
千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

1 全体
事業を進める上で県・国・産業の理解と支援、協力が不可欠だが、本市の歴史的な発展の経緯を踏ま
え、特に千葉県との緊密な連携を要望したい。

ご意見のとおり、千葉県との緊密な連携は重要であると認識しておりますので、連携強化について、第
４章「５まちづくりを進める力」に以下の文を追記します。
・さらに、千葉県と千葉市の共通課題の解決や、それぞれの行政サービスの向上と
　効率化に向けた、県市間の連携強化を進めます。
・加えて、圏域の持つ特徴や多様性を活かしながら、独自のライフスタイルを提案し、
　圏域全体の活力向上を推進します。

○

2 全体
今後、少子超高齢化が進展する中、困っている方を地域でサポートする取組みが街への安心感につなが
り、その積み重ねが市民の地元に対する愛情を醸成すると考える。このため、市民活動の活性化を図
り、街の継続的な発展につなげるべき。

市民活動の活性化に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「５地域社会」に位置付けてお
ります。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせて
いただきます。

-

3 全体
外国籍の方の力を借りなくては立ち行かない社会になっているが、身近にいる外国籍の方への接し方に
戸惑いがあるため、先進事例を踏まえ、外国籍の方との共生を基本計画にしっかりと記載すべき。

多文化共生社会が重要との認識のもと、第４章「２未来のまちづくりに向けた戦略的視点」及びまちづ
くり総合８分野「５地域社会」に、インクルーシブなまちづくりを位置付けております。具体的な取組
みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

4 全体

現在は、市民への意見募集は市が計画の概要を既に作ってから実施されることがほとんどであり、ワー
クショップについても、中身が伴わず、単に実績作りの証拠に使われてしまうことがあることから、市
民参加の取組みにあたっては、業者に丸投げするのでなく、十分な準備をして臨んでいただきたい。
また、市民の自治する力を育み、地域の力を向上させるため、社会教育主事（社会教育士）を活用し、
公民館活動を活発化させることが大切である。ゼロベースから市民の参画で施策を作り上げることがで
きる市民と職員の力を育てる政策が必要であるため、他の自治体の事例を研究していただきたい。

基本計画の策定にあたっては、策定段階から多様な主体にご参画いただいており、今後も多様なご意見
を反映できるよう市民参加の取組みを進めてまいります。
また、ご意見のとおり職員の育成も重要ですので、第４章「５まちづくりを進める力」を以下のとおり
修正します。
・また、多様な主体が連携し、社会課題の解決に挑戦できる環境を整備するとともに、調整役としての
役割を行政が担うほか、市民の目線に立ち、地域活動等に取り組む職員を育成します 。

○

5 全体
総花的で地味（特徴無し、新鮮味無し、感動無し）であり、この基本計画の素案から夢、希望を感じら
れない。

総合計画は、市政全般について、政策分野ごとに施策の方向性を示す必要があることから、総合的・網
羅的な記述となっていますが、本市の特性や社会変化を踏まえ、第４章「２未来のまちづくりに向けた
戦略的視点」を示すなど、「千葉市ならでは」の計画となるよう努めております。

-

6 全体
千葉市の明日、明後日くらいについて少し詳しく取り纏めただけに思えるこの基本計画素案の使途が、
千葉市への転入者に配布する手引書になってしまっては勿体ない。

基本計画の推進にあたっては、多様な地域の担い手と計画を共有するとともに、相互連携の強化・促進
に努めてまいります。

-

7 全体
千葉市の花（オオガハス）は仏を連想して辛気臭いため、華やぎのある花に変えるべき。
例えば、ヒマワリ、バラなど。

オオガハスは、千葉市で発見された世界最古の花として千葉県の天然記念物に指定され、市の花に位置
付けられるとともに、都市アイデンティティの確立に資する地域資源の一つとして活用を進めておりま
す。

-

8 全体

これからの10年間は、超々少子高齢社会に向かう10年間であり、一人暮らしや認知症の拡大など孤立化
の問題が深刻化すると考えられるため、利用しやすい介護体制や人材の確保に向けた市の関与が必要で
ある。
キーワードとしては、「多様性」と「共生」が重要であり、今までの価値観にとらわれない多様な学び
の場の確保、LGBTQなど性の多様性、外国人市民が増える中での共生などが政策の全体に活かされる計画
であってほしい。
また、これからの10年を考えるときに、若い世代の想いをどう受け止めて政策に反映するかが大切であ
るため、高校生や大学生など若い世代の声を聞いてほしい。

「多様性」と「共生」については、それぞれ第４章「２未来のまちづくりに向けた戦略的視点」に位置
付けておりますので、その視点を踏まえ、各分野の取組みを進めてまいります。また、本計画の策定に
あたっては、「ワールドカフェ」や「こども・若者の力　ワークショップ」など、若い世代の声を反映
するための取組みを行っておりますが、引き続き、より多くの若い世代の声を取り入れられるよう努め
てまいります。

-

9 全体
千葉市の埋立地について、主に千葉市と千葉県で計画されてから約半世紀が経過した今、少し大きな再
設計も重要ではないか。今後の千葉市基本計画には、「千葉県との連携」を更に、柔軟に、綴密に、大
胆に向き合うことを強く記載しても良いと思う。

埋立地の再設計に関するご意見については、今後の事業検討における参考とさせていただきます。ま
た、ご意見のとおり、千葉県との緊密な連携は重要であると認識しておりますので、連携強化につい
て、第４章「５まちづくりを進める力」に以下の文を追記します。
・さらに、千葉県と千葉市の共通課題の解決や、それぞれの行政サービスの向上と
　効率化に向けた、県市間の連携強化を進めます。
・加えて、圏域の持つ特徴や多様性を活かしながら、独自のライフスタイルを提案し、
　圏域全体の活力向上を推進します。

○

10 全体 埋立地の再設計（中高層住居と公園と商業産業地域の協調と調和）をモデル的に実施してはどうか。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

11 全体 若い世代を対象とする流入促進の取組みを検討すべき。
若年層の流入促進を含む分野ごとの取組みの方向性は「まちづくりの総合８分野」で示しており、その
実現に向けた具体的な事業については、今後策定する実施計画において検討してまいります。

-

12 全体
公共施設やインフラの適切な維持管理を適切に行うためには、人口あたりの必要量を明らかにし、スク
ラップ＆ビルドを図るべきである。地域における移動手段の確保についても、市全域に交通網を整備す
る必要はないが、児童の安全な通学経路、歩道をどのように確保するのか検討すべきである。

公共施設の適正管理や公共交通ネットワークの形成については、まちづくりの総合８分野「７都市・交
通」に位置付けております。また、児童の安全な通学路等については、まちづくりの総合８分野「２安
全・安心」に交通安全の推進として位置付けており、具体的な取組みについては、実施計画において検
討してまいります。

-

13

第１章
２　１００年先を見据え
た「千葉市ならでは」の
計画とするために

（２）について、「新型コロナウィルス感染症の拡大」と「都市の脆弱性」のつながりが不明確であ
り、修正すべき。

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
また、人口・都市機能の集中する大都市を中心に新型コロナウイルス感染症が拡大する中 、暮らしや働
き方など社会経済活動の様々な場面において、新しい技術を活用した社会変化に即応できるまちづくり
が求められています。

○

14

第１章
２　１００年先を見据え
た「千葉市ならでは」の
計画とするために

行政が担ってきた様々な機能についても、多様な主体がサービス提供や課題解決の担い手として、より
一層関わり合うことが重要である。自治会運営にあたり、必要なものは、１集会所、２マメなリー
ダー、３支えるスタッフであるが、行政にも自治会を育成するアイデアを出していただきたい。
自治体の中には、自治会に運営のアイデアと実行計画書を作らせ、コンペの上、助成金を出していると
ころもあるため、千葉市としても、地域に密着したアイディアを実施する自治会を育てることを地域振
興課に実施させてはどうか。

持続可能な市民主体のまちづくりの推進に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「５地域
社会」に位置付けており、具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討にお
ける参考とさせていただきます。

-

15

第１章
２　１００年先を見据え
た「千葉市ならでは」の
計画とするために

当地区も団塊の世代後の人口の谷間に入っており、次代を担う団塊ジュニアの始まり世代になる５０歳
前後の人達が議論で発言するために、地域運営委員会では３年以上の歳月を要した。
この地域は人口に比して気兼ねなく討論できる場所が少なく、地域施設は縦割りのため効率よく使用で
きないため、このままでは地域運営委員会や自治会の活動も持続できない。
縦割りの壁を排除し、地域の活動のために地域施設を円滑に使用できるようにすることが、「みんなで
取り組むまちづくり」で最も基本的な問題だと考える。

第４章「５まちづくりを進める力」において、多様な主体の連携や社会課題の解決に挑戦できる環境整
備を行政の役割として位置付けるとともに、まちづくりの総合８分野「５地域社会」に、市民主体のま
ちづくりの推進に向けた取組みを記載しています。ご意見を踏まえ、市民主体のまちづくりを支えるた
めの取組みを検討してまいります。

-

16
第２章
２　千葉市のあゆみ

加曽利貝塚の位置付けについて、豊かな自然のあった古代という視点だけでなく、古代でありながら、
産業の確立や広範な流通の成立を窺わせる史跡であることを、もっと多くの人に知っていただきたい。

加曽利貝塚の整備・活用に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「６文化・スポーツ」に
位置付けており、加曽利貝塚の価値と魅力を高めつつ、認知度向上に向けた取組みを進めてまいりま
す。

-

17
第２章
２　千葉市のあゆみ

（２）について、古墳が奈良時代に含まれるような記述を修正すべき。

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
（２）古墳時代から平安時代　～千葉郡と武士のおこり～
　市域には古墳が多く築かれ、飛鳥時代後期から始まった 律令制下では主に下総国千葉郡に含まれてお
り、朝廷から派遣された下総国司の下、この地の有力豪族が郡司に任じられて統治を行いました。

○

18
第２章
２　千葉市のあゆみ

（５）について、千葉県の設置は「明治６年（１８７３年）」であり、修正すべき。 ご意見のとおり修正します。 ○

19
第２章
３　千葉市の特性

みなと公園の「舞妃蓮」「中日友誼蓮」など、千葉公園のオオガハス以外のハスも千葉市の特徴として
取り組みを実施することで、「イノチ」を『育て続ける精神性の高さ』や『味わい深い高貴なこころの
醸成』が高まるのではないか。

オオガハスはこれまでも、都市アイデンティティの確立に資する地域資源の一つとして活用してまいり
ました。「舞妃蓮」と「中日友誼蓮」についても、オオガハスと連携した取組みとして、保全に努めて
まいります。

-

20
第２章
３　千葉市の特性

・非常に広範囲にわたる内容であるため、各分野の専門家の意見を聴いてしっかり検討すべきである。
市民の皆様からいただいたご意見等を踏まえて作成する原案について、各分野の有識者にご参画いただ
く審議会において、ご審議いただく予定です。審議会でのご意見を踏まえ、より良い計画となるよう、
検討してまいります。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

21
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１：平坦な地形で海に面しており、緑も多い（県庁のレストランやモノレールからの眺め
が素晴らしい）。
○課題や対策等
・埋立地が多く、地震での液状化が心配である。また、海抜が低く、津波や高潮の心配があるほか、集
中豪雨による浸水の恐れがある。
・堆積地層など崩れやすい特徴があるかもしれず、危険な箇所が放置されているところがある。
・ハザードマップが作られ危険個所を把握しやすいため、住民に危険個所を数値する必要がある。
・避難所運営委員会があり、避難への取り組みがなされているが、広域避難の対策ができていない。
・千葉県と安全に対する提携が上手くできているのか不明である。他の行政機関との連携強化が必要。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

22
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性２：人口が100万人に近い政令指定都市である。
○課題や対策等
・政令指定都市としての利便さが感じられない。
・人口が減少することはやむを得ないが､空き家が増えることが懸念される。一方では、新築アパートな
どが建設されているため、土地の有効利用について、税制などの点から検討が必要。また、空き家の有
効利用を進めていくべきである。
・農地や田園地帯の保存の重要性を確認し、むやみな開発は中止すること。緑地維持のための優遇措置
を講じる。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

23
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性３：気候が温暖で冬でも雪が少ない。
○課題や対策等
・更なる温暖化防止に努める必要があり、千葉市には火力発電所などが立地しているため、温暖化防止
策が求められる。
・再生エネルギーの利用向上を図るため、公的施設に太陽光発電を考える。また、民間にも促進する施
策を講じる。
・未使用地には、植樹をしてCO2の吸収を促進する。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

24
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性４：古くから住民が住み、加曽利貝塚、古代ハスなどがあるが、その他の観光資源に乏し
い地味なイメージ。
○課題や対策等
・文化財へのアクセスが良くない。
・観光にあまりこだわらず、楽しみを求めるのがよい。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

25
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性５：都心に近く、都心に通う人や、南の地域との交差点になっている。
○課題や対策等
・通勤、通学に対する利便性（バス、モノレールの便）に問題点はないか。バス停留所で改善が必要な
場所がないか。（例：中央博物館裏のバス停留所では、冬の日暮れ、看護学校の学生が薄暗く寂しい場
所に並んでいる｡）

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

26
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性６：県庁所在地として、多くの行政機関等がある。
○課題や対策等
・県と市の連携の調和。（災害対応、公園、ホール、運動施設など）
モノレールや青葉の森公園など県が関係する設備が多く、利用者がほとんど千葉市民であるため、維持
や改修について千葉市はどのように考えていくのか｡
・大阪府と大阪市の関係が話題になったが、施設を統合するなど安易な考え方はやめる。お互いに競合
し、より良い関係になるのがよいと考える。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

27
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性７：海岸地帯の工業地域から、中心部の商業や行政地域､周辺の農業地域と職業が多様。
○課題や対策等
・工業地帯の環境や騒音に対する配慮。商業地帯である千葉駅付近は自家用車によるアクセスが不便。
活性化には、大規模な駐車場が必要である。
・農業地帯の未耕作地を廃棄物置き場などへ転用されることを防止する必要がある。
・千葉駅前大通り、中央公園から駅にかけて地下駐車場建設は可能だろうか。大洪水時には一時的な貯
水槽として利用を考える。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -
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28
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性８：千葉大学をはじめ多くの大学が立地し、学問、勉学の機会に恵まれている。
○課題や対策等
・大学間の連携を促進し、大学の持つ英知を活用する環境を整える必要がある。
・学生のまちとして、学生生活が楽しく過ごせるような支援がでいきているか。（コロナ禍において、
困窮する学生への支援はできているのか｡）
・市政への学識経験者の発言機会を増やす。
・大学の研究教育方針を尊重し、側面から支援する教育支援策の強化。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

29
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性９：千葉大学病院や千葉県がんセンター、国立病院機構や大型の民間病院があり、健康維
持において大きな役割を果たしている。
○課題や対策等
・千葉市には、国、県、市及び民間の色々な病院が存在しているため、病院間の連携強化、国の医療統
合政策への対応を勘案しながら、地域としての理想の姿を目指す。
・医療費の増大に対応するため、薬の管理など日常の健康に配慮し、医療費を減らす対応を行うこと。
・新型コロナウイルス感染症の感染者数は千葉市が県内でワースト１であり、他県の感染者数と比べて
も感染者数が多い。コロナ禍の医療で、行政や保健所、病院などがどのように機能したのかを検証し、
問題点があれば改善する。
・市立病院は赤字経営との認識だが、市立病院が市民の頼れる病院となるための問題点について記述す
べき。市立病院は、中核病院として高度医療や専門医療に重点が置かれていると思う。この方針は守る
として、収益を上げるために新たに総合診療部門を創設し、市民が自由に迅速な診療を受けられるよう
にしてはどうか。（かかりつけ医への橋渡し的な役割、あるいはかかりつけ医のない人への対応をす
る｡）このために旧市立病院の跡地を安易に処理せず、現病院との関連も含め、利用を考える。
・医療のまちとして、他の市町村から高度医療や医療相談を受け入れる環境をつくる。そのためには、
国、県、他の市町村との連携が必要となる。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。なお、
市立病院は、地域の病院及び診療所などと協力し、市民の健康を守るネットワークの中心となる、地域
の中核的な病院を目指しています。

-

30
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１０：図書館、博物館、美術館及び文化会館が整い、文化の中心地である。
○課題や対策等
・利用人口を増やすこと。
・これらの職場で働く非正規雇用職員に対する処遇改善。
・ボランティアの奨励。
・指定管理者制度において、指定管理者を選定する際に主に金額で選定している場合は問題である。こ
のような状況下では、指定管理者は新たに手を加えることに消極的になり、改善に向かわない恐れがあ
る。指定管理者には管理だけではなく、常に改善に向かう提言がなされる方策を取るべきである。ま
た、行政側も積極的に現場に足を運び、現状を見てより良くなる方向で指導する必要がある。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

31
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１１：公園や、市民の森、緑化植物園及び花の美術館など緑が多い。
○課題や対策等
・公園のボランティアとして長い間、公園の樹木の管理に関わってきた。公園を維持するためには、作
業員が多く必要であるため、そのための経費を要することはやむを得ない。
公園は、やすらぎのスペースや運動の場所だけでなく、子どもたちの居場所でもある。公園の担当課の
みが力を入れるのではなく、教育部門や高齢福祉部門も関心を持ち、様々な面で支援に協力すべき。
・ボランティアの力が大きいため、ボランティアの支援に力を入れるべき。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

32
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１２：総合運動場やスポーツセンターなどが整っており、県のスポーツの中心となってい
る。
課題や対策等
・良い設備をどのように維持してゆくか。
・スポーツ施設を使う人に、可能な範囲で施設維持ためのボランティアをしていただく。
・高等学校や大学の学生に競技場を開放しているようにみえる。競技場を開放して、学生が、伸び伸び
とスポーツを楽しむのは好ましいことである。指導者がいると、なお良いかも知れない。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

33
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１３：プロ野球やプロバスケット、プロサッカーなどのホームタウンである。また、競
輪、ヨットハーバーもあるほか、大型商業設備があり余暇を楽しめる場所が豊富である。
○課題や対策等
・娯楽設備が整っていおり、魅力がある。
・ホームタウンとして、プロスポーツでの活躍が期待される。
・稲毛海岸を海のスポーツ場として発展させてはどうか。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -
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34
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１４：モノレールがあり、国道が何本も地域を結んでおり、交通の便を支えている。
○課題や対策等
・交通の便が全て千葉駅を向いており、南北方向の交通の便が悪い。
・モノレールの維持管理費については、従来から対応が考えられてきたと思うため、その検討結果を千
葉市の未来構想に加えるべきである。（県庁までの路線を活性化させるために、検討済みであると考え
るが、千葉大病院や青葉の森公園に進路を広げる事は魅力的である。あるいは、モノレールを全廃し
て、天空自転車専用道路を作ってはどうか。健康にも良いと考える｡）
・道路が狭く、自転車通学が危険な所が多いため、自転車が安全に通れるようにすべき。自転車道は道
が広いところはブルー道路、狭い所は歩道を通行するようにし、歩道を自転車が通りやすく改善すべ
き。
・八街市で起きた事故を教訓にスクールバス構想が出ているが、検討事項に組み入れてほしい｡
・道路の拡張は、移転や建築許可に係わるため、早急に計画を作り提示すべき。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。なお、
モノレールの延伸については、再検証の結果、費用便益比などの観点から令和元年度に延伸の中止を決
定しています。

-

35
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１５：幕張新都心があり、大型の各種施設が完備している。
○課題や対策等
・幕張新都心は、道路や建物の規模が大きく、新都心としての形態ができているため、行政が検討して
いる活用方法や問題点を挙げてほしい。また、県との連携はどうなっているのか。
・蘇我副都心は、副都心としては開発が遅れている感じがする。

幕張新都心においては、県の協力も得ながら概ね２０～３０年後の将来を見据えたまちづくりの方向性
を示す「幕張新都心まちづくり将来構想」の策定に取り組んでおります。蘇我副都心については、JR蘇
我駅周辺地区において、地元町会及び商店会で構成する「JR蘇我駅周辺地区まちづくり協議会」を設立
し、市民と千葉市の協働によるまちづくりを推進しています。
また、現在、基本計画の策定と合わせた都市計画マスタープラン等の見直しに着手しており、都市計画
マスタープラン等と連携しながらまちづくりに取り組んでまいります。

-

36
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１６：大規模マンションや整備された住宅街があり、計画的に開発された場所が多い。
○課題や対策等
・きれいな整ったマンションや住宅街は現状維持する。
・空き家対策をする。
・新築にはまちの景観を重視する。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

37
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１７：高齢者が適切な費用で過ごせる特別養護ホームが少ない。
○課題や対策等
・特別養護老人ホームは高齢者の介護施設として魅力的だが、希望者が多く、入所が難しいと聞く。介
護施設は費用が年金の中で収まり、安心して過ごせるように考えてもらいたい。
・コンビニは近隣に点在しており、高齢者が非常に重宝する存在であるため、コンビニの積極的な活用
を考えてはどうか。
・敬老会は、高齢者について考えていただく良い機会として必要と考える。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

38
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１８：不法投棄や国道にごみが捨てられており、マナーが悪い人がいる。
○課題や対策等
・ごみが捨てられ放置されている。綺麗になるとごみを捨てなくなると思うため、公的な資金でごみの
回収を積極的にやるべき。また、“千葉市を美しくする会”等の協力を得るべきである。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

39
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性１９：三越やパルコが撤退し、駅前通りが寂れてきた。
○課題や対策等
・千葉駅の駅前大通りを中央公園にかけて活性化したい。商店ばかり増えることは問題がある可能性が
あるため、コアとなる産業、商売を検討する必要がある。
・アクセス（駐車場）の確保。

千葉駅周辺については、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に基づき、活性化に向けて取り組ん
でいるところです。いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせてい
ただきます。

-

40
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性２０：市の債務は減少してきているが、なお、大きな債務が残っている。
○課題や対策等
・国の債務も膨らみ、債務を負担に感じられなくなっているが、健全な財政に舵を切る必要がある。千
葉市の未来のためには出費が伴うため、現状でも歳費が足りないようでは未来の話ができない。
・お金のあるところからファンドを募り、未来に回すようにするほかないのだろうか。あるいは、節約
する所はなかろうか。ボランティアをお願いするところはないだろうか。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

41
第２章
３　千葉市の特性

千葉市の特性（２）について、遺跡における住居は安全性を考慮して高台に設けられており、「職住分
離」の要素もあるため、これを踏まえた記述にすべき。

当該部分は、本市の特性として、働く場をはじめ生活・教育・文化・スポーツ等の機能や場が市内に充
実しており、利便性が高いことを示しておりますので、原文のままとします。

-
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42
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

納税・就労などにより「共に千葉市を支える市民」であるという視点及び防災の観点から、外国人居住
者、就労人口などの把握が必要と考える。

外国人市民の地域社会活動への参画支援については、まちづくりの総合８分野「５地域社会」に位置付
けておりますが、外国人市民等の実態把握については、その手法を含め、検討させていただきます。

-

43
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

人口規模から見ても、市立又は県立の大学を創設し、医師や看護師の養成を図る計画があって然るべき
かと考える。

現時点で市立大学を創設する計画はございませんが、市内の大学や医師会等と連携し、医療提供体制の
充実に努めてまいります。

-

44
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

市の財務状況について、将来分析を入れてはどうか。
財務状況の将来分析をどう示すかについては、本計画とは別に、今後検討してまいります。なお、今後
策定する実施計画において、計画事業費を設定することを予定しています。

-

45
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

令和２年の国勢調査の結果のデータ等を入れられないか。
令和２年国勢調査の結果については、確報値が発表された後、将来人口推計等を行い、結果を計画に反
映するよう検討しております。

-

46
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

社会増の要因について、最近はマンション開発だけでなく戸建ても多くなっていると感じるが、データ
上はどうか。

社会増の主な要因としてマンション開発を記載しておりますが、令和２年国勢調査の結果を分析の上、
修正を検討します。

-

47
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

（３）について、産業分類の図がどこの都市のものかを明確にすべき。また、産業構造のバランスが取
れているという記述と、鉄鋼が域外から稼でいるという記述が矛盾している。

ご意見を踏まえ、産業分類の図の対象地域を明示するとともに、図と記述の整合が図れるよう以下のと
おり修正します。
〇産業構造は、概ね全体的なバランスが取れており、特に第３次産業の比重が高い 。
〇産業別域外収支では、本市の経済発展を支えてきた鉄鋼が域外から稼いでおり 、
　域内産業へ大きな経済波及効果をもたらしている。

○

48
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

減少予定だった人口はコロナ禍の影響で微増したが、おゆみ野では土地の細分化による建売が増えてい
る。
マンション開発による社会増が続いているとのことだが、マンション開発は将来的に起こる問題が大き
いと考えている。マンションは一定の年数が経過すると大規模修繕期となり、年金生活者は経済的に居
住が困難となる。また、建て替えが容易ではないことから、マンションに関する問題は最後に自治体に
寄せられる可能性が高い。
そのため、千葉市の高度制限のように高い建築物を作らない「千葉イメージ」の方が、将来の低成長時
代には有利だと考える。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

49
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

町内自治会などの地縁組織の担い手不足は、人口減少だけではなく、定年の延長や共働きの増加やイン
ターネットによる友交形成により、地縁組織に関心を示さなくなってきたことが大きな原因ではないか
と思われる。定年後に地域で活躍してもらえるよう、行政からの情報発信が重要である。
そのため、公園等を地域に開放したり、気軽にボランティアをしたいと思ってもらえるような環境が必
要である。

市民活動の活性化に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「５地域社会」に位置付けてお
り、具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていた
だきます。

-

50
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

多様な主体との横断的な連携強化は非常に重要だが、役割分担の最適化には疑問がある。最適化は集約
化につながる可能性があり、コロナで明らかになった保健所の貧弱化につながる恐れがある。連携を強
めるが、最適化を図る必要はないと考える。

役割分担の最適化とは、多様な主体が最も効果的にそれぞれの役割を発揮できる状態であり、一概に集
約化につながるものとは考えておりません。行政の役割として、それそれの主体が連携することで、柔
軟かつ的確に社会課題に対処していける環境整備に取り組んでまいります。

-

51
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

（１）③の高齢者人口の増減率については、基準年を明確にすべき。 ご意見を踏まえ、高齢者人口の増減率の基準年が分かるよう修正します。 ○

52
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

高齢化の進展により、地域に期待することを、町内会や住民を意識して具体的に記載すべき。

第４章において、生産年齢人口減少による、担い手不足や地域コミュニティ機能の低下など地域を支え
る力の弱体化が懸念されることに対し、公共私の役割分担の見直しや多様な地域の担い手の連携強化な
どを進めていくことを位置付けております。また、地域運営協議会をはじめとした担い手の育成等につ
いては、まちづくりの総合８分野「５地域社会」においても位置付けており、ご意見を踏まえ、より分
かりやすい表現等について、検討してまいります。

-

53
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

・高齢者は、年金を頼りに安心して暮らせることを望んでいる人が多いと思うため、そのような人には
安心して暮らせる場を提供し、仕事で活躍を希望する高齢者には、発揮できる場を提供してほしい。
・デジタル社会に疎い高齢者も大勢いる。

高齢者が活躍できる社会に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「３健康・福祉」に位置
付けております。また、デジタル化の進展に伴うデジタルディバイド対策については、まちづくりの総
合８分野「７都市・交通」に位置付けており、いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検
討における参考とさせていただきます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

54
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

（１）④の2040年の2020年比の年少人口増減率は△15.1％の誤りであり、修正すべき。 ご意見のとおり修正します。 ○

55
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

・子どもを産み育てる人が、生活費に困ることなく、楽しい生活を送れるようにすることで、子どもを
産み育てたいと思う人が増える環境を創るべき。

子どもを産み・育てやすい環境を創ることについては、まちづくりの総合８分野「４子ども・教育」に
位置付けており、いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていた
だきます。

-

56
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

平成29年度に策定した千葉市国土強靭化地域計画で想定したリスクとその対応策に整合した施策とする
とともに、計画策定後の令和元年の風水害、コロナウィルス等の感染症対策を反映させる。
まちづくりに係る計画である都市マスタープラン及び立地適正化計画に、国土強靭化地域計画に整合し
た災害対策を反映させた策定・改定を行う。

千葉市国土強靭化計画は、千葉市基本計画・実施計画で示されている取組みや将来像と整合を図りつ
つ、市のあらゆる行政計画の指針として、分野横断的・網羅的に取組みを整理するための計画と位置付
けています。今後、都市計画マスタープラン等の見直し及び実施計画策定にあたり、千葉市国土強靭化
計画と整合を図りながら検討してまいります。

-

57
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

（２）①について、災害に強いまちづくりの推進にあたっては、災害に強い安全な場所にまちを作るべ
き。

安全性の高い場所への住居移転などについては、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」に記載して
います。

-

58
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

・災害等リスクの増大に対して千葉市が具体的にやれることとして、新築家屋に太陽光発電の設置を促
す補助事業や、植林の推進が考えられる。
・隻中豪雨による都川流域の氾濫防止のため、植物園の裏の未耕作地を調整池として働く様に整備して
はどうか。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

59
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

・青葉の森公園など広域避難場所への避難方法を検討するとともに、他自治体との災害時の連携を強化
すること。そのために、他自治体が災害に遭った場合には、救援隊の派遣を積極的に行う。
・土砂崩れなど起きやすいと予想される場所の洗い出しと対応策の検討。

災害リスクへの対応については、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」に位置付けており、具体的
な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

60
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

新型コロナウイルス感染症への対応を示す項目を追加し、経緯と反省点、ワクチン接種後のコロナ社会
について展望していただきたい。

新型コロナウイルス等感染症リスクについては、第３章に記載しております。ご意見の新型コロナウイ
ルス等感染症の経緯、反省点及び今後の展望については、現時点では感染症が収束していないことか
ら、今後の感染状況等を踏まえ、検討してまいります。

-

61
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

・新型コロナウイルス感染症への対応を総括した冊子を作成することで、今後の医療体制や市民の健康
維持に活かして欲しい。
・広報について、市政だよりが連絡事項な内容に留まっているが、他市では広報誌に検討内容を丁寧に
報じているところもあるため、参考にしていただきたい｡
・また、市政だよりとは別に、千葉市の課題や対応を記録した市政情報の出版物（希望者が購入）を出
してはどうか。
・「千葉市は感染拡大防止と社会・経済活動の両立という社会活動に対応する上で高い優位性を持つ」
とあるが、県内で最も高い感染者数を有する現状を見ると、机上の空論に感じる。
東京都と往来が多く、国際空港にも近いことから感染症が入りやすい環境にある。テレワークができな
いエッセンシャルワーカーも多い。テレワークの推進で感染防止は逃げ腰ではないか。
・危険な虫なども、コンテナを通じて入ってくる可能性も高い。

都市機能が充実し、仕事や買い物など日常生活の大部分を市内でできる環境や、豊かな自然が身近にあ
り都心に比べて空間的なゆとりがあることなど、本市は、東京圏にありながら、感染症に強いまちづく
りを進めるうえで優位性を有するとの観点から記載しているものです。広報や出版物に係るご意見につ
いては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

62
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

･テクノロジーの進展について、抽象的でよく分からない、難しいテーマである。
･役所のデジタル化を進めるのであれば、インターネット環境に乏しい高齢者のために、公民館など身近
な場所にインターネットが使用できる端末を設置していただきたい。その上で、使い方を教える人がい
れば、自分で処理できて手間もかからないと思う。
･スマートシテイも実感できないため、行政手続き、病院、買い物、教育、交通など、それぞれの場面で
どのような生活空間になるのか具体的に描いていただきたい｡

現在、本市では、テクノロジーの活用などによる市域全体の生活の質の向上、持続可能なまちづくりの
推進を目的とする「（仮称）千葉市スマートシティ推進ビジョン」の策定を進めております。スマート
シティの推進は、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」に位置付けており、同ビジョンと連携を図
りながら、実施計画において具体的な取組みを検討してまいります。

-

63
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

脚注19の本文の引用箇所が不明である。 ご意見を踏まえ、図表で用いている用語の脚注の箇所を修正いたします。 ○

64
第３章
１　現在の千葉市を取り
巻く状況

国も進めている脱炭素シティ宣言都市、SDGs未来都市などに関して、多少具体的な指標を示す時期では
ないかと考える。
具体的には、実施の過程で市の備品や消耗品調達にグリーン購入など、さらには市民に向けグリーンラ
イフの選択肢を示すなど、情報提供もお願いしたい。

本市では、令和２年度に「千葉市気候危機行動宣言」を公表するなど、SDGsに貢献する取組みを行って
おり、脱炭素化の取組みについては、まちづくりの総合８分野「１環境・自然」に位置付けておりま
す。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていた
だきます。

-
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No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

65
第３章
２　２０４０年を展望し
た重要な社会変化

･SDGsについて何をすればよいのか分からないので。もう少し具体的に記述してほしい。
エネルギーの節約、資源の有効利用（水その他)、
自然エネルギーの開発
リサイクル率の増加
石油代替品の開発
食糧の確保（農業、漁業）
植林によるCO2吸収の増加

当該項目は、将来のまちづくりの方向性を考える上での重要な社会変化を整理したものであり、SDGsの
推進に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野に位置付けております。具体的な取組みにつ
いては、実施計画等で整理してまいります。

-

66
第４章
まちづくりの基本方針

■「みんなの力を活かした災害に強いまちづくり」を「コミュニティの力を活かした災害に強いまちづ
くり」に変更した方がよい。
また、該当部分の説明文が見当たらないため、上記のとおり修正の上、説明文を追加すべき。
（理由）
町内自治会や市民公益活動団体の育成などのコミュニティ政策は、まちづくりにとって大きな柱と考え
ており、地域コミュニティのみならず様々なコミュニティが活性化すれば、防災や防犯のみならず地域
活性化や経済・観光など多くの政策に好影響を与えると思う。
また、未来のまちづくりに向けた戦略的視点（４）の中にも「コミュニティ」という言葉があればと感
じる。

「みんなの力を活かした災害に強いまちづくり」は、コミュニティをはじめ、企業や大学等の多様な主
体を含む「みんな」が、それぞれの持つ特長や資源を活かし、協力して災害に強いまちづくりを行うこ
とを意味していますので、原文のままとします。
また、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」において、多様な主体の連携強化などによる総合的な
防災力を高めることを位置付けておりますが、ご意見を踏まえ。多様な主体に地域コミュニティが含ま
れていることが明確になるよう、以下のとおり修正します。
…行政としての防災力の向上のほか、地域コミュニティをはじめとする 多様な主体の連携強化などによ
り、総合的な防災力を高めます。
なお、未来のまちづくりに向けた戦略的視点（４）については、本市の都市機能に着目し、拠点性や圏
域の観点から記載しておりますので、原文のままとします。

○

67
第４章
１　みんなでめざす未来
の千葉市

・「みんなで目指す未来の千葉市」の標語は、良いと思う。
「みんなで目指す未来の千葉市」は、本市の特性を活かしつつ、本市に住まい活動する人々が活躍、連
携し、新たな価値を生み出すことを目指して設定したものです。将来像の実現に向け、取組みを検討し
てまいります。

-

68
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

・次のような少し具体的な表題にしてほしい
（1）100年先に引き継ぐ持続可能なまちづくり
（2）千葉市の特性を生かし、市民生活の問題点の改善に向かってのまちづくり
（3）ゆとりを生み、住民が生き生きとしたまちづくり
（4）よい伝統は大事に、かつグローバル時代にマッチしたまちづくり
（5）都市と工業、農業が共栄するまちづくり
（6）緑に富んだまちづくり

戦略的視点は、本市の特性と重要な社会変化を踏まえつつ、分野横断的かつ重点的に取り組むべき視点
を定めたものであり、産業や農業、環境・自然などに係る施策等についてはまちづくりの総合８分野に
位置付けていることから、原文のままとします。

-

69
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

「■みんなの力を活かした災害に強いまちづくり」について、この項目の説明文がないため、「コミュ
ニティの力」に変更の上、説明文を追加すべき。

続可能なまちづくり」のためには、「コミュニティの力」が不可欠であり、活力が失われつつある町内
自治会や商店街などの地域コミュニティの活性化が必要。
特に３都心では、地域自治を見据えたエリアマネージメントの考えが必要であり、BID（地区を指定して
不動産所有者等に資金の負担を求め、その資金をエリアマネージメント活動を実施する団体等に配分す
るしくみ）やエリアマネージメント団体の育成を主眼とした計画を望む。

「みんなの力を活かした災害に強いまちづくり」は、コミュニティをはじめ、企業や大学等の多様な主
体を含む「みんな」が、それぞれの持つ特長や資源を活かし、協力して災害に強いまちづくりを行うこ
とを意味していますので、原文のままとします。
また、項目名は、「多様なステークホルダーの連携・協力により、SDGsの達成に向けた取組みを推進す
ることで、安全で安心な暮らしを享受できる」を受けたものですが、ご意見を踏まえ、より分かりやす
い表現とするよう以下のとおり修正します。
・そこで、先人たちから悠久の時の流れの中で受け継がれた「自然と共生する」精神を
　活かし、市民が将来にわたり、持続可能でよりよい社会で暮らせるよう、ＳＤＧｓの
　達成に向けて、脱炭素化の推進をはじめとした様々な取組みを行います。
・また、災害の発生や社会の変化などのリスクに対応し、安全で安心に暮らせるよう、
　多様なステークホルダーとの連携・協力のもとで、災害に強いまちづくりを推進
　します。
さらに、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」において、多様な主体の連携強化などによる総合的
な防災力を高めることを位置付けておりますが、ご意見を踏まえ、多様な主体に地域コミュニティが含
まれていることが明確になるよう、以下のとおり修正します。
…行政としての防災力の向上のほか、地域コミュニティをはじめとする多様な主体の連携強化などによ
り、総合的な防災力を高めます。

○

70
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

「持続可能なまちづくり」のためには、地域を愛する人材が多いことが必要。小中学校など学校教育の
段階から千葉市のアイデンティティを知ることにより、市への愛着心が芽生えるのではないか。
また、都市アイデンティティを創造し発信すれば、更なる千葉市への愛着心が増し、観光や経済活動で
も大きな効果があると思うため、都市アイデンティティ推進も項目に加えるべき。

本市では、千葉市の魅力を改めて発見することで、千葉市に誇りを持ち、これからも「住み続けた
い」、また、市外の人々からは「訪れてみたい」「住んでみたい」と思われるような、魅力ある都市で
有り続けるために、多彩な地域資源を活用し、千葉市らしい都市アイデンティティを確立することを目
指しております。
本計画においても、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」で、地域資源の発掘・活用により千葉市
の魅力を広く発信することにより、市民の愛着と誇りを醸成することを位置付けておりますが、ご意見
を踏まえ、以下のとおり修正します。
…これまでのまちづくりの中で培われた地域資源を発掘・活用することで都市アイデンティティを確立
するとともに、千葉市の魅力を広く発信することにより、…

○
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71
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

（１）について、「『自然と共生する』精神」を「『自然の厳しさも受け入れた自然と共生する』精
神」に修正すべき。

加曽利貝塚から推測される、当時の人々が自然と共生しながら暮らしを営んできたことを表現するた
め、「自然と共生する精神」としておりますので、原文のままとします。
なお、ご意見を踏まえて、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」の分野目標において、自然の厳し
さについて以下のとおり表現します。
…わたしたちは、豊かな自然の恩恵を受けつつも、時に厳しい自然災害をはじめとする様々なリスクを
抱えながら暮らしています。…

○

72
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

未来のまちづくりに向けた戦略的視点として「１００年先に引き継ぐ持続可能なまちづくり」を掲げる
のは良いが、行政の役割は枠組み作りであり、民にどのようなことをして欲しいか明らかにすべき。多
様な主体が社会課題の解決に挑戦できる環境づくりはお題目だけで中身が全くない。

多様な主体との連携によるまちづくりの考え方及び取組みについては、基本計画の総論及び分野別計画
に位置付けているところです。具体的な取組みについては、実施計画や今後の事業検討において検討し
てまいります。

-

73
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

未来のまちづくりに向けた戦略的視点の1項目目に、自然との共生を内容とする「１００年先に引き継ぐ
持続可能なまちづくり」を掲げたことを評価する。自然との共生の重要性や基本的な考え方を積極的に
啓発して欲しい。

戦略的視点においては、環境が社会・経済活動の基盤になることから、自然との共生を内容とする「１
００年先に引き継ぐ持続可能なまちづくり」を１項目目に位置付けています。具体的な取組みについて
は、実施計画や今後の事業検討において検討してまいります。

-

74
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

千葉市の中心市街地は、道路事情、公共交通など「移動」に大きな問題があると感じている。
千葉駅を起点とする放射線状の交通に加え、横断的な交通の整備や、モノレール延伸の可能性の検討や
他の交通との連携などの活用方法、来街者や障害者に分かりやすい駅前整備など、移動の課題を解消す
るアイデアは、色々あると思う。
詳細ではなくとも、市として、大きく「駅周辺」の計画をどのように考えているかご提示いただきた
い。

千葉市では現在、「（仮称）千葉市地域公共交通計画」の策定を進めており、同計画の策定後は、計画
に基づいて取り組んでまいります。また、モノレールの延伸については、再検証の結果、費用便益比な
どの観点から令和元年度に延伸の中止を決定しています。
千葉駅周辺については、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に基づき、駅周辺の魅力を高める都
市機能の整備を進めています。
いただいたご意見については、今後の実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

75
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

「１００年先に引き継ぐ　持続可能なまちづくり」に関して、プラスチックゴミの削減と温暖化の防止
のため、千葉市の特性である緑の維持は身近で特に必要である。最近、周辺の市街化調整区域の緑が伐
採されてしまうのは残念である。

市内に残された豊かな緑の保全については、まちづくりの総合８分野「１環境・自然」に位置付けてお
ります。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせて
いただきます。

-

76
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

市民が未来をイメージできることは重要であるため、スマートシティの実現により暮らしがどうなるか
想像できるよう、未来のあるべき姿を市民に示していただきたい。
小学校のIT教育では、タブレットを使うだけでも事前の設定に時間を要しているのが現実であり、使い
こなすまで多くの時間と投資が必要になるが、コンピューター･リテラシーを身に付けることは、今後の
創造的なまちづくりには非常に重要である。

本市では、テクノロジーの活用などによる市域全体の生活の質の向上、持続可能なまちづくりを進める
ため、目指すスマートシティの姿や取組みの方向性を多様な主体と共有する「（仮称）千葉市スマート
シティ推進ビジョン」の策定を進めております。スマートシティの推進は、まちづくりの総合８分野
「７都市・交通」に位置付けており、同ビジョンと連携を図りながら、実施計画において具体的な取組
みを検討してまいります。

-

77
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

（３）について、「障害の有無など」を「障害の有無や身体的な特徴、趣味、嗜好など」に修正すべ
き。

例示したもののほか様々な属性がありますが、本計画においては統計等で表される属性を例示し「性
別・年齢・国籍・障害の有無など」と表現しており、原文のままとします。

-

78
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

未来のまちづくりに向けた戦略的視点「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」については、「市民一人ひとり」の中に、外国人も含め、地域から置いていかれないようなサポー
トを行うべき。

戦略的視点３は、性別・年齢・国籍・障害の有無等の属性に関わらず活躍できる地域社会づくりを目指
しており、「市民一人ひとり」の中には、外国人も含まれています。具体的な取組みについては、実施
計画や今後の事業検討において検討してまいります。

-

79
第４章
２　未来のまちづくりに
向けた戦略的視点

障害者等の個性に合わせた受け入れ体制は不十分であり、障害者等の中間就労の拠点、圏域の中心的な
役割を果たしてほしい。

障害者の社会参加の促進については、まちづくりの総合８分野「３健康・福祉」に位置付けておりま
す。具体的な取組みについては、実施計画や今後の事業検討において検討してまいります。

-

80
第４章
３　目指すべき都市構造

（１）都市構造の形成に求められる視点
・農村や田園、海浜と工業と共存する都市の形成
・交通、情報などのネットワークの形成
・雇用、にぎわいの創出
・景観の整った美しい都市の形成
・持続可能な都市構造の形成

当該項目は、本市の特性や戦略的視点を踏まえた都市構造を形成するにあたり、求められる視点を整理
したものです。いただいたご意見については、現在の内容に含まれるものと考えておりますので、原文
のままとします。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

81
第４章
３　目指すべき都市構造

（２）都市構造の将来像と達成への取組み事項
・コンパクトで分散、美的なシティ、かつ自然とともに共栄できる都市思想のもと、未来を考え土地開
発をしたい。どの地域を都市、居、住地域、農業田園地域にするか考え、土地開発の制限が必要にな
る。
・交通アクセスについて検討する。道路の拡張や延長など変更を考える。
・都市地域はもとより田園地帯にても生活の利便性を確保できるようにする。

いただいたご意見については、現在の内容に含まれるものと考えておりますので、原文のままとしま
す。なお、本市では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため区域区分を既に定めてお
り、立地適正化計画においては、居住促進区域の内外に関わらず、既存の生活環境維持を図っていくこ
とを既に位置付けております。

-

82
第４章
３　目指すべき都市構造

都市構造の将来像には防災の視点が盛り込まれていないため、「千葉市型コンパクト・プラスネット
ワークが実現されたまちの姿」に、下記の内容を追記する事を提案する。
・地震や風水害等の災が起きても市民生活への影響を最小限に留めるように計画的な対策が取られてい
て安心して暮らせるまち
・災害発生時に市民がお互い助け合いながら安全に避難できるよう計画がつくられ、それが実行でき
る。
・被災後の最低限の避難生活環境が確保され、速やかに復旧できる体制が整っている。
・お年寄りや障害者、外国人も誰もが安心して住めるまち。

第４章「３目指すべき都市構造」では、都市構造の骨格となる「みどり」、「しごと」、「くらし」の
３つの分野を統合し、「都市構造の将来像」を示しています。ご意見のとおり、持続的なまちづくりを
進める上で防災の視点が重要であることは認識しており、戦略的視点及びまちづくりの総合８分野「２
安全・安心」に位置付けております。
また、防災に限らず誰もが安心して住めるまちとして、まちづくりの総合８分野「５地域社会」に、多
様性を活かしたインクルーシブなまちづくりの推進を位置付けております。具体的な取組みに関するご
意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

83
第４章
３　目指すべき都市構造

（２）の2項目目について、「圏域の雇用・商業・観光の拠点」については、「雇用」と「商業・観光」
を並列にするのは、違和感があり、修正すべき。

第３章「１現在の千葉市を取り巻く状況」（２）に記載のとおり、千葉市は、本市以東、以南を中心と
した周辺都市からの通勤者が多く、圏域における雇用の拠点としての性質を有することから、原文のま
まとします。

-

84
第４章
３　目指すべき都市構造

新都心、副都心について言及されているが、駅を中心とした旧繁華街、現在大きく様変わりしている中
心市街地の都市計画について、知りたい。

千葉駅周辺である千葉都心については、第４章「３目指すべき都市構造」において、県都エリアとして
位置付けているところです。また、「千葉駅周辺の活性化グランドデザイン」に基づき、駅周辺の魅力
を高める都市機能の整備を進めています。

-

85
第４章
３　目指すべき都市構造

（３）基礎的な都市構造
①みどり
・農業の活性化
・公園や海浜の手入れ
・植樹

当該項目は、都市構造の将来像を構成する３つの分野について、それぞれの目指す空間形成の方向性を
示したものです。いただいたご意見については、まちづくりの総合８分野の各項目に含まれるものと考
えており、具体の取組みについては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

86
第４章
３　目指すべき都市構造

目指すべき都市構造において、「みどり」を１番の基礎にしたことを評価する。このような意識が市民
全体にいきわたるよう啓発して欲しい。

第４章「３目指すべき都市構造」の考え方を含め、基本計画の周知に努めてまいります。 -

87
第４章
３　目指すべき都市構造

（３）基礎的な都市構造
②仕事
・時代に即した新しい仕事の創設
・企業、大学、研究機関などの連携による新産業の模索
・医療機関の連携による健康産業の促進
・都市、副都心、県の中心としての利便性を生かした商業や産業の活性化
・都心、海外への交通の便を生かした産業の育成
・都市をにらんだ周辺の仕事の活性化
・余暇、娯楽などザービス業の育成

当該項目は、都市構造の将来像を構成する３つの分野について、それぞれの目指す空間形成の方向性を
示したものです。いただいたご意見については、まちづくりの総合８分野の各項目に含まれるものと考
えており、具体の取組みについては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

88
第４章
３　目指すべき都市構造

（３）基礎的な都市構造
③くらし
.暮らしを向上するために、サービスの多様化と適正価格の設定
･居住、仕事、余暇が楽しめる余裕のあるくらし
･安心、安全なセーフティネットワークの構築
･移動を考えた輸送、道路網の構築
･町内自治会、NPO、ボランティアなどの自主的組織への援助と活性化
・自己研鎖を楽しめる、自己能力向上のまち
･情報公開が進み市内の動きや課題を検討できる社会

当該項目は、都市構造の将来像を構成する３つの分野について、それぞれの目指す空間形成の方向性を
示したものです。いただいたご意見については、まちづくりの総合８分野の各項目に含まれるものと考
えており、具体の取組みについては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

89
第４章
３　目指すべき都市構造

千葉駅はバスやタクシーへの乗り換えが不便であり、更なる利便性向上を目指すべき。タクシー乗り場
や観光バスの発着地など不便な面が多いため、複合型バスターミナルの建設も視野に更なる利便性向上
を目指すべき。
また、観光や経済振興の観点から、公園や公共施設での公衆Wi-fiの導入を明記した方がよい。

公共交通ネットワークの形成については、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」に位置付けており
ます。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせてい
ただきます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

90
第４章
４　目指すべき区の姿

・現行の6区を、千葉市、稲毛市、美浜市、花見川市、緑市、若葉市とし、各々がその土地柄を生かした
コンパクトな自治体（独立した地方公共団体）になって再スタートすべき。

現在、区を独立させることは検討しておりませんが、各区の特徴を活かした、魅力と活力あるまちづく
りを進めてまります。また、区役所が区民の皆様にとって身近で信頼される行政機関となるため、区の
あり方についても、検討してまいります。

-

91
第４章
４　目指すべき区の姿

・区にこだわりすぎると、市としての将来像が分散する。市全体のイメージが固まると、区の方針もで
きると思う。

市内各エリアの充実が、市全体の魅力と活力の向上につながるものと考えております。そのため、市全
体の目指すべき方向性を踏まえた上で、各区が有する特徴を改めて整理し、それを最大限に活用した区
の将来像を、目指すべき姿としてまとめています。

-

92
第４章
４　目指すべき区の姿

「目指すべき区の姿」の検討にあたっては、区の住民を集め、各区の未来を考える会を開催し、意見を
聴取すべき。

「目指すべき区の姿」の検討にあたっては、区ごとに区民との意見交換会を開催し、意見を聴取してお
ります。

-

93
第４章
４　目指すべき区の姿

中央区について、「医療のまち」、「文化・スポーツのまち」であることを追記すべき。

ご意見を踏まえ、中央区に医療機能の集積がある旨を追記します。
～千葉市美術館、郷土博物館、千葉市科学館、中央図書館、生涯学習センターなどの文化系施設や多く
の医療機関が集積しています。
なお、「文化・スポーツのまち」については、既に文科系施設、スポーツ・レクリエーション施設が集
積していることを記載しておりますので、原文のままとします。

○

94
第４章
４　目指すべき区の姿

中央区について、「京葉工業」を「京葉工業地域」に修正すべき。 ご意見のとおり修正します。 ○

95
第４章
４　目指すべき区の姿

若葉区を農業地域として位置付けているが、正しくは都会と農村の両方が存在する「といなか」であ
り、都会と田舎の長所を活かした地域創生が必要である。

都市と自然が両方あるという特徴は、市全体のものと考えています。目指すべき区の姿は、その区が持
つ特徴を最大限に生かす、伸ばすという観点から検討しており、若葉区については、市内で農業が最も
盛んなエリアであることに着目しております。具体的な取組みについては、都市部の特性も考慮し、検
討を進めてまいります。

-

96
第４章
４　目指すべき区の姿

若葉区東部の農業地区には坂月・都川や鹿島川が流れ、谷津田と里山など豊かな自然に恵まれている。
次の基本計画では水辺環境を活かすこととされているが、これらの河川は護岸化されており、水辺の生
物生態系にとって良好とは言い難く、改良が必要である。
また、親水性に乏しく、子ども達が容易に水辺で楽しめる環境ではない。遊水域も乏しいため、洪水の
際の緩和策が必要である。

水辺環境の保全と活用に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「１環境・自然」に位置付
けております。いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただ
きます。

-

97
第４章
４　目指すべき区の姿

SDGsに寄与する素案には賛成だが、脱炭素エネルギーや地域循環型共生圏創生に関する具体策に言及が
ないため、若葉区における耕作放棄地のソーラーシェアリングやバイオマス発電の導入、山林管理の義
務化を提案する。

脱炭素化等に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「１環境・自然」に位置付けておりま
す。その他いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきま
す。

-

98
第４章
４　目指すべき区の姿

都内への通勤が困難な小倉台、千城台、大宮台などの団地において、進行する少子高齢化に対応する新
たな仕事を創出するため、中高年層に対する「リカレント教育」、若年層に対する東京情報大学付近へ
の「ファブラボ」、「IT技術ラボ」の設置、子どもに対する人間力向上のための教育を推進するととも
に、これらの取組みの実現に向けた「コミュティスクール」の導入を提案する。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

99
第４章
４　目指すべき区の姿

今後、高齢者医療は単身の在宅医療が増えると想定されるため、安心して最後を迎えることができるか
かりつけの医療、看護、介護などの地域包括センター体制の整備、個人の医療データの共有化や遠隔診
断システムを導入すべき。

高齢者医療に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「３健康・福祉」に位置付けておりま
す。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていた
だきます。

-

100
第４章
４　目指すべき区の姿

若葉区東部の農業地域に自動運転バスを導入し、地域住民に限らず、観光客の利便性を確保すべき。

本市では、自動運転モビリティなど新しい移動手段についても取り組んでおりますので、ご意見を踏ま
え、そのことが分かるよう、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」を修正します。
主な取組み
・国家戦略特区の活用による規制緩和
・ドローンや自動運転モビリティの導入など社会実験・社会実装の推進

○

101
第４章
４　目指すべき区の姿

若葉区は里山風景が素晴らしく多くの観光資源を有しているが、観光に結び付いていないため、廃校跡
地等を活用し、都会の子ども達に短期間滞在型の学習に向けた試みを促進すべき。

地域資源を活用した観光振興に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「８地域経済」に位
置付けております。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参
考とさせていただきます。

-
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102
第４章
４　目指すべき区の姿

千葉市はスマートシティ構想を打ち出しているが、具体策がないため、地域創生にかかわる全ての当事
者に対して基礎的な情報を提供し、いつでも気軽に地域創生に関する課題についてオンラインで協議で
きるAI活用型プラットフォームを設置すべき。これによって「学習する社会」の基盤が整備され、コス
トの最小化とパフォーマンスの最大化が図られる。

スマートシティに関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」に位置付けてお
り、いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

103
第４章
４　目指すべき区の姿

検見川浜駅は新設マンションも多く、子育て世帯が多いと感じるが、駅近くの子育て支援センターや未
就学児が利用可能な施設がないので、ぜひ、作っていただきたい。
また、セブンイレブン検見川浜駅前南口店前の電柱は、マンションのベランダにも近く、防犯上懸念が
あると考えるので、移設・地下化等の検討をお願いしたい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

104
第４章
４　目指すべき区の姿

美浜区の目指すべき区の姿は、「海辺」、「世界」がキーワードとなっているが、他区と横並びでイン
パクトに欠ける印象がある。美浜区は、千葉市の中では様々な意味で特殊な地域であることを活かし、
色々な実験・検証ができる区域と明確に位置付けることを検討すべき。
＜美浜区の特殊な点（例）＞
・区全域が埋立地（しかもほぼ住宅地）というのは全国的に稀
・幕張新都心地域には国のシンクタンク的組織も集積（大学もある）
・液状化対策を住民合意形成の下、実施した全国でも稀な地域を持つ
・幕張ベイタウンは、住民自治を重んじたすでに実験エリアといえる
・一方、幕張ベイパークは、民間企業にまちづくりを委ねた(エリアマネジメントの要素を取り入れた)
実験エリアといえる
・ニュータウンの宿命として同時に年をとる→高齢化率が千葉市内でも高い
・外国人住民率が高い
・計画都市であるため、公園がはじめから多い

目指すべき区の姿は、その区が持つ特徴を最大限に活かし、伸ばすという観点で記載しており、美浜区
の実現に向けた取組みの方向性において、幕張新都心を核として未来技術の実証・実装に取り組むこと
を位置付けております。いただいた区の特徴に関するご意見については、今後の区づくりにおける参考
とさせていただきます。

-

105
第４章
４　目指すべき区の姿

美浜区について、「ＪＲ京葉線が区を南北に走っており」を「ＪＲ京葉線が区を東西に走っており」に
修正すべき。

ご意見の趣旨を踏まえ、修正します。
交通ネットワークについて、公共交通では、ＪＲ京葉線が区を貫いており 、…

○

106
第４章
５　まちづくりを進める
力

パブリックコメントの意見を増やすためには、継続的なパブリックコメントに関する知識が必要である
ことから、市民の知識を養う最善の策として、地域づくり大学で、常時、同じ種類の講座を開催してい
ただきたい。地域のコミュニティセンター又は公民館でやっていただけると非常にありがたく、今後の
千葉市のまちづくりのための投資として、粘り強く続けて貰いたい。
また、一般住民は、従来の行政サービスを受ける側との意識から抜け切れていない。
更に最近の問題は、千葉市の大きな方針を、市の室長クラスでも理解していないことにある。まして、
大過なく過ぎることを望み、提案を出すことは非常に嫌われる傾向にあり、最低限の地域データの可視
化にも取り組んでもらえない。
地域を担うボランティアをする人は、時間的、経済的に恵まれ、中長期的な未来を考えて活動してい
る。しかし、行政の末端が目詰まりしてしまっては、行動力を削ぐ要因となる。「市長への手紙」もあ
るが、「ヒアリングする部署」を設置し、住民意識のマーケティングを行うことをお願いしたい。
千葉市の施策の方向決定のマーケティング手法の中に、テキスト･マイニングを取り入れているが、実際
にヒアリングすることでよりリアルな現実を認識できると思う。

第５章において、千葉市の現状や将来展望に関して、市民への積極的な情報共有を図ることを位置付け
ておりますので、市民の皆様に必要な情報が提供するとともに、市内部においても計画の共有を図って
まいります。その他、具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における
参考とさせていただきます。

-

107
第４章
５　まちづくりを進める
力

･まちづくりを進めるためには、市長の決意と見識、異なる見解への包容力と調和への努力が最も重要で
ある。
･企業や各種団体からまちづくりの情報を得つつ、団体の利害関係をどのようにまとめてリードしていく
かは、市長や関連部署の職員の見識にかかっている。市民代表としての議員や町内自治会、NPOやボラン
ティアなどの考えや意見は、生活密着型の意見として重視する。
･国、県、県内市町村などの意見を聞くことも必要。
・財政的な支援がないと達成しないため、健全な財政とともに、将来を見据えた使い方をしていく必要
がある。
・まちづくりの進捗状況を公開し、必要があれば修正をいとわないこと。

ご意見のとおり、まちづくりを進めるためには行政機関を含めた多様な主体の一層の連携が必要である
と考えており、本計画においても、多様な主体が連携し、社会課題の解決に挑戦できる環境の整備を行
政が担うものとしております。いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考
とさせていただきます。

-

108
第５章
１　将来にわたり持続可
能な行財政運営

千葉市の未来を考える上では、何よりも財政の立て直しが第一の課題であると考える。
基本計画であるため詳細は求めないが、いま少し具体的な方向付けを示していただきたい。

財政運営の考え方については、第５章「１ 将来にわたり持続可能な行財政運営」に位置付けております
が、具体的な考え方については、基本計画とは別に検討して示してまいります。

-
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109
第５章
２　計画の進行管理及び
評価

計画の進行管理について、具体的な取組みの手順を盛り込んでいただきたい。
第１章に記載のとおり、基本計画に基づく取組みを計画的に推進していくため、実施計画を策定するこ
ととしております。実施計画については、毎年度進捗管理を行い、取組みに係る課題の抽出及び改善を
不断に図ります。

-

110 その他

様々なパブリックコメントが今まで行われてきたが、応募者数は依然として伸びない。その理由を考え
ると、この基本計画の素案に書かれているような基礎的な問題の知識がないからだと思う。
千葉市は情報公開制度で全国でも上位の方にあり、色々なデータが検索できるのは非常に優れたの制度
だと思うが、行政の末端では関心がなく、話題に出せない。
基本計画には可視化グラフが載っており分かりやすいが、区によっては人口などの基本データや可視化
グラフがないので、区によって差異が生まれないよう、各区で整備していただきたい。

第５章において、千葉市の現状や将来展望に関して、市民への積極的な情報共有を図ることを位置付け
ておりますので、市民の皆様に必要な情報が提供できるよう努めてまいります。

-

111 その他
「まちづくり」は複数の課が関わるため、政策企画課を要に、関係課で協力して総合的に向き合う姿勢
と仕組みづくりの更なる強化を期待したい。

第５章「２計画の進行管理及び評価」において、実施計画の進捗管理、課題の抽出及び改善を位置付け
ておりますので、関係課及び各部門計画と連携し、計画を推進してまいります。

-

112
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

地球温暖化対策推進法の改正により、温室効果ガスに関する表現が「抑制」から「削減」になったこと
を踏まえ、分野目標の説明文のうち、「二酸化炭素排出量の抑制」を「二酸化炭素排出量の削減」に修
正することを提案する。

ご意見のとおり修正します。 ○

113
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

「再生可能エネルギー・省エネルギー等の普及促進（脱炭素化投資等の促進など）」に賛同する。その
上で、排出量の削減につながる燃料転換などへの補助施策の導入検討をお願いしたい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

114
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

分野目標について、「二酸化炭素排出量の抑制に向けた『緩和』」を「二酸化炭素排出量の抑制による
『緩和』」に修正すべき。

「千葉市気候危機行動宣言」に基づき、二酸化炭素排出量の抑制を目的として記載しておりますので、
原文のままとします。

-

115
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

当地区では、10年前から人口減少時代に入っても街が縮まないための仕掛けとして、街中の２kｍの小さ
な緑と水辺に連続している公園をボランティアが地道に手入れしおり、最近は地域外からの来訪者やボ
ランティアをする人も少しだが増え、ボランティア団体としては千葉市で初めて、「遊具のない公園」
がパークマネージメントの協定がなされた。
これらの取組みは、千葉市の基本計画の分野目標に合致してると思われるが、現場では職員や地域住民
の理解が得られず苦戦している。

基本計画の推進にあたっては、地域の多様な地域の担い手と目標を共有できるよう、周知に努めてまい
ります。

-

116
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

政策１の施策１と施策２は矛盾するように感じる。太陽光パネルにより景観が損なわれているため、太
陽光パネルの設置を規制していただきたい。

本市では、太陽光発電設備を用いた事業において、事業者に関係法令及び各種ガイドラインを遵守する
よう求めているほか、周辺環境や地域の住民の方へ配慮して事業を実施するよう指導しております。

-

117
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

施策１の説明文について、「脱炭素化を推進し、持続可能な社会を創るため」より「持続可能な社会を
創るため、脱炭素化を推進し」の方が、わかりやすいため、修正すべき。

ご意見のとおり修正します。 ○

118
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

脱炭素の実現は市だけの取組みではなく、節電など電気の使用量を減らすことが必要であるとPRすべ
き。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

119
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

谷津田は保水機能も有する千葉市の貴重な自然であるため、保全の取組みを充実させるべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

120
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

貴重な動植物の保護のためには、化学物質の排出抑制についても検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

121
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

ゴミ袋の有料化に伴うゴミの個別収集について、現在のゴミ置き場制度を今一度見直していただきた
い。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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122
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

政策１－施策３の「再資源化やごみ分別の徹底」は並びとしておかしく、「ごみ分別の徹底等による再
資源化に取組み」に修正すべき。

ご意見のとおり修正します。 ○

123
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

今の子ども達は、昔の子どものように、広い場所があれば自分たちで工夫して遊ぶということができな
いので、こういった変化を踏まえた公園整備を行うべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

124
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

魅力ある公園整備にあたっては、地域の実情を踏まえ、樹木の管理を行うべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

125
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

「都市公園法」を活かした事例として、例えば商店街と公園と住まいなどの融合をデザインする取り組
みに積極的に挑戦してほしい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

126
まちづくりの総合８分野
１　環境・自然

【政策１に対する意見】
・何かしら顕著な対応をしたい分野である。
【政策２に対する意見】
･公園緑地などの活性化のため、住民やNPO、ボランティアなどの力を結集する必要がある。行政は活動
する人達を支援し、魅力ある公園を創ってもらいたい。
･海岸の魅力を維持してほしい。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

127
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

・分野名を防災などに変更してはどうか。

【政策１に対する意見】
・整備が必要な場所を洗い出して住民に知らせるとともに、必要なところから早急に整備する。
【政策２に対する意見】
・避難所運営委員会の結成は、市が音頭を取り、かなり充実したと思う。
・広域の避難についても関連部署と連携し、方策を検討する必要がある。
【政策３に対する意見】
・他の事項に比べて、非常に具体的なテーマとなっている。
【政策４に対する意見】
･県との調整が必要

当該分野では自然災害に限らず、火災や防犯、交通安全安など、様々な暮らしのリスクへ対応するため
の施策を位置付けておりますので、分野名については原文のままとします。その他いただいたご意見に
ついては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

128
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

千葉市国土強靭化地域計画との整合を図るため、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」の政策１－
施策２の主な取組みに、下記内容の追記を提案する。
災害時にも必要最低限のエネルギーを確保できるように、自立・分散型エネルギーの普及促進を図る。

まちづくりの総合８分野「２安全・安心」の政策２－施策２の主な取組みにおいて、「電力・通信の強
靭化」を位置付けており、ご意見の「災害時に必要最低限のエネルギーを確保できるように、自立・分
散型エネルギーの普及促進を図る」については、同取組みに含まれることから、原文のままとします。

-

129
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

安全・安心が得られるよう、安全な台地にまちづくりを進め、危険地域への住宅建設の規制をすべき。
危険ながけ地付近からの移転助成などを記載しているところですが、具体的な取組みに関するご意見に
ついては、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

130
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

千葉市国土強靭化地域計画との整合を図るため、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」の政策２－
施策２の主な取組みに、下記内容の追記を提案する。
自立・分散型エネルギーの普及促進

まちづくりの総合８分野「２安全・安心」の政策２－施策２の主な取組みにおいて、「電力・通信の強
靭化」を位置付けており、ご意見の「自立・分散型エネルギーの普及促進」については、同取組みに含
まれることから、原文のままとします。

-

131
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

政策２－施策１　主な取組み：地区の居住者が自らつくる「地区防災計画」策定の促進

減災のためには、地域の状況や被害実態に関する知識が必要である。実際に、台風が吹き込む方向（南
南東、北西）に、広い空間がある建物は、ほとんどが被害を受けており、このようなことは二次元の地
図では想像でない。
また、Webハザードマップには市に通報されている災害情報は反映されていないため、内水氾濫の情報も
間違っている部分がある。
この対策として、主な取組みのように、市民が関心を持って情報を集め、体験的に防災マップを作るこ
とが最大の方法である。フィールドワークすると様々な現象が分かるため、防風林についても、その必
要性と管理の負担を考慮した検討が可能である。
以前、中林一樹教授が緑区で講演したように、在宅避難の推進と地域を知ることが重要だと思う。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

132
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

阪神大震災から公園のビバークや車中泊が行われていたが、最近の車のコンピューター化とEV、HV化や
レジャー用のキャンピング用品の進化により、更に「避難者の個別化」が進むと考えられる。
このような変化を踏まえ、避難所のイベントもお泊り体験から、このような新しいグッズを使用したイ
ベントに切り替えると参加者も新しい人が増えるとともに、参加した人には非常に参考になる。区役所
で、地域団体の避難所運営コンクールを催し、助成金の対象としながら、区内の避難所開催地の講師を
専門家に依頼する方法を検討してはどうか。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

133
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

防災会を充実して地域防災力の充実強化を検討すべき。
地域コミュニティによる自発的な防災・減災活動を政策２に位置付けておりますが、いただいたご意見
については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

134
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

災害に強い街にするためには、市民が地域の災害リスクを把握していることが重要であり、電信柱等を
活用し、地域ごとの災害リスクを可視化しておくべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

135
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

政策３－施策１について、特に千葉市の都市部において、「消防団活動の充実・強化」により消防力の
向上が見込めるのか疑問である。

都市部においても、大規模災害時における消防団の活動は欠くことのできないものであり、また平時か
ら消防団が行う防火防災指導等は、地域防災力を向上させる重要な役割を担っていることから、原文の
ままとします。

-

136
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

例えば、生活道路の規制強化による安全性の向上など、身近で対応すべき取組みも検討すべき。
生活道路における安全性の向上については、まちづくりの総合８分野「７都市・交通」にも位置付けて
いるところですが、具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参
考とさせていただきます。

-

137
まちづくりの総合８分野
２　安全・安心

高齢者等を対象とした消費生活相談の強化を検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

138
まちづくりの総合８分野

３　健康・福祉

【政策１に対する意見】
施策１
・市民生活の習慣を見直し、健康づくりをすることは良いこと。
施策２
・医療機関が色々あり、恵まれていると思われるが、どのように活用していくかが重要。
・市立病院の経営基盤の強化については、これまでの検討結果を公開し、多くの人に意見を聞くと良
い。市立病院は地域の高度な医療に対応するとともに、総合診療科を設けて地域住民の軽度な医療にも
当たってほしい。高度医療では費用がかかるが、一般医療は経費を補てんするのに有効かと思う。
施策３
・新型コロナウイルス感染症について、行政の対応や感染が増加した原因を調査し、危機管理に活かし
てほしい。
・墓地を管理できない人がいると思われるため、その方の身になって対策を考えてほしい。
【政策２に対する意見】
施策１
・町内会活動を通じて、高齢者の社会参加の場を促進するようにする。
施策２
・適切な価格で入所できる介護サービスの充実（特別養護老人ホームの増設を含む）
・地域包括ケアシステムが始まって数年になるため、新たに見えた課題の対策を考える。
【政策３に対する意見】
・障害者のスポーツについては、引き続き、前進させていくこと。
施策４
・実際に行うとなると非常に難しい。具体的に何を充実させるといいのか。
【政策４に対する意見】
施策１
・ただ自治会への入会を宣伝するのではなく、行政が熱意を示す必要がある。自治会に入らなければ、
ごみ回収費を取るなど、行政から自治会の必要性を知らせるようにしてはどうか。
また、加入率の低い集合住宅では、大家に自治会の存在を認識してもらい、（準）自治会費の納入を推
奨してもらう。
・町内の公園の日常管理は自治会に依頼する(パークマネジメントの充実)。
・その他、ワクチン接種券の送付など、自治会に行政の仕事を分担してもらうことで、経費削減と自治
意識の高揚を図ることができる。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

139
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

分野目標について、「担い手の不足を見据えた地域の支え合いの構築」の意味が不明瞭である。
ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
そこで、市民の充実した人生の基盤として、ライフステージに応じた健康づくりを促進するとともに、
地域福祉の担い手の不足を見据え、地域で支え合う体制の構築 や…

○

140
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

千葉市としてSDGsの達成に向けて取り組むのであれば、受動喫煙対策のみでなく、「たばこ規制枠組条
約」を守ることを計画に記載すべきではないか。
SDGsのターゲットの一つである「すべての国々において、たばこ規制枠組条約の実施を適宜強化す
る。」について、千葉市として基本計画に記載し、もっと前向きに取り組んでいただきたい。

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の遵守に係る取組みについては、「たばこ事業法」等
において規定されているものもあるため、国の動向を注視してまいります。なお、同条約の取組みの１
つである受動喫煙対策について、千葉市では健康増進法に独自の規制を加えた「千葉市受動喫煙の防止
に関する条例」を制定し、受動喫煙防止に取り組んでいるとともに、まちづくりの総合８分野「３健
康・福祉」に位置付けているほか、禁煙外来治療費の助成を行う等、積極的に取り組んでいるところで
す。

-

141
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

近年、「8050問題」「老障介護」など年老いた親が障害のある子どもを介護する例が増加して社会問題
となっている。
障害者用グループホームの整備が進まない中、障害者も現在の家で家族と暮らすことで、慣れ親しんだ
地域の中で生活するための具体的な方策として、「訪問介護とオンライン診療・相談」を強化・充実
し、「訪問介護（看護）と同時にオンライン診療（相談）」を行う事で、支援を受ける高齢者・障害者
にも、ケアラー（介護者）にも大きなメリットがあると考える。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

142
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

政策１－施策１について、公園の入り口のみでなく、ベンチにも「禁煙」の看板を立ててほしい。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

143
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

医療相談の充実を検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

144
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

政策１－施策３の説明について、記載レベルが1項目目と2項目目で異なるため、揃えるべき。 施策の説明については、主な取組みの概要を説明しているものですので、原文のままとします。 -

145
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

身近なコミュニティビジネスの支援、退職高齢者の就労場所の確保支援を検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

146
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

政策２－施策１について、「自らのニーズに基づき」を「自らの意思・希望に基づき」に修正すべき。 ご意見のとおり修正します。 ○

147
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

政策２－施策２について、「地域住民や地域団体による支え合い活動の促進」を「地域住民や地域団体
による支え合い活動の支援」に修正すべき。

「支援」は、支え合い活動を「促進」するための一手段と考えますので、原文のままとします。 -

148
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

親なき後の障害者支援の検討にあたっては、地域住民が障害者に対する理解を深めることが必要であ
り、交流や理解のための機会を設けるべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

149
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

急増している医療的ケア児（者）への対応と高齢化する重症者の問題は急務になっている。医療的ケア
児は学校卒業後、日中活動の場がない。重度障害者グループホームができても支援スタッフが集まらな
いため、人材育成が必要である。
千葉市には入所支援、通園を備える桜木園が重症心身障害児者の拠点であるが、既に需要が超えてお
り、医療的ケアへの対応や、親亡き後を考えると第２の桜木園が必要になる。
障害者相談支援体制として医療的ケアを要する重症心身障害児者への対応には専門性を必要とするた
め、県が養成を進めている医療的ケア児等コーディネーターの位置付けを確実なものにして、相談支援
を強化していただきたい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

150
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

障害者の高齢化で親亡き後の生活の不安を払拭するため、生活支援の拠点やグループホームの整備な
ど、住まいの確保が必要である。
8050問題は10年経つと9060問題になるため、アウトリーチ型の相談体制の充実とともに、複合的な課題
も対応するため、分野横断的に相談できる県の中核地域生活支援センターを千葉市にも求めたい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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151
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

ひきこもり支援センターなど受託事業者が市民対応を行っている取組みについては、セクシャルマイノ
リティに対する配慮を徹底すべき。

受託事業者が市民対応を行う取組みについても、セクシャルマイノリティに対する配慮を徹底してまい
ります。

-

152
まちづくりの総合８分野
３　健康・福祉

地域づくりに参画しやすい環境づくりにあたっては、知識や空間のシェアを積極的に進めることが必要
であり、行政側からの積極的な情報発信を行うべき。

第４章「５まちづくりを進める力」において、多様な主体が連携し、社会課題の解決に挑戦できる環境
を整備することを行政の役割として位置付けています。具体的な取組みについては、実施計画や今後の
事業検討において検討してまいります。

-

153
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

【政策１に対する意見】
施策２
・児童公園など安全な子どもの遊び場を提供。
・近隣の人の声かけ運動。千葉市が好きという子どもを育てる。
施策３
･NPOやボランティア団体に支援を要請し、行政は資金面から支援する。
・このような状況に育つ子どもをいなくすることを最終目標に、行政が施策を進める。
【政策２に対する意見】
施策１
・知識だけではなく、人間性を育む教育。
・友達と話し合い、自己研さんを積める環境づくり、ともに生きる社会性の形成。
・デジタル画面だけではなく、物に触れ、感性を養う授業。
・体感できる（例えば、国語では主人公を演じるような）心のある教育。
・先生を信頼して学ぶ授業。
施策２
・外部の専門人材や事務補助員の活用による、教師が教育に打ち込める環境の整備。
・教育の中立を堅持しながら、市民に開かれた学校教育の推進。
施策３
・町内自治会やNPOその他団体から支援を受け入れ、住民から育まれる環境をつくる。
施策４
・居場所づくりのNPOなどへの支援や公民館の開放などによる、子どもを安心して預けられる環境づく
り。
・学生に子供ども達の居場所でアルバイト活動をお願いする。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

154
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

分野目標について、「少子化の進行に伴う地域社会の活力の低下や」の「に伴う地域社会の活力の低下
や」を削除すべき。

ご意見のとおり修正します。 ○

155
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

3
乳幼児の健康・育児相談については、母子健康包括支援センターで対応しておりますので、体制強化に
ついて、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

156
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

子育て環境の整備にあたっては、子育てや教育を担う保育士や小中学校の教職員等の労働環境や処遇の
改善に努めるべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

157
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

困難な状況にある子どもや家庭への支援にあたっては、施策の要件に該当せずサービスが受けられない
子どもが生じないよう、柔軟な対応を検討すべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

158
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

ヤングケアラーの実態は明らかになっていないため、まずは実態を調査し、対策を検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

159
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

子どもの権利条約が活かされる千葉市の教育環境を整え、子どもの意見表明を確保すること。
教育の場は、子どもが自己肯定感を持てるような環境とし、教師の価値観を押し付けないこと。
子どもが相談できる第三者機関を設置し、学校内での解決が困難な問題については第三者が関われる体
制をつくる。
不登校の児童・生徒が増えている中、学校だけが学びの場であるという従来の発想を転換し、多様な学
びの場をたくさんつくり、子どもの学習する権利を保障する。
教区職員の資質・指導力の向上は大事だが、それをできる職場環境にすることが先決である。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

160
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

未来につながる学びの充実については、学校外でのICT教育に関する実証的な取組みを行い、教職員の負
担軽減や地域で子どもを育てるきっかけとすべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

161
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

GIGAスクール構想の実現にあたっては、電磁波の健康被害を心配する保護者に配慮すべき。 いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

162
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

学校給食の充実と食育の推進にあたっては、地産地消の推進、農薬を削減した野菜や米を使用するとと
もに、子ども及び保護者に対し、食育の重要性を啓発すべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

163
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

（施策１）非認知能力の向上は大事なことであると思うが、具体的にどんな事をするのか。
体験学習や課外活動を推進していくことを検討しておりますが、実施計画に向けて検討を進めてまいり
ます。

-

164
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

いじめや不登校等について、昨今、いじめの事実を隠蔽しようとする学校や教育委員会、教師間や教師
による子供へのいじめ等の報道が多い。
スクールカウンセラーを子どもだけでなく教師にも対応させるとともに、子ども達が担任だけでなく他
の先生にも相談できる環境を構築し、教育委員会と学校が協力していじめの問題を把握し、市、教育委
員会、学校、保護者そして子どもが納得いくような対応をしていただきたい。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

165
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

性犯罪・性暴力被害を受けた児童生徒への対応力を高めるための教職員向け研修の実施に併せて、性犯
罪・性暴力が起きないようにするために、保護者、児童生徒、教職員への研修が必要ではないか。
子ども達に正しい性教育をするだけでなく、子どもの成長に応じた保護者や教職員に対する正しい子育
てや性教育の研修をするべきである。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

166
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

政策２－施策３について、「いじめ・不登校の未然防止」を「障害児教育」よりも先に記載すべき。 施策３の説明文と同じ順序としており、原文のままとします。 -

167
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

不登校の子どもの居場所を確保するなど、こどもの「ウェルビーイング」を第一とした姿勢に転換し、
不登校問題の急激な増加にいち早く対応すべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

168
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

大人の都合で来日した外国人の子どもの支援は不十分であり、学習支援や進学できる体制を整備すべ
き。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

169
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

自由進度学習、多様な学校の選択肢の確保、夜間中学やコミュニティ・カレッジの整備による義務教育
年齢後の教育企画の確保など、義務教育を「落ちこぼれないように頑張る」ことから解放して、「学び
のセーフティ・ネット」が整えられている義務教育となることを目指すべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

170
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

普通教育機会確保法により、不登校に関する国の施策は根本的に転換しており、不登校児童生徒の学校
復帰を前提とはせず、休養の必要を認め、長期的に社会的自立を目指すという方針になっていることを
踏まえ、市の施策も、不登校に対する「防止・解消」から、「支援と教育機会の確保」、「社会的自立
を目指す」へと転換すべきである。

いただいたご意見を踏まえ、政策２－施策３を以下のとおり修正します。
…不登校児童生徒や外国人児童生徒などへの学習支援、…
主な取組み
・不登校児童生徒の支援・学びの機会の確保

○

171
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

「子ども・若者が社会で考え、行動する力の育成」については、地域との連携により、カリキュラムや
枠組みにとらわれずに自由に活動ができる居場所を創っていくことが重要である。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

172
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

VUCAの時代を生きる子どもたちに必要なのは、「学ばされる」ことではなく「自ら選んで行動」できる
ことであり、教育の重点は子ども達の「意欲」増進に向けられる必要がある。子ども達が意欲をもって
自分で考えられるような施策への「方向転換」を示して欲しい。
市内の校内子どもルームでは、タイムスケジュールや禁止事項が厳しく、子どもの考える意欲を失う恐
れがある。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

173
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

空き家を活用して小規模の子どもルームを作ることで、子どもが多様な大人との触れ合いにより社会像
を知る機会になり、市民の社会教育にもつながる。
また、地域に開放された子どもルームとし、地域の高齢者の方が気負いなく参加できる環境とすること
で、高齢者にとっても、疑似的な孫に会え、活力につながる。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

174
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

宿題や怪我の恐れから活動を制限することに重点が置かれ、学童保育の管理教育化が進んでおり、子ど
もたちの創造性が失われる恐れがある。
政策２－施策４の施策名を「放課後の多様な体験・活動を通して自主性・創造性を育む」に修正し、体
験すること、自由な活動の意義を強調すべき。

千葉市が開設している学童保育の役割は、放課後に適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成
を図ることを目的としております。集団の中で子どもたちが安心・安全に過ごすことができるよう必要
なルールを設けて運営していることにつきましては、ご理解をお願いいたします。
なお、多様な体験・活動を重視することについては、本市も考えを同じくするところですので、ご意見
を踏まえて以下のとおり施策名を修正いたします。
今後も、モニタリング調査や利用者アンケートを実施することで、保育の質の向上に努めてまいりま
す。
施策４　放課後の子どもの居場所と多様な体験・活動の充実

○

175
まちづくりの総合８分野
４　子ども・教育

外国人を単なる労働力としてみなすのではなく、外国人への語学学習や、その子どもたちへの無償教育
を保障すべき。

外国人市民が暮らしやすく活躍できる社会の構築については、まちづくりの総合８分野「５地域社会」
において、多文化共生社会の実現として位置付けており、外国人児童生徒に対する支援についても、ま
ちづくりの総合８分野「４子ども・教育」に位置付けております。いただいたご意見については、実施
計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。

-

176
まちづくりの総合８分野
５　地域社会

【政策１に対する意見】
施策３
・外国人には日本の習慣になれてもらいたい。
・グローバル化で日本人の良き伝統を失うようなことにはならないようにしたい。
【政策２に対する意見】
施策１
・担い手の発掘・育成が難しい。
・行政から社会奉仕の大切さと必要性を訴えるとともに、活動してくれる方への感謝と支援によりボラ
ンティア精神が形成されると思う。
千葉市の未来を考える中では、市民社会を継続してゆこうと努力する人々の気持ちをくみ取って支援し
てほしい。
施策２
・廃止された「ことぶき大学」を引継ぎ、福祉やボランティアを行う人材育成に力を入れるべき。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

177
まちづくりの総合８分野
５　地域社会

政策１－施策２について、ハーモニープラザのイベントや講座は、男性でも問題なく参加できそうな内
容でも女性限定のものが多く、不平等を感じる。

男女共同参画センターでは、男女共同参画の認識と理解を深めることを目的として、各種イベント等を
開催しており、その内容に応じて対象を設定していますので、ご理解のほどお願いします。

-

178
まちづくりの総合８分野
５　地域社会

政策２－施策１について、「チーム千葉ボランティアネットワーク」は、オリパラレガシーではないた
め、削除すべき。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーの１つとしてボランティア文化の醸成
を掲げており、都市ボランティアが大会後も地域での活動を継続できるよう支援することを目的とし
て、チーム千葉ボランティアネットワークを創設したところです。ご意見を踏まえ、ボランティア文化
の醸成がレガシーであることが分かるよう、以下のとおり修正します。
…また東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会でのレガシーの一つである、ボランティア
文化の醸成を実現・継承すべく創設した、ボランティア体制の運営・発展 などをとおし市民自治の基盤
を強化するとともに…

○

179
まちづくりの総合８分野
５　地域社会

地域で活動する市民を増やすためには、地域マネージャーの存在が必要不可欠であり、そのような人材
の支援を行うべき。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

180
まちづくりの総合８分野
６　文化・スポーツ

【政策１に対する意見】
施策１
・文化・芸術を楽しむ余裕が必要。
・芸術ホール等の有効活用。
施策２
・県や他の市町村との連携
【政策２に対する意見】
施策１
・施設利用者に可能な範囲で維持管理をしていただき、維持管理費の削減や社会貢献の精神を養うよう
にしてはどうか。
施策２
・千葉市をホームタウンとしているプロチームの活躍を通じて、千葉市を盛り上げてもらう。
・稲毛海岸はカヌーなどのマリンスポーツ施設として利用できないか。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

181
まちづくりの総合８分野
６　文化・スポーツ

特別史跡の加曽利貝塚は千葉市が世界に誇れる文化資産であり、これを世界遺産に登録することによっ
て観光を振興し、文化都市としての発信力を高めたい。
先行する「北海道・北東北」との差別化を図り、縄文貝塚の特徴を打ち出すため、袖ヶ浦市から野田市
まで広域を対象に、代表的貝塚を一括して世界遺産登録を目指すのが得策である。

世界文化遺産の登録は、世界的な知名度の向上により観光振興に資する面がありますが、文化遺産の保
護が最優先されるため、市民生活に関わるものについても撤去を余儀なくされることがあります。その
ため、いただいたご意見を踏まえつつ、慎重に検討していまいります。

-

182
まちづくりの総合８分野
６　文化・スポーツ

加曽利貝塚について、そごう千葉店や中央図書館での貝塚の巨大パネル展示は臨場感があった。
そこで、より加曽利貝塚の臨場感を演出するため、プラネタリウムを利用してはどうか。具体的には、
加曽利貝塚付近の風景を使って、現在の星空又は縄文時代の風景と星空の再現ができないか。

平成27年度から千葉市科学館と連携し、ナイトミュージアムでの星空観察会を開催しております。いた
だいたご意見を踏まえ、縄文の星空の投影等について検討してまいります。

-

183
まちづくりの総合８分野
６　文化・スポーツ

政策１－施策２について、文化財の保全・活用だけ「市内外の人々」という語句を使用する理由は何
か。

市外の方を含め多くの方が文化財に親しめる拠点とすることを想定しているためですので、原文のまま
とします。

-

184
まちづくりの総合８分野
６　文化・スポーツ

市民の健康づくりの意識向上の視点も検討すべき。
市民が主体的にスポーツを楽しむ環境の整備は市民の健康づくりにも寄与すると考えられることから、
市民の健康づくりの促進は「３健康・福祉」に記載しておりますので、原文のままとします。

-

185
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

【政策１に対する意見】
施策１
・建築物の認可基準への都市計画の反映。
施策２
・千葉駅から中央公園にかけての賑わいがほしい。
・千葉駅前の開発において、未来の千葉市を見据えた取り組みが十分なされたか検証が必要。
・蘇我副都心の副都心らしい開発計画の立案。
施策３
・千葉市の地域資源は、東京に隣接しており、平野が多く、海に面していることである。
施策4
・広域連携の深化は、今後ますます重要になると考える。
【政策２に対する意見】
施策１
・モノレールの有効活用
・蘇我一千葉大病院一動物公園などの縦断方向のバス便を新設してはいかがか。
・公共交通機関の乗り換えに対する割引を実施し、利用頻度を高める工夫をしてはどうか。
施策２
・将来の輸送システムを顧慮して考えるべき。
施策３
・自転車道と歩道の整備を重点的に行う。また、狭い通学路はスクールバスの導入を検討するなど、狭
い道への対応を検討する。
【政策３に対する意見】
施策１
・団地の空き室への対応を検討すること。
・マンションやアパートの所有者などに自治会の重要性を認識いただき、共存を図ること。
【政策４に対する意見】
･市民が誰でもインターネットで市の情報にアクセスできるよう、公共施設に環境を整備する。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -
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186
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

安全なまちづくりの視点も検討すべき。
安全・安心に暮らせるまちの実現については、まちづくりの総合８分野「２安全・安心」に位置付けて
おります。

-

187
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

人口密度の維持（個人の自由）に対して、行政の関与は難しいのではないか。 いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

188
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

海を見るためだけで、公園の木を間引かないでほしい。
木々を安易に伐採せず、残せるものは残して共存を図っていただきたい。

緑の保全に関する取組みについては、まちづくりの総合８分野「１環境・自然」に位置付けておりま
す。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていた
だきます。

-

189
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

広域連携と都市と農村の交流について、本市以東、以南の自治体と施設や交換人材を活用し、市民レベ
ルの交流を図ることはできないか。

第４章「２未来のまちづくりに向けた戦略的視点」（４）において、地域特性を活かした広域連携の推
進を位置付けるとともに、まちづくりの総合８分野「８地域経済」において、広域連携の深化に関する
政策を位置付けております。具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討に
おける参考とさせていただきます。

-

190
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

千葉都市モノレールを環状線化し、千葉みなと駅から千葉駅を経て南・北回りの循環型運行（スカイリ
ンク）に整備することを提案する。
実現により、次の効果が期待できる。
・都市部と郊外部間の回遊性向上による利便性の向上と、観光産業への波及効果。
・懸垂型モノレールの活用及び環状線モノレール車両・駅舎の利用拡大。
・大幅なCO2削減により環境施策となる。
・千葉医療都市構想（千葉メディカルリンク）の推進。
・まちづくりの高みを目指し、スカイリンク沿線一帯の都市景観を来訪者目線で美化する。

モノレールの延伸については、再検証の結果、費用便益比などの観点から令和元年度に延伸の中止を決
定したところです。具体的な取組みに関するご意見については、事業計画や今後の事業検討の参考とさ
せていただきます。

-

191
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

幕張メッセへのアクセス性を向上し、東京・横浜とのコンベンション競争に対抗する手段とし「幕張グ
ランドターミナル（ＭＧＴ）」を整備する。
海浜幕張駅に隣接するＭＧＴは成田国際空港の“シティターミナル”の位置付けであると同時に、羽田
空港からの高速フェリーターミナルを兼ね、両空港を結ぶ第三のハイウエイ「羽成シーランドハイウエ
イ」の中間結節点とし、将来的には、第二湾岸道路と結んで千葉市のメインゲートウェイとする。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

192
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

・公共交通ネットワークの利便性向上の取組みとして、総武快速線と埼京線の乗り入れの検討をお願い
したい。

ご意見の内容はJR東日本の所管となりますので、今後のJR東日本への要望事項への参考とさせていただ
きます。

-

193
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

安全性の高い内陸部の利便性向上を検討すべき。
内陸部の利便性向上も含めた安全・安心な移動環境の整備については、施策３に位置付けていることか
ら、原文のままとします。

-

194
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

高齢者の移動手段の整備・確保を検討すべき。
施策３は、高齢者を含めた誰もが安全・安心に移動できる環境の整備を位置付けておりますので、原文
のままとします。

-

195
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

「千葉市結婚新生活支援事業補助金交付要綱」を平成３０年４月１日から施行しているが、年齢、所
得、居住地要件など、補助対象要件が厳しいため、使い易いように緩和が必要と考える。
特に、市外から市内への転入ばかりではなく、市内在住者同士の婚姻も対象とすべきと思われるが、他
にも見直しが必要である。

いただいた取組みに関するご意見については、今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

196
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

国家戦略特区による規制緩和等が可能な区域は、美浜区のみか千葉市全体か。
千葉市全体である場合は、次の問題に対処できる仕組みを作ってほしい。
（１）ゴミの不法投棄
（２）農作物盗難

国家戦略特別区域を定める政令においては、千葉市全域が指定されております。特区制度を活用した規
制緩和に係る取組みについては、今後の参考とさせていただきますので、具体的なアイデアをご提案い
ただければ幸いです。

-

197
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

デジタル化の進展に備え、高齢者へのサポート体制を構築することを計画に盛り込んでいただきたい。
高齢者も活用したいと考えているが、学ぶ機会がないため、相談できる場所を市役所や区役所に常設し
てほしい。
また、市が標準的アプリをセットしたスマホなどを高齢者にリース又は無償貸与することが、維持管理
を含め理想的な仕組みである。

デジタル化の進展に伴うデジタルディバイド対策については、まちづくりの総合８分野「７都市・交
通」に位置付けておりますが、いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考
とさせていただきます。

-
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千葉市基本計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方

No. 区分 意見の概要 市の考え方 反映

198
まちづくりの総合８分野
７　都市・交通

政策４－施策１について、「社会課題の解決」が何を表すのか。
ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
…テクノロジーの進展がもたらす効用を最大限に引き出し、まちづくりや地域経済を支える担い手の不
足などをはじめとした様々な課題を解決していく、新しい時代のまちづくりを進めます。

○

199
まちづくりの総合８分野
８　地域経済

■政策１
施策１
・企業誘致を想定する地域を提示することが必要。
・大学や企業、研究機関から事業の種を探し、小さい事業から育てることが必要。千葉市は医療や福祉
の分野で資源が豊富であるため、医療福祉産業の分野に注目すべきと考える。
・医療産業の育成を目指し、がんセンター裏に京成電鉄の新駅をつくり、付近の病院とともに研究・開
発、医療、宿泊などの設備を備えた産業拠点をつくる案はどうか。
・千葉市は平坦で農業に適しており、更に都市への供給という面で、立地条件に恵まれているため、農
産物の供給地として農業の活性化に力を注ぐべき。
・農業は田園環境として都市形成に重要であるため、持続化が必要である。
・今やコンビニは市民の生活の一部になっているように思われるため、コンピニの活用を検討すべき。
（コンビニで支払い可能な費用を拡充するなど）
施策２
・大学や研究機関を活用し、企業の活性化につなげる。
施策３
・雇用の創出は非常に重要に難しい問題だが、産業が活性化すれば自ずと雇用が拡大する。
■政策２
施策１
・千葉市は観光資源に乏しいが、レジャーや余暇を楽しむ場所が多いため、観光にこだわらず健康で楽
しいところが多ければよい。
施策２
・幕張新都心の活性化のために推進したい。
■政策３
施策１
・地産地消に力を入れること。
・東京市場への出荷を強化すること。
・千葉市の農作物をブランド品し、全国市場へ出荷すること。
・都市住民への農業体験の勧め。
施策２
・農業の担い手の高齢化に対するボランティアなどの支援の継続。

いただいたご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただきます。 -

200
まちづくりの総合８分野
８　地域経済

株式会社幕張メッセに対する県市の株式保有割合を見直すことで、事業の経営責任を県から千葉市へ移
管し、幕張メッセの自主企画開催事業への取組みの強化、ＭＩＣＥ誘致等を行う。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

201
まちづくりの総合８分野
８　地域経済

加曽利貝塚に人が住んだのは、湧水（水源）があった事も関係しているのではないか。「若葉の舞」と
いう米があり、水源が同じであれば、若葉区の米・野菜と加曽利貝塚で上手くブランド化できないか。

具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

202
まちづくりの総合８分野
８　地域経済

家庭菜園のビジネス化支援を検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-

203
まちづくりの総合８分野
８　地域経済

谷津田や遊休地の整備・地域活用・貸出しを検討すべき。
具体的な取組みに関するご意見については、実施計画や今後の事業検討における参考とさせていただき
ます。

-
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