
ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ

基本方針
　将来にわたって魅力と活力にあふれる都市であり続けるために、まちの魅力を高めると
ともに、地域経済の活性化や都市農林業の振興を図る必要があります。

■まちの魅力を高めるため、３都心などの魅力向上や、都市の国際性の向上、観光の振興
などを進めます。
■地域経済を活性化するため、産業・商業などの振興や新事業の創出、勤労者の支援など
を進めます。
■都市農林業の振興を図るため、農畜産物の安定供給や農業経営体の育成、農村と森林の
持つ多面的機能の活用などを進めます。

方向性5
方
向
性 

５
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５－１－１　３都心などの魅力向上

５－１－２　都市の国際性の向上

５－１－３　観光の振興と魅力の創出・発信

都市の魅力を高める５－１

５－２－１　産業の振興

５－２－２　新事業の創出

５－２－３　商業・サービス産業の振興

５－２－４　物流・港湾機能の強化

５－２－５　勤労者の支援と雇用の創出

地域経済を活性化する５－２

５－３－１　新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給

５－３－２　安定した農業経営体の育成

５－３－３　農村と森林の持つ多面的機能の活用

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

５－１－１　３都心などの魅力向上

５－１－２　都市の国際性の向上

５－１－３　観光の振興と魅力の創出・発信

都市の魅力を高める５－１

５－２－１　産業の振興

５－２－２　新事業の創出

５－２－３　商業・サービス産業の振興

５－２－４　物流・港湾機能の強化

５－２－５　勤労者の支援と雇用の創出

地域経済を活性化する５－２

５－３－１　新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給

５－３－２　安定した農業経営体の育成

５－３－３　農村と森林の持つ多面的機能の活用

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

ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ

施策体系
方
向
性 

５
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•	本市では、３都心（千葉都心、幕張新都心及び蘇我副都心）の育成・整備を通じて、都
市の魅力の充実を図ってきました。特に、千葉都心及び幕張新都心の機能集積は、本市
が首都圏の大都市として比較的高い就従比 46 を維持していることに大きく貢献してい
ます。
•	しかしながら、厳しい社会経済情勢や、東京都心回帰をはじめとする都市間競争の激化
などにより、機能集積が十分に進まない面も見られます。今後は、各都心の機能・役割
に応じた一層の機能充実や連携の強化による魅力の向上が課題となっています。
•	千葉都心については、既存の集積を活かしながら、ソフト・ハード両面から、まちなか
の魅力や回遊性の向上などにより中心市街地の活性化を図るほか、海を活かした中央港
地区の魅力向上を図ることなどが必要です。
•	幕張新都心については、立地企業の連携による、活性化に向けた新たな取組みや、若葉
住宅地区や拡大地区の未利用地整備などを通じた機能集積の促進が必要です。
•	蘇我副都心については、既存の商業機能やスポーツ・レクリエーション機能、防災機能
を核としながら、引き続き育成・整備を図る必要があります。
•	また、本市の都市機能の総合的な充実を図るため、生活の核となる生活機能拠点などの
機能の維持・向上を図る必要があります。
•	本市は、千葉港、幕張メッセを擁し、成田・羽田の両国際空港に近接するなど、海外と
の多様な交流を可能とする基盤を有し、また東京都心にも近いことから、これらの利点
を活かし、海外からもビジネスや生活の場として選ばれるよう、都市の国際性を高める
ことが必要です。
•	本市は千葉県のほぼ中央に位置していることから、東京都心・房総半島各地ともに近く、
ビジネス・レジャー双方で高い利便性を有しています。また、気候が温暖で、海・川や
緑地などの自然環境や農村などが残されているなど、都市型のライフスタイルと自然と
のふれあいをともに満喫できる良好な住環境に恵まれているほか、プロスポーツチーム
の本拠地であるなど、様々な魅力があります。
•	これらを束ねる都市イメージの向上を図るため、対外的な認知度の向上や、市民の「誇
り」と「一体感」の醸成などを目指して、シティセールスの取組みを推進してきまし
た。
•	今後は、新たな魅力の発掘や、効果的な情報発信を行うとともに、豊かな地域資源を最
大限に活かした観光の振興により、交流人口の増加による地域活性化を図ることが必要
です。

都市の魅力を高める５－１

46	 当地で従業する就業者数（従業人口）を、当地に常住する就業者数（就業人口）で除した数値。１００％を超えると、
産業都市としての性格が強くなり、１００％を下回ると、住宅都市としての性格が強くなる。

■現状と課題
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（資料：総務省「国勢調査報告書」）

（資料：「都市イメージ調査」〔平成１８年度｛２００６年度｝〕）

■就従比（平成１7 年〔２００5 年〕）

■本市の都市イメージ

0 20 40 60 80 100（％）

川崎市

横浜市

さいたま市

千葉市

さいたま市

93.3

84.4

82.3

79.4

0 20 40 60（％）

イメージのないまち

歴史・伝統にふれあえるまち

文化・芸術・音楽を鑑賞できるまち

観光を楽しめるまち

海のあるまち

気候が温暖で住みやすいまち

東京都心に近い便利なまち 52.5

50.4

47.9

4.2

3.6

3.0

7.2

千葉市の代表的な
都市イメージ
（気候や地理的要因など）

にぎわいや観光に
つながるイメージは弱い
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•	千葉都心について、中心市街地の活性化を進めるとともに、ＪＲ千葉駅のリニューアル
に伴う周辺地区の市街地形成やモノレールとの乗継ぎの利便性向上などにより、新たな
魅力の創出に向けた取組みを進めます。
•	幕張新都心について、立地企業の連携による活性化に向けた新たな取組みを推進すると
ともに、若葉住宅地区・拡大地区の未利用地整備など、機能集積を促進します。また、
幕張メッセのイベントと周辺施設の連携強化などによりエリア全体の魅力を高め、交流
人口の増加を促進します。
•	蘇我副都心について、商業・スポーツ・レクリエーション・防災機能を核として、蘇我
駅周辺地区や臨海部の整備を推進します。また、蘇我エコロジーパークの整備を促進し
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。
•	生活機能拠点について、ＪＲ稲毛駅周辺における大規模な遊休地の発生に対応した市街
地形成に向けた取組みに対し、連携・支援などを行うとともに、ＪＲ誉田駅周辺のまち
づくりなどを推進します。

５－１－１　３都心などの魅力向上

■施策の展開

幕張新都心
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千葉ポートタワー

•	幕張新都心のコンベンション機能など既存ストックの活用や、海や農村など豊かな資源
を活用した魅力の充実、県内他地域との連携などにより、交流人口の増加による地域活
性化を進めます。
•	外国人観光客を温かくもてなすため、受入れ体制の整備を進めます。
•	本市が有する多様な魅力の認知度を高めるため、新たな魅力の発見を進めるとともに、
様々なメディアを活用し、積極的に情報を発信します。

５－１－３　観光の振興と魅力の創出・発信

•	海外や東京都心とのアクセスの良さを活かした取組みや新事業の創出、幕張新都心のコ
ンベンション機能の活用や外国人市民との連携などにより、外国の企業・人材からもビ
ジネスや生活の場として選ばれるまちづくりを推進します。

５－１－２　都市の国際性の向上
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■産業別の就業者数（１５歳以上）の割合（平成１７年〔２００５年〕）

（資料：総務省「国勢調査報告書」）

•	本市は、首都圏の大都市としては比較的高い就従比を維持しており、産業都市としての
側面も有しています。産業の構成は、第２次産業の割合が少なく、第３次産業の割合が
特に多くなっています。
•	経済のグローバル化や、これに伴う産業構造の転換、消費者ニーズの多様化などを背景
に、我が国の経済状況は不透明感を増しています。本市においても、製造業など一部で
回復がみられますが、事業所数や雇用など、概ね厳しい状況が続いています。
•	厳しさを増す競争環境の中で、市内産業の持続的な成長・発展を支えるためには、本市
の産業特性やニーズを踏まえながら、グローバルな視点から市民生活を支える視点まで、
多面的な取組みにより、既存産業の強化を図りながら、新たな産業への転換や地域経済
を担う人材の育成を図る必要があります。
•	本市の商業については、県内で最大の商圏人口 47 及び吸引人口 48 を有しており、全体
としては商圏を維持しています。しかしながら、消費者ニーズの変化や大型店との競争
などにより、個人商店の利用が伸びず、商店街の売上げは減少し、多くの空き店舗が発
生しています。
•	超高齢社会に対応した商業環境の維持・充実に向けた主体的な取組みを支えることが求
められます。また、市民によるコミュニティビジネス 49 の普及促進を図り、市民主体
の地域経済活動を支えることも必要です。
•	また、経済活動の効率化を図るため、物流・港湾機能の強化を図ることも必要です。
•	雇用情勢や労働環境が厳しさを増す中、産業振興を通じた雇用の創出や、相談体制の充
実など勤労者の支援を図ることが必要です。

地域経済を活性化する5 ー 2

47	 商圏（顧客吸引力が及ぶ範囲〔千葉市への買物出向が見られる地域の範囲〕）内市町村の全行政人口のこと。
48	 千葉市に実際に買物出向している（と想定される）人口のこと。
49	 地域住民が、地域の課題をビジネスの手法により解決すること。ビジネスの手法をとることから、地域雇用の創出、
地域の産業・経済の活性化につながる。

0 20 40 60 80 100（％）

第 3次産業

第 2 次産業

第1次産業

注1：さいたま市・横浜市・川崎市の平均。   注 2：「分類不能の産業」があるため合計は100％にならない。

千葉市

３市平均（注1）

72.3

22.0

0.8

78.2

17.4

0.9

■現状と課題
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■千葉市の商圏（平成１８年〔２００６年〕）

商　圏 吸引率 市町村数など

第1次商圏 

第2次商圏 

第3次商圏 

30％以上

10～30％

5～10％

1市（千葉市）

7市町（習志野市など）

15市町村（市原市など）

○商圏人口 ： 2,313千人

○吸引人口 ：   915千人

注 ： 吸引率=吸引人口÷商圏人口

（資料：千葉県「平成18年度消費購買動向調査報告書」）

•	本市の産業構造などを踏まえながら、幅広い主体が参画できる分野に重点的かつ戦略的
な支援を行います。
•	千葉市ビジネス支援センターを核として、事業者等のニーズに応じた的確な支援を行い
ます。
•	姉妹・友好都市との経済交流を推進し、日本貿易振興機構（ＪＥＴRＯ）50 など関係機
関との連携を図りながら、市内企業の国際競争力を強化するとともに、企業を誘致し、
市内に新たな産業や雇用を創出します。
•	企業立地を促進するため、次代を担う先端技術産業や製造業等の誘致活動を推進します。
•	経営相談や、融資制度による資金繰りの円滑化などにより、地域経済を支える中小企業
を支援します。

５－２－１　産業の振興

■施策の展開

50	 日本の経済発展のため、日本の中小企業等の国際ビジネス支援や、外国企業誘致など対日投資の拡大、開発途上国
との貿易拡大や調査研究などを行う独立行政法人。
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プレインキュベート室（ビジネス支援センター内）

•	市民生活と密接な関係にある地域経済の活性化を図るため、商店街の共同施設の設置等
への支援など安全・安心な商業環境の整備や、商業活動の活性化を促進します。
•	市民主体の地域経済活動の振興を図るため、コミュニティビジネスの支援などを行いま
す。
•	社会情勢の変化への対応力を高めるため、消費者ニーズを的確に踏まえた、柔軟で質の
高い企画を有する事業者を育成します。

•	物流・港湾機能の強化による経済活動の効率化を図るため、市場機能の強化や千葉港の
公共ふ頭の改良促進などを進めます。

•	産学官連携によるベンチャー企業支援などにより新事業を創出するとともに、市内大企
業・大学などの研究機関・ＮＰＯなどとの新たなネットワークの構築により、異業種交
流など、市内中小企業の事業機会を創出します。
•	科学・技術を身近に感じるまちづくりの推進などにより、将来の科学者・技術者など産
業基盤を支える人材の輩出や新たな産業の創出に向けた取組みを進めます。
•	起業家精神教育（キッズ・アントレプレナーシップ教育）などを通じて、将来の地域経
済を担う人材を育成します。

５－２－３　商業・サービス産業の振興

５－２－４　物流・港湾機能の強化

５－２－２　新事業の創出

第 5章　分野別計画　　　　　　

方
向
性 

５

115



ふるさとハローワーク

•	産業の振興や新事業の創出に向けた取組みを通じて、市内の雇用創出を促進します。
•	住環境の充実など、職住近接によるワーク・ライフ・バランスの充実に向けた取組みを
進めます。
•	相談体制の充実などにより、勤労者が安心して働ける環境づくりを進めます。

５－２－５　勤労者の支援と雇用の創出
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その他
7.9花き

7.5

雑穀・豆類
7.8

米 8.6

鶏 14.2

乳用牛
15.5

野菜
47.5

合計109 億円
（県合計の2.7％で
県内第11位）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H22H17H12H7H2
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（ha） （人）

経営耕地面積 農業従事者数

11,033
9,599

8,429

5,043
3,959

3,499
3,050 2,615 2,358 2,156

■農業産出額（平成１８年度〔２００６年度〕）

■経営耕地面積及び農業従事者数の推移

（資料：農林水産省「平成１８年生産農業所得統計」）

（資料：農林業センサス）

•	本市の農業は、市民への新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給を担っています。また、
市民の農畜産物に対する意識やニーズは、食生活の変化や健康・安全志向などを反映し、
多様化しています。
•	農村や森林は、自然環境の保全、レクリエーションなどの多面的機能を有しており、本
市のかけがえのない資産です。市内の農業や農村を身近に感じる市民が増えているなど、
豊かな自然に「やすらぎ」や「うるおい」を求める人が増えています。
•	しかしながら、農地の減少、耕作放棄地の拡大、農業従事者の高齢化、担い手不足など
の大変厳しい状況に加え、野菜や米などの価格が低迷する中で、燃料や飼料・肥料など
の生産資材価格が上昇し、農業経営に深刻な影響を与えています。
•	このため、市民への新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給や、安定的な農業経営体の
育成、都市住民との交流などによる農村と森林の持つ多面的機能の発揮など、積極的な
農業振興により、将来にわたり農業・農村の維持・発展を図ることが必要です。

都市農林業を振興する5 ー 3

■現状と課題
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花見川区役所での朝市

•	生産性の向上を図るため、農政センターを拠点とした営農指導・技術開発や、省力化や
効率化などの改善を進めます。
•	市内で生産された、新鮮で安全・安心な農畜産物を、直売所、スーパーの地元農畜産物
特設コーナー、学校給食などで市民に供給するとともに、消費者と生産者がより身近で、
消費者にさらに信頼される関係を構築する「千産千消」（地産地消）を推進します。

•	農地の適正管理や生産基盤の整備、耕作放棄地の解消などにより、優良な農地の確保と
有効利用に向けた取組みを推進します。
•	認定農業者51 の育成や、新規就農希望者・定年帰農者など新たな担い手の確保・育成、
農業経営体の法人化への誘導など、意欲ある担い手の確保・育成を推進します。
•	農商工連携などによる６次産業化52 の推進や、トップセールスなど様々な情報発信によ
る販路拡大の支援、千葉市ブランドの確立などにより、農家の所得向上に向けた取組み
を推進します。
•	環境の保全や資源の循環利用により、環境にやさしい農業を推進します。

５－３－１　新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給

５－３－２　安定した農業経営体の育成

51	 意欲ある農業者を千葉市が認定し、農業経営を発展させる支援を行うもの。
52	 農業者が生産（１次）・加工（２次）・販売（３次）までを主体的に行い、経営を多角化・高度化する取組みのこと。

■施策の展開

第 5章　分野別計画
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里山地区の保全活動

•	都市住民との交流の場として地域資源の積極的な活用を図るとともに、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。
•	優良な森林の整備を推進するとともに、市民が森林整備活動に参加できるボランティア
を育成し、市民と一体となった森林の整備・保全、里山地区の保全を進めます。

５－３－３　農村と森林の持つ多面的機能の活用

第 5章　分野別計画　　　　　　
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区基本計画


