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はじめに
本市では、市を取り巻く社会構造が大きな変化をむかえつつある中、平成 23 年度に
「千葉市新基本計画」を策定し、10 年後・20 年後を見据えた市政運営の基本指針を
示してきました。
この「千葉市新基本計画」が課題として見据えた、社会構造の変化の最たるものが、
「人口減少」です。
現在日本が直面している人口減少は、少子高齢化を伴いながら、急速に進行してい
ます。このことは、社会保障費等の増大による国・地方の財政の悪化のみにとどまら
ず、労働力人口の減少、消費市場の縮小をも招き、社会経済全体を衰退させる深刻な
課題となっています。
このような危機感のもと、国は、平成 26 年 11 月 28 日に「まち・ひと・しごと創生
法」を施行し、さらに政府は、同年 12 月 27 日に「まち・ひと・しごと創生長期ビジ
ョン」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定しています。その中で、「人
口減少克服」「東京一極集中の是正」による「地方創生」に、国・地方をあげて取り
組むことを明確にしてきました。
そこで、本市においても、人口減少の克服と地域の活性化に取り組み、千葉市独自
の「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」を実現するため、「千葉市まち・ひと・
しごと創生人口ビジョン・総合戦略」を策定いたします。
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人口ビジョン・総合戦略の位置づけ
（１） 国の長期ビジョン・総合戦略との関係
まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年 11 月 28 日法律第 136 号、以下「創
生法」という。）は、第 10 条において、市町村は、国や県の総合戦略を勘案
して、当該市町村の区域の実情に応じた基本的な計画（市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略）を定めるよう努めなければならないと規定している。
本市の「千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」（以下、
「戦略等」という。）は、この創生法の目的と理念、要請に基づき、本市の置
かれた状況や将来展望を積極的に発信するために策定するものである。

（２） 人口ビジョンと総合戦略の対象期間、計画期間
「人口ビジョン」
2060 年（平成 72 年）までを推計と分析の対象期間とし、将来展望を描く。
「総合戦略」
平成 27 年度から平成 31 年度までを計画期間とする。

（３）千葉市の総合計画との関係
本市では、市政運営の中長期的な基本理念や目標を掲げる、いわゆる総合計
画に当たるものとして、基本構想、基本計画、実施計画を策定し、これを指針
として総合的かつ計画的な施策の推進を図っている。
今回策定する戦略等は、「人口減少の克服と地域の活性化」を目的としたも
のとなるが、この課題意識は「千葉市新基本計画」の中で既に触れており、「実
施計画」において施策を具体化している。したがって戦略等は、新機軸として
策定するものではなく、本市のこれまでの計画行政と、理念、目標を同じくし
て策定するものである。
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そこで人口ビジョン、総合戦略に先立ち、まず本市の基本構想、基本計画、
実施計画の概略を説明したい。
千葉市基本構想（平成 11 年 12 月議決）
21 世紀を展望した市政運営の指針
本市の望ましい姿を実現していくために必要な施策を、総合的・計画的に推
進するための礎となる。
基本理念

「人間尊重・市民生活優先」

基本目標

「人とまち

望ましい都市の姿

①自然を身近に感じるまち・千葉市

いきいきと幸せに輝く都市」

②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市
③安全で快適なまち・千葉市
④豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市
⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市
⑥共に築いていくまち・千葉市

千葉市新基本計画（平成 23 年６月策定）
平成 24 年度～平成 33 年度の 10 年間を計画期間
基本構想で定める基本目標等を実現するため、まちづくりの方向性や実現す
べきまちの個性などを示す基本方針。
まちづくりの
重要な課題

①人口減少社会への対応
②少子超高齢社会への対応
③環境問題への対応
④グローバル社会への対応
⑤自立・分権型都市経営

まちづくりの
コンセプト

「わたしから！ 未来へつなぐ まちづくり」
○みんなで進めるまちづくり
○未来へつなぐ計画的なまちづくり
○個性や魅力を高めるまちづくり

実現すべき
まちの個性

○未来をつくる人材が育つまち
○みんなの力で支えあうまち
○訪れてみたい・住んでみたいまち
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５つのまちづくりの方向性
１
２
３
４
５

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともにいきるまちへ
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
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

第２次実施計画（平成 27 年３月策定）
平成 27 年度～平成 29 年度までの３年間を計画期間
新基本計画で示された「５つのまちづくりの方向性」と施策体系に沿って、
重点的、優先的に取り組む具体的な事業を明らかにする。

これらのほか、個別部門計画のうち地方創生に資するものを位置づけ、さら
に新規拡充施策の検討を加えた上で、包括的、総合的、横断的な計画として総
合戦略を策定した（次ページ「千葉市まち・ひと・しごと創生のイメージ」参
照）。
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千葉市 まち・ひと・しごと創生のイメージ
基本構想
千葉市まち・ひと・しごと創生
人口ビジョン

目標年次
21世紀を展望

対象期間：2060年（平成72年）までを展望

新基本計画
目的・目標の明示

計画期間：10年間
平成24年度～平成33年度

現状分析と
将来展望
の設定

都市経営の3方針
７つの重点戦略

第２次実施計画

千葉市まち・ひと・しごと創生
総合戦略
計画期間：5年間

計画期間：３年間
平成27年度～平成29年度

平成27年度～平成31年度

施策の
選択と集中
による実現

地方創生に向けた
施策の体系化

個別部門計画








連
携








都市アイデンティティ戦略プラン
財政健全化プラン
資産経営基本方針
公共施設等総合管理計画
スポーツ推進プラン
男女共同参画基本計画
健やか未来都市ちばプラン

etc…

【計画期間】
基本構想

21 世紀を展望

基本計画

平成 24～33 年度（10 年間）

実施計画

第 1 次実施計画

人口ビジョン

総合戦略

新規
拡充
施策

こどもプラン
都市計画マスタープラン
地域経済活性化戦略
経済成長アクションプラン
雇用促進マスタープラン
緑と水辺のまちづくりプラン

第 2 次実施計画

2060 年（平成 72 年）までを展望
平成 27 年度～平成 31 年度
の 5 年間
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