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千葉市基本計画の概要
【総論編】



基本計画策定の趣旨
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千葉市基本計画とは・・・
10年・20年先の都市・地域社会のあるべき姿を見据え、
まちに関係する様々な主体が手を携えながら、
千葉市をより豊かなものとするためのまちづくりの方向性を明らかにする計画

「千葉市ならでは」の計画にするための留意点

千葉市の特性を活かした計画

自然や歴史など、本市ならではの特性や
個性を活かしたまちづくりを推進

中⾧期的な未来を見据えた計画

2040年頃を展望した社会変化などを踏
まえ、今後10年間に重点的に推進する
政策・分野目標を位置付け

みんなで共有し、取り組む計画

様々な主体が「まちづくりを進める力」
として発展することを志向し、計画策定
段階から多様な主体の参画を促進

地方創生を進める計画

人口減少の克服と地域活性化を目指す
「千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン・総合戦略」を継承・統合



計画体系
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基本計画

実施計画

市政運営の指針として、恒久的な都市づくりの
基本理念・基本目標、望ましい都市の姿を示す

 市の総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成
 基本計画は、基本構想の実現に向け、まちづくりの方向性や今後の施策展開を提示

計画期間 : 2023～2032年度（10年間）
 市政の特定課題等に対応するために各部門が定める個別部門計画と連携

基本構想

基本構想を実現するため、まちづくりの方向性
などを示す基本方針や今後の施策展開を示す

基本計画に基づく具体的な事業を提示

【基本理念】人間尊重・市民生活優先
【基本目標】人とまち いきいきと幸せに輝く都市

【計画期間】2023年度～2032年度（10年間）

【第1次実施計画】 2023年度～2025年度

個別
部門計画

則す

連携

【千葉市総合計画の計画体系】

基本構想

基本計画

実施計画

人口ビジョン・
総合戦略※を兼ねる

※人口ビジョン・総合戦略
目指すべき人口の将来展望とその達成に向けた
取組みを示す。

【計画期間】2015年度～2022年度
※2023年度から基本計画・実施計画に

統合予定



千葉市の特性①

4

未来に引き継ぐべき千葉市の特性 ⇒ ５つの「まちの宝」
１ はるか「縄文」の昔から受け継ぐめぐみ豊かな自然

 日々の暮らしの中で享受できる「縄文」の昔から続く豊かな
自然の恵み

 自然を大切にする人々の想いと行動

２ なんでもそろう・なんでもできる利便性と安らぎを
もたらすゆとり

 市内でのあらゆる日常シーンへの対応を可能とする
充実した都市機能

 職住近接がもたらす時間のゆとりと、身近な自然が生み出す
空間のゆとり



千葉市の特性②
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３ 多様な交流が生み出す拠点性、拠点性がもたらす
多様な交流

 東京圏にありながらも、地勢的な環境に起因した独立性
 東京、房総各方面から海外まで、高い交通利便性が生み出す

多様な交流

４ おだやかで温暖な気候と交流により育まれる
懐の深い市民性

 温暖な気候と、まちの移り変わりにより生まれる交流の中で
育まれてきた市民の柔軟さ

５ 未来を拓く「挑戦都市」としての矜持

 パイオニアたちの挑戦を見つめ、支えてきたフィールド
 歴史を動かし、まちを転換する大胆さ



2040年を展望した社会変化（総人口）
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将来人口推計

 総人口は2020年代前半をピークに減少し、2040年は2020年比▲51.8千人
 １世帯当たりの平均世帯人員は年々低下し、単身世帯が増加
 空き家・空き地の増加 → まちの魅力低下、治安悪化の懸念
 公共施設・インフラの需要減、公共交通の利用者減 → 都市機能の衰退

 一定の区域における人口密度の維持、空き家・空き地の有効活用
 公共施設・インフラの適切な維持管理等
 公共サービスの維持、地域における移動手段の確保
 インバウンドなど交流人口の増加による産業振興と賑わいの創出

資料:千葉市作成
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2040年を展望した社会変化（生産年齢人口）
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生産年齢人口の見通し（基本推計）

 生産年齢人口（15-64歳）は継続的に減少、 2040年は2020年比▲87.4千人
 経済・公共の担い手減少 → 生産力低下・税収減、市民サービス低下

602.1 603.0 587.6 555.5
490.3

 多種多様な人材が活躍できる環境づくり
 多様な主体の横断的連携強化、役割分担の最適化
 テクノロジーの活用による生産性向上・働き方改革

資料:千葉市作成
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2040年を展望した社会変化（高齢者人口）
 高齢者人口（65歳以上）は継続的に増加し、2040年は2020年比49.1千人増加

（ピーク:2045年）
 老老介護や孤立死、介護人材の不足の深刻化
 社会保障関係事業費の増加 → 制度・サービスの持続性に影響のおそれ

 年齢にかかわらず健康で活躍できる環境づくり
 地域を中心とした持続可能なケア体制の構築・強化

124.9 101.7 103.6 123.1 140.9
132.1

136.4 165.3 172.0 167.8 169.5
183.4

261.3 267.0 275.6 290.9
310.4 315.5

65-74歳
75歳以上

高齢者人口の見通し（基本推計）

資料:千葉市作成
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2040年を展望した社会変化（年少者人口）
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 15歳未満人口は継続的に減少し、2040年は2020年比▲13.5千人（▲12.10%）
 次世代を担う人材の先細り → 国や地域の魅力・活力の低下
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資料:千葉市作成

(千人)

86.2 79.9 75.7 73.5 71.7

年少人口の見通し（基本推計）

 希望する者が安心して結婚し、出産・子育てができる環境の充実
 デジタル技術の進展、価値観の多様化する社会で活躍するために必要な

能力（非認知能力やデータサイエンス力など）の育成
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2040年を展望した社会変化（災害等リスク）
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地震の揺れやすさ（想定震度）

 地球温暖化に伴う気候変動や首都直下地震のリスクが増大
 新型コロナウィルス等の感染症拡大リスクが増大

揺れやすさ
（想定震度）

６強
６弱
５強

資料:千葉市地震・風水害ハザードマップ

 脱炭素社会、地球温暖化の抑制に向けた危機意識の共有と意識・行動変容の促進
 災害に強いまちづくりの推進
 職住近接や豊かな自然など本市のもつ優位性やテクノロジーを活用し、感染拡大防止と

社会・経済活動の両立に対応したまちづくりの推進

世界平均地上気温の変化

資料:令和３年版環境・循環型社会・生物多様性白書（環境省）



2040年を展望した社会変化（テクノロジー）
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 ＡＩをはじめとするテクノロジーの発展が加速
 Society5.0に向けた本格的なデジタル社会への移行

 幅広い主体の連携によるスマートシティの推進
 行政・企業等のデジタル化の推進、データの横断的活用推進
 デジタルデバイド対策の推進

資料:スマートシティガイドブック（R3.4）

資料:国家戦略特区推進課



2040年を展望した社会変化（ＳＤＧｓ）
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 「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会実現のため、17のゴール、
169のターゲットで構成される持続可能な開発目標（SDGs）を設定
（持続可能な開発のための2030アジェンダ）

 持続可能な開発のため、環境・社会・経済の3側面からの統合的な取組み
 行政を含む多様なステークホルダーの連携・協力

資料:SDGsの概要及び達成に向けた日本の取組（外務省）



まちづくりの基本方針
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【みんなで目指す未来の千葉市】
みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市

【未来のまちづくりに向けた戦略的視点】
（１）100年先に引き継ぐ 持続可能なまちづくり
（２）ゆとりを生み・活かす 創造的なまちづくり
（３）世界とつながる 多様性を活かしたインクルーシブなまちづくり
（４）都市機能の集積を活かした 地域経済・社会の活性化

戦略的視点の面的展開 ＝ 目指すべき都市構造・目指すべき区の姿

【まちづくりを進める力】
多様な主体の一層の連携による「みんな」で進めるまちづくり
公共私の役割分担の見直しと市民主体のまちづくりを支える仕組みづくり
多様な主体が社会課題の解決に挑戦できる環境づくり
県市間の連携強化による共通課題の解決や行政サービス向上と効率化
圏域の持つ特徴や多様性を活かし、圏域全体の活力向上を推進

「まちづくりの基本方針」

1 はるか「縄文」の昔から受け継ぐ
めぐみ豊かな自然

2 なんでもそろう・なんでもできる
利便性とやすらぎをもたらすゆとり

3 多様な交流が生み出す拠点性、
拠点性がもたらす多様な交流

4 おだやかで温暖な気候と交流により
育まれる懐の深い市民性

5 未来を拓く「挑戦都市」としての
矜持

【千葉市の特性】

1 人口の変化
・総人口の減少
・生産年齢人口の減少
・高齢者人口の増加
・年少人口の減少

2 災害等リスクの増大
・地球温暖化による影響
・首都直下地震
・感染症拡大リスクの増大

3 テクノロジーの進展
4 SDGsへの対応

【2040年を展望した社会変化】

政策分野における展開（まちづくりの総合８分野）



みんなで目指す未来の千葉市
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みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市

10年後に実現すべき千葉市の姿

 本市の特性である「自然」、「利便性・ゆとり」、「拠点性・交流」を活かし、都市
の活力と自然の潤いが織りなす、新たな価値が生まれるまち

 本市に住まい、活動する人々が、生涯を通じて学び、成⾧を続けることで、一人ひと
りの個性を活かし自分らしく活躍できるとともに、多様な主体がつながり連携しあう
ことで、未来に向けて輝き続けるまち

 このようなまちの実現に向けて、目指すべき10年後の本市の姿を「みんなが輝く 都
市と自然が織りなす・千葉市」と定め、みんなが共有し、ともにまちづくりを進める
ための指針とする



未来のまちづくりに向けた戦略的視点
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「みんなが輝く 都市と自然が織りなす・千葉市」の実現に向け、分野横断的かつ
重点的に取り組む４つの戦略的視点

戦略的視点１ １００年先に引き継ぐ 持続可能なまちづくり
 縄文から受け継ぐ「自然と共生する」精神を活かした、SDGs達成に向けた取組みの推進
 みんなの力を活かした、災害に強い、安全・安心なまちづくり

戦略的視点２ ゆとりを生み・活かす 創造的なまちづくり
 職住近接を活かしたゆとりある暮らしづくり
 市民が快適な暮らしを実感できるスマートシティの推進
 成熟社会を豊かにする次代を担うひとづくりと文化芸術・スポーツのまちづくりの推進

戦略的視点３ 世界とつながる 多様性を活かしたインクルーシブなまちづくり
 市民一人ひとりが属性にかかわらず自分らしく活躍できる地域社会づくりの推進
 「誰一人取り残さない」セーフティネットの構築
 市民の懐の深さとオリンピック・パラリンピックのレガシーを活かした共生社会づくりの推進

戦略的視点４ 都市機能の集積を活かした 地域経済・社会の活性化
 挑戦都市としての矜持を持ち、次の時代のトレンドを創出
 雇用・商業・観光の拠点として、圏域の中心的な役割を果たすまちづくり
 地域特性を活かした広域連携の推進



目指すべき区の姿（取組みの方向性）
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６つの区の特徴を最大限活かすことにより、魅力と活力ある区づくりを推進

中央区
人々が行き交い、

にぎわいと文化を生み出すまち

• 県内随一の拠点性を活かし、
広域的な地域活性化に向けた
役割を果たす

• 多様な都市機能の集積による
更なる交流・賑わいの創出

• 文化施設等の集積を活かし、
文化を創造し、担い手を育成

花見川区
川と緑と花々に包まれた、

安らぎと潤いのまち
• 河川や花々など、自然に触れ

合える安らぎと潤いある生活
• 河川を軸とする地域資源の

ネットワーク化による都市近
郊型アウトドアの提供

• 高速道路へのアクセスを活か
した産業集積

稲毛区
まなびと創造が脈打つ

文教のまち

• 充実した居住・教育環境を生
かした文教のまちの確立

• 教育機関の集積を活かした産
学官連携による多様な人材を
育成・輩出する人材育成拠点

若葉区
共生の原点 縄文が息づく

自然の恵み豊かなまち

• 農業が盛んである地域特性を
活かした農業の振興

• 加曽利貝塚を活用し、自然と
共生する精神を継承

• 内陸部の地域資源を活かした
都市・農村交流の推進

緑 区
田園と調和する

広やかで快適なまち

• 豊かな自然を活かした、自然
と都市機能が調和したまち

• ゆとりある空間を活かし、新
たな職住近接のライフスタイ
ルの実現

• 昭和の森等の資源を活かした
バランスの取れたまち

美浜区
海辺を楽しみ、

世界とつながるまち
• 都内からのアクセス性を活か

した魅力あるアーバンビーチ
の確立

• 多様性を活かしたインクルー
シブなまちの実現

• 幕張新都心を核とした未来技
術の実装、新しい価値の創造



まちづくりを進める力
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 多様な主体の一層の連携により「みんな」で進めるまちづくり

 公共私の役割分担の見直しと市民主体のまちづくりを支える
仕組みづくり

 多様な主体が社会課題の解決に挑戦できる環境づくり

 県市間の連携強化による共通課題の解決や行政サービス向上と
効率化

 圏域の持つ特徴や多様性を活かし、圏域全体の活力向上を推進
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ご視聴ありがとうございました。
千葉市基本計画（市HP内）

↓↓

千葉市基本計画 策定 検索


