実行委員会の運営【再掲】 
       

② 関係団体との連携した「おもてなし」 

東
京
大
会 

東
京
大
会 
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市民からの「おもてなし」等のアイデアを広く取り入れ募り、それを広く周知・紹介等

するとともに、市民にも「おもてなし」の実施に参加していただき、来訪者に対して自然

に「おもてなし」ができるような意識や機運を醸成していきます。「おもてなし」等に向

けた市民の自発的な活動を支援します。 

 

○ 市民による自然自発的な大会機運の醸成活動等に対する支援おもてなしの意識・機運の醸

成 ☆【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

➣観光案内などのボランティア活動  ➣外国語によるあいさつ運動 など 

 市民の大会参加意識の高揚を図るため、大会の機運醸成等に寄与する市民団体の自発的な活動に

対して支援を行います。 

➣2019(平成 31)年度～  

・機運醸成等に寄与する活動を行う市民団体に対し助成します。 

 

○ おもてなしアイデア募集、実践 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

チーム千葉ボランティアネットワーク等を通じて、大会に参加したいと感じられるようなアイデ

アの募集を行います。 

市民や団体の皆さんが既に実践していることで、来訪者へのおもてなしや大会の盛り上げにつな

がる活動や、新たに行ってみたい活動のアイデアの募集を行います。 

また、市民の自発的な活動を促し、大会への参加感を高めるため、寄せられたアイデア等を広く

発信・紹介していきます。 

 

○ 和のおもてなし体験 ☆ 

＜オリンピック・パラリンピック振興課＞ 

和文化（書道、茶道、華道、剣道など）や日本料理など、外国人が日本独自の文化を体験するこ

とを通じて、市民が主体のおもてなしを実施します。 

○ 文化体験等によるおもてなし 【再掲】 

＜文化振興課＞ 

東京 2020大会の開催にあわせた、千葉の魅力を感じてもらえるような鑑賞・体験プログラムの実

施にむけて、市内で活躍する団体やアーティストとともに、千葉らしい文化によるおもてなしを検

討します。 

➣2019(平成 31)年度  

・東京 2020大会にあわせて開催する、ベイサイドジャズ千葉や伝統芸能まつりのプレイベントの

検討及び市民創作ミュージカル本番公演に向けた準備を行います。 

 

 

 

② 市民による自発的な「おもてなし」 

取組を集約したため 
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○ 花いっぱい市民活動の推進 ☆ 

＜緑政課＞ 

市民参加による３都心フラワープロムナード事業（千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心）を継続

して実施し、花のあふれるまちづくりを推進していることをＰＲします。特に、大会直前期の 2019

年・2020 年は、花苗数・植え付け回数を拡充し、花のあふれるきれいな千葉市として、来訪者に喜

ばれるまちづくりを目指します。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・花の種が入った袋にオリンピック・パラリンピックについてのＰＲを記載し、配布します。ま

た、海浜幕張駅周辺のプランターや花壇について、春秋期の他、東京 2020 大会期間に該当する

夏季にも花苗を植替えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

市民による自発的な大会

機運の醸成活動等に対す

る支援【再掲】 

     

 

 市民による自然自

発的なおもてなし

の実現 おもてなしアイデア募

集・実践【再掲】 
   

 
   

和のおもてなし体験        
外国人観光客との交

流によるおもてなし 

花いっぱい市民活動の推

進 
       

きれいな千葉市の推

進によるおもてなし 

東
京
大
会 
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◆４－４ 訪れる人の利便性の向上 

 

 

 

本市を訪れる方の利便性向上のため、各交通手段の活用により、交通アクセス向上を図

ります。 

○ ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進 【再掲】 

＜交通政策課＞ 

多くの競技が実施予定の実施される東京臨海部との鉄道交通の利便性向上を図るため、鉄道事業

者等と臨時列車の運行について協議を行い、臨時列車の運行など、ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道

りんかい線との相互直通運転の促進を図ります。 

 

○ 高速バスの利便性向上 ☆ 【再掲】 

＜交通政策課＞ 

外国人観光客訪日外国人の利便性向上を高める図るため、本市と成田・羽田空港からのを結ぶ高

速バスの増便や発着所の整備など臨時便によりるアクセス性の向上を促進しますについてバス事業者

と協議を行います。 

 

○ バスＩＣカードシステムの整備 【再掲】 

＜交通政策課＞ 

バスを利用する地域住民、市内観光客の利便性向上のため、バス事業者に対しＩＣカードシステ

ム導入を促進します。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・市内全バス事業者のＩＣカードシステム導入完了 

 

○ 幕張新都心拡大地区新駅の整備促進 【再掲】 

＜交通政策課＞ 

交通アクセス充実のため、ＪＲ京葉線海浜幕張駅－新習志野駅間にある幕張新都心拡大地区への

新駅の整備を促進します。 

 

○ 旅客船の運航実験等 ☆ 【再掲】 

＜海辺活性化推進課＞ 

インバウンドを推進するとともに、みなとの賑わいを創出するため、羽田空港と千葉みなと間で

訪日外国人旅行者を対象とした旅客船の運航実験等を国土交通省により実施し、旅行ニーズが多様

化する中での海上交通の可能性を検証した結果を踏まえ、東京湾クルーズを実施する民間旅客事業

者の誘致を促進していきます。 

 

 

① 交通アクセスの向上 

【H29(2017)運航実験（結果）】 

航路：東京（羽田空港）～千葉みなと間 

時期：平成 29年 12月～1月 

訪日外国人旅行者を対象に、期間中 4 往復

実施した。 

【H28(2016)運航実験（結果）】 

航路：東京（有明）～千葉みなと・船橋間 

時期：平成 28年 7 月～9月、12月～1月 

国内旅行者を対象に、約 1600 人が乗船し東京

湾ｸﾙｰｽﾞを満喫した。 

東京 2020 大会開催時までの開業

が困難であるため。 

海上交通の実証実験の結果、輸送手段とし

ての定期便の運航は困難であるため。 
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

ＪＲ京葉線・りんかい線の

相互直通運転の促進【再掲】 
     

 

 

相互直通運転に向

けた臨時列車の運

行、アクセス向上 

高速バスの利便性向上【再

掲】 
       

空港からの  

アクセス向上 

バスＩＣカードシステムの

整備【再掲】 
       

市内全バス事

業者のＩＣカ

ードシステム

導入 

幕張新都心拡大地区新駅の整

備促進 
  

 
    

幕張新都心の

利便性向上 

旅客船の運航実験等  
 

 
 

   海上交通の活用 
運航実験 誘致の促進 

東 
京 

大 

会 
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本市を訪れる方の快適な滞在を実現できるよう、公衆無線ＬＡＮWi-Fi 環境、多言語対

応の推進や、民泊に向けた取組など受入環境の充実を図ります。 

また、バリアフリーやユニバーサルデザインを推進し、人にやさしい移動空間の形成を

図ります。 

 

○ 公衆無線ＬＡＮ環境の充実 Wi-Fi環境の利用促進に向けた民間事業者との連携【再掲】 

＜観光 MICE企画課＞ 

外国人観光客訪日外国人が情報を入手し、快適に千葉市での滞在を楽しむことができるよう、ＪＲ海

浜幕張駅前広場等に公衆無線ＬＡＮを設置している民間事業者が運営するフリーWi-Fi にアクセスす

るための QR コードを、市が発行する MICE 参加者等向けマップに掲載するほか、千葉市内の飲食店・

小売店等に対して千葉商工会議所の「千葉おもてなし Wi-Fi」の導入の促進を図るとともに、さらに訪

日外国人が無料 Wi-Fiに簡易に接続できるよう、引き続き民間事業者と協議を進めます。 

 

◯ 観光案内所の機能向上 【再掲】 

＜観光プロモーション課＞ 

訪日外国人の受入環境を整備するとともに、サービスの向上を図るため、千葉・幕張観光情報セ

ンターに、Wi-Fi環境整備や観光案内に便利なタブレット端末を設置するための補助を行います。 

 

○ バリアフリー化の推進 【再掲】  

＜中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

大会組織委員会が中心となって策定したアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、アクセスルート等

のバリアフリー化を推進します。 

➣2017(平成 29)年度～  

・海浜幕張駅から競技会場までの歩道の段差解消や、海浜幕張駅南口駅前広場にエレベーター、

エスカレーター、シェルターの設置などを実施します。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅南口ロータリーに、身体障害者用乗降場の増設などを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 来訪者の受入環境の充実 
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○ 歩行者向け案内サインの多言語対応等 ☆ 【再掲】 

＜オリンピック・パラリンピック調整課、中央・美浜土木事務所維持建設課＞ 

外国人来訪者訪日外国人が迷わずまち歩きでき、快適に滞在できるよう、歩行者向け案内サイン

の多言語対応等を推進します。 

➣2016(平成 28)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応調査を実施しました。 

➣2017(平成 29)年度   

・歩行者向け案内サインの多言語対応やピクトグラムの活用に向け、対応策を検討しました。 

➣2018(平成 30)年度   

・幕張新都心地区の歩行者向け案内サインを改修しました。 

➣2019(平成 31)年度  

・海浜幕張駅周辺の歩行者向け案内サイン 14 基などに、ＱＲコードによる多言語案内等を導入します。 

 

○ 海浜幕張駅前公衆トイレ改修 【再掲】 

＜収集業務課＞ 

幕張メッセの最寄駅である海浜幕張駅周辺環境の整備として、海浜幕張駅前公衆便所の改修を行

い、観光客等の利便性を高めます。 

 ➣2019(平成 31)年度  

・改修工事を実施します。 

 

○ 道路案内標識の英語表示修正表記改善 ☆  

＜花見川・稲毛土木事務所維持建設課、若葉土木事務所維持建設課、緑土木事務所維持建設課＞ 

多言語対応の強化・推進のため、市内の道路標識の英語表示記を国土交通省基準に統一し、外国

人旅行者訪日外国人の円滑な移動や快適な滞在に資する都市環境の向上を目指します。 

➣2015(平成 27)年度～  

・道路標識の改善を実施しています。 

 

○ 外国人観光客受入環境整備等支援  

＜産業支援課＞ 

外国人観光客訪日外国人による市内飲食店、宿泊施設、商店などの利用を促進するため、多言語

対応やハラール、免税店化、Wi-Fi環境の整備等に係る経費の一部を補助します。 

 

○ 外国人滞在施設経営事業（特区民泊）の実施  

＜国家戦略特区推進課、生活衛生課、観光プロモーション課＞ 

外国人の滞在に適した民泊施設を提供することにより、東京 2020大会の開催に向け外国人来訪客

の受け入れを促進するとともに、市内内陸部の観光資源の活用による市内経済の活性化を促進し図

ります。 

⇒（関連）国家戦略特区における事業の推進 （Ｐ●●） 
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○ シェアリングエコノミーの推進 

＜国家戦略特区推進課＞ 

来訪者に対するおもてなしの一つの形態として、民泊やガイドサービスなどのシェアリングエコ

ノミーを活用したサービス提供に向けた取組みを実施します。 

 

○ 千葉おもてなし SHOP ガイド  

＜観光プロモーション課＞ 

外国人観光客訪日外国人向けの 15か国語での飲食、物販、サービスの市内店舗紹介及び市内事業

者の多言語メニュー作成支援ウェブサイトを運営します。 

 ➣2016(平成 28)年度～  

・飲食店事業者のメニュー多言語化を支援するセミナーを実施し、市内事業者のインバウンド対

策を支援しています。 

➣2018(平成 30)年度  

・千葉市内 483店舗、船橋市内 171店舗が登録しています。 

 

○ （一社）おもてなし ICT 協議会の実証事業への参加  

＜経済企画課＞ 

（一社）おもてなし ICT 協議会が、本市に訪れる訪日外国人を対象に行う ICT 機器を利用した実

証事業に、本市も引き続き積極的に参加・協力します。また、実証事業の結果を関係機関等と検証

し、ICT を活用したおもてなし力の向上に生かします。 

【主な実証事業項目】 

ア おもてなしステーションの開設による IC カードとパスポート情報の紐づけ（モニター実証） 

イ 千葉市郷土博物館等の市内観光施設への最先端の ICT 技術の導入 
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【（一社）おもてなし ICT 協議会とは】 

平成 26 年 11 月に総務省は「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会」を立ち上げ、東京

2020 オリンピック・パラリンピック競技大会及びそれ以降の我が国の持続的成長も見据え、社会全体のＩ

ＣＴ化の推進に向けた検討を行い、平成 27 年 7 月には、「アクションプラン（第一版）」をとりまとめました。  

同アクションプランでは、2020 年の社会全体の ICT 化実現に向けて、最先端の ICT 技術や IoT 時代の

技術進捗を踏まえて構築される「IoT おもてなしクラウド」と連携し、スマートフォン、IC カード（交通

系や商業系等）やデジタルサイネージ等を活用し、様々なデータや ID 等情報利活用による多様なサービス

連携（個人の属性・言語等に応じた情報提供や支払手続の簡略化等)を可能とするサービス「IoT おもてな

しサービス」の実現が求められています。そこで、趣旨に賛同する多くの企業・団体が一般社団法人おもて

なし ICT 協議会を設立し、本市も賛助会員として参加することとしました。協議会は、総務省から「IoT お

もてなし環境実現に向けた地域実証」の事業を受託し、平成 29 年 1 月から「千葉・幕張・成田地区」を対

象とした、訪日外国人向けの実証事業に取り組んでおり、本市も参加して今後の取り組みに生かすこととしています。  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

Wi-Fi 環境の利用促進に向

けた民間事業者との連携

【再掲】 

     

 

 

外国人観光客

の利便性向上 

Wi-Fi環境の普

及訪日外国人

の利便性向上 

観光案内所の機能向上 

【再掲】 
       

バリアフリー化の推進 

【再掲】 

（会場周辺以外継続） 

       

競技会場都市

としてふさわ

しい環境整備 

歩行者向け案内サインの多

言語対応等【再掲】 

（会場周辺以外継続） 

       外国人観光客

訪日外国人が

快適に滞在、ま

ち歩きできる

環境 

道路案内標識の英語表示修正

表記改善 
       

外国人観光客受入環境整備等支援        

シェアリングエコノミーを

活用したサービス提供 
 

 

     

おもてなし民泊

やガイドサービ

ス等の提供 

千葉おもてなし SHOPガイド        

訪日外国人が

快適に滞在、ま

ち歩きできる環境 

（一社）おもてなし ICT 協

議会の実証事業 
       

実証結果を ICT

を活用したお

もてなし力の

向上に生かす 

実証事業 実証結果の反映検討 

東
京
大
会 
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◆ ４－５ 千葉市の文化を発信 

 

 

 

「第２次千葉市文化芸術振興計画」において、「東京オリンピック・パラリンピック競技

大会を契機とした文化芸術施策の発信強化」を重点プロジェクトとして位置づけ、本市の文

化力の基盤を強化し、併せてそれを世界の人々に発信するための施策を展開します。での重

点プロジェクト「東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化芸術施策の

発信強化」に基づき、本市が持つ魅力的な文化力を広く発信できるよう、既存の文化芸術事

業を本市独自の文化プログラムとして推進するとともに、新たな文化プログラムの実施を目

指します。 

 

【新たな文化プログラム】 

○ 市の魅力ある文化力を活かした文化プログラムの推進実施 

＜文化振興課＞ 

東京 2020 大会に向けた文化プログラムを策定し、本市ならではの文化芸術事業を市民や世界の人々に

発信します。 

東京 2020 大会にあわせて、加曽利貝塚や里山などの本市の自然や歴史に根差した固有の文化力と、

技術の進展によって生まれたメディア芸術などの新しい文化力を活用し、市民の方々が本市の魅力

を再発見でき、かつ、市の魅力を多様な表現で広く発信することのできる芸術祭の開催に向けて、

準備等を進めます。 

 

○ ジャポニスムと浮世絵展の開催 

＜文化振興課＞ 

2020 年 7 月の千葉市美術館のリニューアルオープンにあわせて開催する、訪日外国人も視野に入

れた大規模展覧会「ジャポニスムと浮世絵展」の準備等を進めるとともに、およそ 1,500 点余のコ

レクションの中から選ばれた珠玉の浮世絵版画 200 点で構成され、初めての里帰り展となる『オー

バリン大学アレン・メモリアル美術館所蔵「メアリー・エインズワース浮世絵コレクション」』を 2019

年 4 月から 5 月にかけて開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 千葉市の文化を発信 

新たに大項目に位置付け 
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スケジュール（案） 

 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

市
の
魅
力
あ
る
文
化
力
を 

活
か
し
た
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム 

H31.3 月  

・実行委員会立ち上げ 

6 月頃 

・基本計画書策定 

10 月頃 

・2019 年度実施計画 

策定 

11 月頃 

・ワークショップ等実施 

7 月頃 

・2020 年度実施計画 

策定 

7 月～9 月 

・オリパラ開催期間中に 

芸術祭を開催 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と 

浮
世
絵
展
の
開
催 

・実施内容の検討 4～5 月頃 

・「メアリー・エインズワース 

浮世絵コレクション」の 

開催 

7 月頃 

・千葉市美術館のリニュー 

アルオープンにあわせて 

「ジャポニスムと浮世絵

展」を開催 

 

【既存の文化プログラム】 

○ 広域的な文化芸術施策の連携強化   

＜文化振興課＞ 

都内等の美術館との共通パスポート導入や多言語化及び Wi-Fi 対応など、都市間の連携による文

化芸術施策の展開を検討していきます。 

都内等の美術館との共通パスポート導入により、都市間での文化芸術施策の連携を強化するとと

もに、美術館での多言語化対応を行うほか、Wi‐Fi 対応についても検討していきます。 

 ➣千葉市美術館は「美術館・博物館等共通入場券・割引券（東京・ミュージアムぐるっとパス）」対

象施設です。 

 ➣千葉市美術館では、一部の展覧会での出品作品のキャプションやホームページ等の和英表記など

を行っています。 

 

○ 車椅子チバリアフリーアートプロジェクトの実施 

＜文化振興課＞ 

車椅子スポーツの振興にあわせて、地元企業や団体等の連携を図り、文化芸術の視点から車椅子

をテーマとした文化イベントを実施します。 

障害者と健常者が共に出演するファッションショーや、車椅子ダンサーや手話パフォーマーなど

によるパフォーマンス、市内の福祉施設で制作された絵画などのアート作品の展示や音楽ライブな

どを行い、本市の文化を発信するとともに、多様性に対応した共生社会の実現を目指したイベント

を実施します。 

➣2016(平成 28)年度～  

・プロジェクトの一環として、「チバリアフリー」を開催しています。 

「チバリアフリー」を開催しています。 
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○ PLAY THE WHEELS の実施  

＜文化振興課＞ 

東京 2020大会に向けた機運醸成を図るためイベントに、メディアアートとスポーツ競技用車椅子

いすの試乗体験を融合させた「PLAY THE WHEELS」を２年前イベントにおいて出展します。 

 ➣2017(平成 29)年度～  

・東京 2020大会開催前イベントにおいて、競技用車いすとアートをテーマとした試乗体験イベン

トを実施しています。 

 

○ 文化体験等によるおもてなし  

＜文化振興課＞ 

文化芸術活動をしている市内の文化芸術団体やアーティスト等が主体となり、千葉の魅力を感じ

てもらえるような体験プログラムや交流の機会など、千葉らしい文化によるおもてなしを検討しま

す。 

東京 2020大会の開催にあわせた、千葉の魅力を感じてもらえるような鑑賞・体験プログラムの実

施にむけて、市内で活躍する団体やアーティストとともに、千葉らしい文化によるおもてなしを検

討します。 

➣2019(平成 31)年度  

・東京 2020大会にあわせて開催する、ベイサイドジャズ千葉や伝統芸能まつりのプレイベントの

検討及び市民創作ミュージカル本番公演に向けた準備を行います。 

 

 

 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

市の魅力ある文化力を活か

した文化プログラムの推進

実施 

     

 

 

千葉市文化・芸

術の振興 

ジャポニスムと浮世絵展の

開催 
       

チバリアフリーアートプロ

ジェクトの実施 
       

PLAY THE WHEELS の実施        

文化体験等によるおもてなし        

東
京
大
会 
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◆４－６ 千葉市の魅力の発掘と発信、2020 年以降も見据えた将来的なまちづくり 

 

 

 

行ってみたい・また来たい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指し、本市の特性

や魅力を最大限引き出し、発信していきます。 

 

○ 千葉市のルーツや魅力となる地域資源の内外への発信 ☆ 

＜都市アイデンティティ推進課＞ 

加曽利貝塚やオオガハス、千葉氏、海辺など本市のルーツや魅力となる地域資源を内外へ広く発

信し、千葉市の知名度の向上を図ります。 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

千葉市のルーツや魅力

となる地域資源の内外

への発信 

     

 

 

市民の本市に対する

誇り・愛着の高まり 

来訪者・居住者の増

加 

① 千葉市固有の都市アイデンティティ（千葉市らしさ）の確立と内外への発信 

「千葉市都市アイデンティティ戦略プラン」にもとづいて、４つの地域資源を起点・基準点とし

て、以下の方向性から戦略的に施策を展開します。 

 

■４つの地域資源の活用 

 「加曽利貝塚」「オオガハス」「千葉氏」「海辺」 

 

■施策展開の方向性 

 １ ４つの地域資源の魅力あるコンテンツの充実 

 ２ ４つの地域資源に親しみ楽しむ機会づくり 

 ３ 「千葉市らしさ」の見える化の推進 

 ４ 「千葉市らしさ」の醸成及びその発信・プロモーション 

千葉市の魅力に関する認知度の向上 

市民の本市に対する誇り・愛着が高まる 

◆４－１ ②本市観光資源を活かした新たな集客策（Ｐ●●）な

ど）を通して、本市の魅力を効果的に発信します。 

 

東
京
大
会 
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本市は競技会場都市であるとともに、観光庁の「グローバルＭＩＣＥ強化都市」にも指定さ

れていることから、幕張新都心において、近未来技術の活用や海辺の活性化など、2020 年以

降も見据えた将来的なまちづくりに取り組み、本市の魅力を高め、発信していきます。 

 

 

○ 国家戦略特区における事業の推進   

＜国家戦略特区推進課＞ 

先端技術を活用したドローンによる宅配サービス、セキュリティや、自動運転モビリティの導入

をはじめ、日本の技術や多様な人材を活用した取組を実施し、世界に向けてアピールすることで、

先端技術産業の研究、産業拠点の集約、国際的な交流促進による都市の競争力の向上を図り、国際

的な経済産業拠点の形成を目指すとともに、すべての人がストレスフリーな生活の実現に必要なサ

ービスを享受できる「ユニバーサル未来社会」の実現を図ります。 

 

 

イメージ図 

        

 

 

 

 

 

② 先進的なまちづくり等の推進 

３月１６日鈴木副市長 

 

左図のドローン等の先端技術

の活用に「セキュリティ」を

追加すること 
出典：第１８回国家戦略特別区域諮問会議配布資料「指定区域のイメージ」より 

削除 
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○ ＭＩＣＥの推進  

＜観光 MICE企画課＞ 

国際会議などを積極的に市内へ誘致し、国際観光の振興、幕張新都心の魅力向上や地域経済の活

性化などを図るため、会議等開催経費の一部の助成を行うほか、関係機関と連携しＭＩＣＥ誘致に

取り組みます。や大規模イベント開催に合わせた賑わいを創出します。 

 ・国際会議、大規模コンベンションへの助成 

 ・ＭＩＣＥ開催地としての魅力向上及び発信強化による効果測定調査 

 ・大規模なＭＩＣＥ・イベントに対する開催支援、賑わいの創出 

 ・グローバルＭＩＣＥ都市誘致競争力の強化補助制度の拡充によるＭＩＣＥ誘致の強化 

 

○ 海辺の活性化 

＜海辺活性化推進課＞ 

稲毛から幕張にかけての総延長約 4.3 ㎞の人工海浜と、稲毛海浜公園、県立幕張海浜公園を本市

固有の地域資源「海辺エリア」とし、本エリアとその周辺の活性化に取り組みます。 

今後、海辺のグランドデザインに基づき、海辺とまちが調和する千葉市ならではの「都市型ビー

チ」の可能性を追求し、都市としての魅力を一層高めていきます。 

➣平成 28(2016)年 3月 2015(平成 27)年度  

・稲毛海浜公園検見川地区に、民間事業者による海辺活性化施設「ザ・サーフ オーシャンテラス」

（レストラン・軽飲食施設、ホール、バンケット）がオープンしました。表彰式やレセプション

といったイベント会場として活用されることで、新たな海辺の魅力の発信が期待されます。 

➣平成 28(2016)年 4月 2016(平成 28)年度  

・千葉中央港地区で千葉県が整備している港湾緑地の一部、旅客船さん橋（1 基）が供用開始さ

れました。 

➣平成 30(2018)年 3月 2017(平成 29)年度  

・千葉みなと旅客船ターミナル等複合施設「ケーズハーバー」を代表施設とする 9施設が、国土

交通省より「みなとオアシス千葉みなと」として登録されました。 

➣2018(平成 30)年度  

・千葉中央港地区で 2 基目の小型浮さん橋が完成しました。これに合わせ、千葉ベイエリアでは

初となるクリスマスマーケットを同地区おいて開催しました。  
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取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

先端技術を活用したドロー

ンによる宅配サービス、セ

キュリティ 

 

 

   

 

 
近未来技術実証･多

文化都市の構築、 

ユニバーサル未来

社会の実現 
先端技術を活用したモビリ

ティの導入 
       

外国人滞在施設経営事業（特区

民泊）の実施 
       

外国人来訪者

訪日外国人の

受け入れ促進、

グリーンツー

リズムの推進 

魅力的な道路空間の創出  
 

     
ＭＩＣＥ及び都

市観光の推進 

実用化に向けた 

実証実験等を実施 

東 
京 

大 

会 
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本市を訪れる方が安心して過ごすことができるよう、市民の応急手当に対する普及啓発を推

進し、安心して滞在できるまちとしてのイメージアップを図ります。 

 

○ 市民向け救命講習会  

＜消防局 救急課＞ 

市民向け救命講習会の実施など、応急手当の普及啓発を推進し、応急手当の方法を習得・実践で

きる市民を増やすことにより、バイスタンダーＣＰＲ（その場に居合わせた人の心肺蘇生法）の実

施率向上を図り、救命先進都市を目指します。 

 

 

 

  

取組項目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 取組の目標 

市民向け救命講

習会 
     

 

 

バイスタンダーCPR の実施率向

上による安心して滞在できる千

葉市としてイメージアップ 

③ 救急・救命体制の充実によるイメージアップ 

東
京
大
会 
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第３章 推進体制                                              

 

東京オリンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部 

 

本部長   市長 

副本部長 両副市長 

本部員  病院事業管理者、教育長、総務局長、総合政策局長、財政局長、市民局長 

     保健福祉局長、こども未来局長、環境局長、経済農政局長、都市局長 

     建設局長、国家戦略特区担当局長、中央区長、花見川区長、稲毛区長、若葉区長、 

緑区長、美浜区長、消防局長、会計管理者、議会事務局長 

 

 

東京オリンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部幹事会 

  幹事長 オリンピック・パラリンピック推進担当部長 

  幹事  市民局生活文化スポーツ部長、経済農政局経済部長及び関係部長等 

 

 

   （分野別プロジェクトチーム） 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進プロジェクトチーム 

    ・方向性１に関する取組を検討・実施 

 

 

スポーツ振興プロジェクトチーム 

    ・方向性２に関する取組を検討・実施 

    

 

   共生社会推進プロジェクトチーム 

    ・方向性３に関する取組を検討・実施 

 

 

観光推進・おもてなしプロジェクトチーム 

    ・方向性４に関する取組を検討・実施 

 

 

 

 

 

※ 今後、プロジェクトチーム等の体制は、必要に応じて変更していきます 

 

 

 

  

事務局 

総合政策局オリンピック・パラリンピック推進総合政策部 

オリンピック・パラリンピック調整推進課 
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