
施策体系における名称

第５章では、第３章で示した「まちづくりの方向性」に基づき、政策分野別の現状と課
題及び今後の施策展開の方向性を示します。

分野別計画第5章

豊かな自然を守り、はぐくむ１－１ 豊かな自然を守り、はぐくむ１－１

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1 豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1

政策（まちづくりの方向性）：５

施策の柱：１９

１－１－１　緑と水辺の保全・活用

１－１－２　やすらぎとにぎわいのある海辺の創出

施策：５８
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都市の魅力を高める５－１

地域経済を活性化する５－２

都市農林業を振興する５－３

ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ5

都市の魅力を高める５－１

地域経済を活性化する５－２

都市農林業を振興する５－３

ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ5

豊かな自然を守り、はぐくむ１－１

緑と花のあふれる都市空間を創る１－２

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る１－３

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1

豊かな自然を守り、はぐくむ１－１

緑と花のあふれる都市空間を創る１－２

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る１－３

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1

健康で活力に満ちた社会を創る２－１

高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る２－４

障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る２－５

こどもを産み、育てやすい環境を創る２－２

ともに支えあう地域福祉社会を創る２－３

支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ2

健康で活力に満ちた社会を創る２－１

高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る２－４

障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る２－５

こどもを産み、育てやすい環境を創る２－２

ともに支えあう地域福祉社会を創る２－３

支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ2

未来を担う人材を育成する３－１

多彩な交流・連携により新たな価値を創る３－４

市民の力をまちづくりの力へ３－５

生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える３－２

文化を守り、はぐくむ３－３

豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ3

未来を担う人材を育成する３－１

多彩な交流・連携により新たな価値を創る３－４

市民の力をまちづくりの力へ３－５

生涯を通じた学びとスポーツ活動を支える３－２

文化を守り、はぐくむ３－３

豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ3

市民の安全・安心を守る４－１

快適な暮らしの基盤をつくる４－２

ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる４－３

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4

市民の安全・安心を守る４－１

快適な暮らしの基盤をつくる４－２

ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる４－３

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4

施策体系

第 5章　分野別計画
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豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ

基本方針
　次代に引き継げる豊かな環境を実現するため、本市の貴重な財産である自然の保全・活
用を基調としながら、都市空間の緑化や地球温暖化対策・３Ｒの推進、良好な生活環境の
確保など、環境問題への対応を総合的に進める必要があります。

■市民がうるおいとやすらぎを感じることができる自然共生社会を目指して、生物多様性
の確保に配慮しながら、豊かな緑と水辺の保全・活用や、やすらぎとにぎわいのある海
辺づくりを進めます。
■緑と花のあふれる魅力的な都市空間を創出するため、公園緑地の充実や都市緑化、花の
あふれるまちづくりを進めます。
■低炭素社会・循環型社会の実現を目指して、地球温暖化対策や３Ｒの推進、良好な生活
環境の確保などを進めます。

方向性1
方
向
性 

１

第 5章　分野別計画　　　　　　
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１－１－１　緑と水辺の保全・活用

１－１－２　やすらぎとにぎわいのある海辺の創出

豊かな自然を守り、はぐくむ１－１

１－２－１　公園緑地の充実

１－２－２　都市緑化の推進

１－２－３　花のあふれるまちづくりの推進

緑と花のあふれる都市空間を創る１－２

１－３－１　低炭素社会の実現に向けた取組みの推進

１－３－２　循環型社会の実現に向けた取組みの推進

１－３－３　良好な生活環境の確保

１－３－４　環境保全・創造活動の推進

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る１－３

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1

１－１－１　緑と水辺の保全・活用

１－１－２　やすらぎとにぎわいのある海辺の創出

豊かな自然を守り、はぐくむ１－１

１－２－１　公園緑地の充実

１－２－２　都市緑化の推進

１－２－３　花のあふれるまちづくりの推進

緑と花のあふれる都市空間を創る１－２

１－３－１　低炭素社会の実現に向けた取組みの推進

１－３－２　循環型社会の実現に向けた取組みの推進

１－３－３　良好な生活環境の確保

１－３－４　環境保全・創造活動の推進

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る１－３

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ1

豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ

施策体系
方
向
性 

１
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■自然環境に関する市民意識の状況（市民１万人アンケート）

※項目ごとに四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があります。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H16

H21

H16

H21 62.3

54.1

36.4

31.6 22.5 40.3 5.6

22.6 34.8 6.3

21.9 22.4 1.6

20.2 15.7 1.9

そう思う・どちらかといえばそう思う

市内の花や緑は、
豊かだと感じている

身近な水辺に
親しみを感じている

どちらともいえない
そう思わない・どちらかといえばそう思わない 知らない・無回答

■現状と課題

•	本市の自然環境は、市域の約半分を占める市街化調整区域を中心とした豊かな緑と、東
京湾に接する長大な海岸線や河川などの水辺を中心に構成されています。
•	これらに象徴される自然環境は、市民生活にうるおいとやすらぎを与える観点からその
保全と活用が求められてきました。しかし近年は、絶滅のおそれのある野生動植物の増
加など、生態系への影響が顕在化してきていることから、生物多様性の確保を図る観点
からも、重要性が増してきています。
•	緑については、首都圏の大都市としては比較的豊かな水準にあり、谷津田や畑地、里山
といった田園風景が特徴です。
•	河川については、湧水などを水源として、低地を流れ、川幅が狭いことが特徴です。急
激な市街化に伴い水質が悪化しましたが、下水道の整備などにより、近年は改善が見ら
れます。
•	緑と水辺の保全・活用に向けた本市の継続的な取組みや、市民による主体的な活動の広
がりにより、本市の自然を豊かで親しみやすいと感じる市民は増えてきています。
•	今後は、自然の恩恵を受け続けることができるよう、市民とともに行う取組みの一層の
推進や、様々な主体の連携の強化、市街地の拡散の抑制などにより、自然環境の積極的
な保全・活用を図るとともに将来に向けてはぐくむことが必要です。
•	海については、昭和３０年（１９５５年）以降の公有水面埋立により、遠浅の海は消失
しましたが、いなげの浜など日本一の長さを誇る人工海浜やヨットハーバーの整備によ
り、市民の憩いやレクリエーションの場として賑わっています。今後も、本市の大きな
特長としての海を活かし、やすらぎとにぎわいのあるまちづくりを進めることが必要で
す。

豊かな自然を守り、はぐくむ1 ー 1

第 5章　分野別計画　　　　　　
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•	特別緑地保全地区 31 の指定や市民緑地の設置、谷津田
や里山などの保全、トラスト制度 32 の導入検討などに
より、市民や各種団体など、様々な主体と連携しなが
ら自然環境を保全するとともに、コアジサシなどの希
少動植物の保護など、生物多様性の確保に向けた取組
みを進めます。
•	生物多様性の確保に配慮しながら、市民が身近に親し
める緑と水辺のネットワーク化を推進します。
•	既存の自然環境などを活用した親水性の向上により、水辺やせせらぎの保全・復活に市
民とともに取り組みます。
•	農村の魅力の発信や、市民農園・体験農園・観光農園などにおけるふれあいを通じ、都
市と農村の交流を促進します。
•	長期的展望に基づき、市街地の拡散を抑制するなど、自然と調和した、計画的な土地利
用誘導を推進します。

■施策の展開

１−１−１　緑と水辺の保全・活用

31	 都市における良好な緑地を現状凍結的に保全するため、都市計画の「地域地区」のひとつとして指定する。風致・
景観が優れ、地域住民の生活環境として必要なもの、神社・寺院等と一体となって文化的意義を有するもの、動植
物の生息地または生育地で保全する必要があるものなどを指定し、地区内では建築行為等の緑地に影響を与える一
定の行為を制限する。

32	 ここでは、樹林地などの保全を目的として、市民や各種団体などが資金を出しあって取得するとともに、協働によ
る管理運営を行う形態などのこと。

•	いなげの浜や検見川の浜などの人工海浜の充実
により、市民生活にやすらぎを与える海辺づく
りを進めます。
•	中央港地区のまちづくりや、幕張新都心・蘇我
臨海部のウォーターフロントの活用などにより、
市民や市外からの来訪者が親しめる、海を活か
したにぎわいづくりを進めます。

１−１−２　やすらぎとにぎわいのある海辺の創出

千葉中央港地区旅客船さん橋及び緑地整備のイメージ図

市民緑地

第 5章　分野別計画

方
向
性 

１

54



■都市公園数・面積の推移
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•	都市化の進展に伴い自然の減少が進んでいることから、緑化の推進など、都市空間にお
ける自然を保全・創造することにより、市民生活にうるおいとやすらぎを与えるととも
に、都市の魅力を高めていくことが必要です。
•	本市では、総合公園などの大規模な公園や、街区公園などの身近な公園の整備を推進し
た結果、市民一人当たりの都市公園面積は、政令指定都市の中で上位に位置しています。
•	昭和４０～５０年代に整備された多くの公園が改修の時期を迎えているなど、計画的な
機能更新が必要となっているほか、利用者・地域のニーズの変化への対応や、市民との
協働による維持管理の仕組みづくりが課題となっています。そのため、今後は、既存ス
トックの有効活用を中心に、地域バランスに配慮しながら、市民がより親しみを感じる
ことができる公園緑地の充実を図ることが必要です。
•	市民・企業などとの協働による緑化活動や花のあふれるまちづくりが定着してきており、
今後とも、様々な主体との連携を強化していくことが必要です。

緑と花のあふれる都市空間を創る1 ー 2

■現状と課題

第 5章　分野別計画　　　　　　
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■市民一人当たりの都市公園面積（首都圏政令指定都市等との比較、平成２３年〔２０１１年〕３月末時点）

■花のあふれるまちづくり参加・協働団体数

大都市平均※

千葉市

相模原市

川崎市

横浜市

東京都特別区

さいたま市

5.00 10.00
m2/人

0.00

※　指定都市19市及び東京都特別区の平均値
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（資料：国土交通省）
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蘇我スポーツ公園整備計画図

•	公園の安全性や魅力の向上を図るため、公園や施設の改修、バリアフリー化などを計画
的に推進します。
•	公園の維持管理の向上や利活用の促進を図る
ため、市民や企業などとの協働による新たな
公園の管理・運営手法としてパークマネジメ
ントを推進します。
•	緑と水辺の保全や多様なレクリエーション活
動への対応などを図るため、大規模な公園（都
川水の里公園、花島公園、蘇我スポーツ公園）
の整備を進めます。
•	市民の日常生活に密着した身近な公園の整備
を、地域バランスに配慮しながら推進します。

１−２−１　公園緑地の充実

•	中心市街地など都心において、壁面、屋上やオープンスペースなどの緑化を推進します。
•	市民との協働により、住宅地や身近な公園、公共用地などにおける緑化を推進します。
•	ソーシャル・ネットワーキング・サービス33 などを活用し、市民が緑と花に関する情報
を共有できる環境づくりを推進します。
•	市民参加による植樹など、市民が緑を育てる機会や場の創出を促進します。
•	緑化に対する市民の理解が深まるよう、緑の様々な効用など、緑化の必要性について、
わかりやすい啓発を行います。

１−２−２　都市緑化の推進

33	 インターネット上で、コミュニケーションを円滑にする手段・場や、趣味や居住地域などのつながりを通じて新た
な人間関係を構築する場などを提供し、人のつながりを促進・支援する、コミュニティ型のサービスのこと。

■施策の展開

第 5章　分野別計画　　　　　　
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•	花いっぱい市民活動への支援や、その担い手となる人材の育成など、市民の主体的な活
動を支援します。
•	公共施設のオープンスペースなどを活用し、花のあふれる空間づくりを推進します。

１−２−３　花のあふれるまちづくりの推進

千葉公園のオオガハス

第 5章　分野別計画
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•	地球温暖化をはじめとする地球環境問題の深刻化や、石油などの天然資源の枯渇の懸念
などから、環境に対する関心・理解が高まっており、温室効果ガスの大幅な削減による
低炭素社会や、３Ｒの推進などによる循環型社会を実現することが、世界的に重要な課
題となっています。
•	地球温暖化は、人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境問題のひとつであり、温室効
果ガスの削減に着実に取り組むことが急務となっています。
•	本市では、普及啓発やパートナーシップの構築など、市民・事業者などの取組みのサポー
トを中心に取組みを進めていますが、各主体の努力にもかかわらず、温室効果ガスの排
出量を削減するには至っていません。
•	このため、省エネルギーの推進、化石燃料の有効利用、立地環境に即した再生可能エネ
ルギーの導入・活用及び３Ｒに基づくライフスタイルへの転換など、低炭素社会の実現
に向けて、新たな取組み手法も踏まえながら、より一層積極的に取り組むことが必要で
す。
•	本市では、ごみ焼却施設の老朽化や最終処分場の制約などの課題を踏まえ、平成１９年
度（２００７年度）から、「挑戦！焼却ごみ１／３削減」として、ごみの削減・再資源
化の取組みを積極的に進めています。
•	その結果、本市のごみのリサイクル率は、政令指定都市の中でも高い水準にあります。
一方、焼却ごみの量については、削減傾向にはあるものの、目標の達成には努力が必要
です。
•	今後とも、市民をはじめとするすべての主体が、循環型社会の実現に向けた取組みをよ
り一層強化することが必要です。
•	また、低炭素・循環型社会・自然共生社会の実現を統合的に進める観点から、身近な生
活環境を良好に保つことにより、環境負荷の低減を図ることが必要です。
•	環境問題は、市民をはじめとするすべての主体の日常生活や事業活動が主な発生原因と
なっています。そのため、問題の解決のためには、それぞれが環境問題の当事者として
の自覚を持ち、役割を認識し、一体となって取り組んでいくことが必要です。
•	市民の環境問題に対する関心・理解は高まってきていますが、市民の高い関心が実際の
活動につながるよう、また、特に若い世代の意識がより高まるよう、普及啓発や環境教
育を推進することが必要です。

環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る1 ー 3

■現状と課題
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■リサイクル率（注１）（首都圏政令指定都市等との比較、平成２１年度〔２００９年度〕）

（資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査」）

　※平成３３年度（２０２１年度）は「千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」
　　における目標年度・目標数値

※項目ごとに四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があります。

■環境問題に関する市民の行動（市民１万人アンケート）

■焼却ごみの量の推移

0.0 10.0 20.0 30.0（％）

大都市平均（注２）

千葉市

川崎市

横浜市

東京都特別区

さいたま市

（注１）　ごみ総処理量と集団回収量に対する直接資源化量、中間処理量及び集団回収量の割合
（注２）　指定都市18市（相模原市を除く）及び特別区の平均値
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19.4

26.8

31.1

14.3

18.9
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50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000
（トン/年）

H33
(目標年度)

H22H21H20H19

220,000

306,805
292,382

277,293
267,229

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

H16

H21

H16

H21

H16

H21
日頃、ごみをなるべく
出さないことや、
リサイクルに
心がけている

日頃、省資源・
省エネルギーに
心がけている

この１年間に、
美化・環境保全
活動をしたことがある

はい どちらともいえない いいえ 無回答

66.7 26.6 5.7 0.9

55.4 32.8 10.7 1.1 

61.8 31.7 5.7 0.9

53.1 34.9 11.0 0.9

22.9 11.7 64.3 1.0

20.2 10.8 68.0 1.0 
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•	地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの削減に向けた取組みを総合的・計画
的に推進します。
•	自動車交通に起因する温室効果ガスの削減を図るため、自動車公害防止計画に基づき、
低公害車の導入・普及や公共交通の利用促進、自動車交通の整流化などを進めます。
•	情報発信や普及啓発などにより、市民や事業者などの主体的な取組みを促進します。
•	太陽光、太陽熱、バイオマス、汚泥消化ガス34 などの再生可能エネルギーや未利用エネ
ルギーについて、立地環境に即した導入・活用を促進します。
•	効率的なエネルギー利用の促進などによる省エネルギー化や、天然ガスなどの化石燃料
の一層の有効利用を促進します。

•	焼却ごみ１０万トン削減を達成し、２清掃工場体制への移行を推進します。
•	分別・排出ルールの徹底や、家庭ごみの有料化の検討などにより、家庭ごみの減量を進
めます。
•	生ごみ、剪定枝、古紙・布類、プラスチック製容器包装などのごみの再資源化の推進な
どにより、３Ｒへの取組みを強化します。
•	空き缶の散乱の防止など、良好な景観に配慮した都市環境の向上に向けた取組みを進め
ます。
•	蘇我エコロジーパーク35 の整備を促進し、３Ｒ推進のための新たな拠点づくりを進めま
す。
•	不法投棄など不適正処理の防止対策や、普及啓発により、産業廃棄物の適正処理を促進
します。

１−３−１　低炭素社会の実現に向けた取組みの推進

１−３−２　循環型社会の実現に向けた取組みの推進

34	 下水道の処理過程で出る汚泥を発酵させることで発生するガスのこと。メタンガスが主成分であり、汚泥焼却炉等
の燃料として再利用することができる。

35	 新たな都市型環境拠点として、蘇我特定地区において、民間主導による環境関連産業の整備・集積を図るとともに、
リサイクル技術の研究開発機能や環境学習機能などの諸機能の導入を図るもの。

■施策の展開

第 5章　分野別計画　　　　　　

方
向
性 

１

61



•	実態調査による把握と効果的な規制・指導などにより、ダイオキシン・化学物質を含む
大気環境、水環境及び地質環境の改善を進めます。
•	身近な生活環境の改善を図るため、騒音・振動対策や悪臭対策などを進めます。
•	東京湾や河川の水質保全を図るため、下水道の高度処理化36 や合流式下水道37 の改善
を推進します。

•	将来にわたる豊かな環境の実現を図るため、環境基本計画に基づき、総合的かつ計画的
な取組みを推進します。
•	戦略的環境影響評価38 の導入により、大規模開発などに伴う環境負荷の低減を強化しま
す。
•	市民の高い関心を実際の活動につなげるため、普及啓発活動を推進します。
•	環境問題に対する理解を深め、環境保全・創造活動への参画を促すため、事業者等と連
携しながら、環境学習・環境教育を推進します。

１−３−３　良好な生活環境の確保

１−３−４　環境保全・創造活動の推進

36	 下水処理水に含まれる、窒素やリンといった海域の富栄養化原因物質等を除去できる高度な処理方法のこと。これ
らの物質による富栄養化が、東京湾の赤潮や青潮を引き起こしており、東京湾海域の他自治体と協力して下水道の
高度処理化を推進している。

37	 汚水と雨水を１本の下水管で排除する下水道のこと。千葉都心部周辺は、この合流式下水道で整備されており、雨
天時に未処理の下水が河川等に放流され、水質汚濁等の問題が発生している。

38	 事業計画が固まった段階で行う現行の環境影響評価より早期の、事業実施段階に至るまでの行政意思形成過程（戦
略的な段階）の段階で行う環境影響評価のこと。

ヘラソーズ（小学生によるごみ出しチェック隊）
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