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第1章
１

千葉市行動計画について

策定の趣旨

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定後、本市では「東京オ
リンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部」を設置し、平成 26 年 8 月には、
「2020
年東京オリンピック・パラリンピック 千葉市プロジェクト推進基本方針」を策定しました。
基本方針は、大会を本市の更なる成長や活性化の好機と捉え、より一層の発展と次代を担
う子どもたちの夢と希望をはぐくむため、４つの方向性により、千葉市の取組の骨格をまと
めたものです。
そして、基本方針で定めた４つの方向性の取組の骨格をより具体的なものとし、基本方針
の目的を達成するための道標とするため、方向性ごとの個々の取組項目と 2020 年に向けた
スケジュールを取りまとめた「千葉市行動計画」を平成 27 年 3 月に策定しました。
平成 27 年 6 月には、オリンピック３競技（レスリング、フェンシング、テコンドー）、
11 月にはパラリンピック４競技（車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッ
ティングバレーボール）の、幕張メッセ開催が決定し、大会への本市の関わり方が大きく変
わりました。
平成 27 年 9 月、「競技会場都市としての取組指針」を策定し、その中で、2020 年に向け
た受入環境の整備等の取組を追加したところですが、都市の成熟度が求められるパラリンピ
ックの成功に向けた取組などをさらに追加し、2020 年の千葉市の姿に向けた、取組の体系
や目指すべきレガシーをわかりやすくするため、基本方針及び取組指針の内容を盛り込んで、
行動計画【改定版】に一本化しました。
今後、行動計画による具体的取組を着実に実行し、その成果が未来に引き継いでいく千
葉市の財産（レガシー）となるよう取り組んでいきます。

２

計画の考え方

方向性ごとの取組で示した各取組には、2020 年に向けてまず取り組むべき具体化した取組
と、今後具体化していく取組があります。
今後具体化していく取組は、取組の検討の進捗や、大会に向けた準備の詳細等が明確にな
っていくのに対応して、取組内容を具体化するなど、適宜行動計画の見直しを実施します。
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３

取組の方向性と目指すべき千葉市の姿

世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックの開催は、スポーツのみ
ならず文化、教育、国際交流、観光、経済、まちづくりなど様々な分野の発展の好機です。
オリンピック３競技・パラリンピック４競技の競技会場都市として、本市には国内外から
多くの大会関係者、観客が訪れ、世界中から「千葉」、「幕張」に注目が集まることとなり、
様々な大会準備を通して開催される 2020 年大会は、都市の発展、魅力の発信、社会の変革、
新たな挑戦への起爆剤であり絶好の機会となります。
そして、パラリンピックの開催は、ハード、ソフト両面の受入環境やおもてなし意識の醸
成など、都市の成熟度が試されるとともに、スポーツを通した共生社会の実現の契機となる
など、社会の価値観が大きく変わる時です。
今後、2020 年大会を史上最高の大会として成功へ導くため、本市が国内外から多くの来
訪者をお迎えする競技会場都市であるという意識で、「大会の成功を実現する」、
「スポーツ文化を普及し発展させる」、
「多様性に対応した共生社会を実現する」、
「千葉市の
魅力を高め、集客・宿泊を最大化する」の４つの方向性による取組を市民の皆様とともに着
実に実行し、大会の成功後の 2020 年の姿が、市民の、そして都市の「記憶」として引き継
がれ、千葉市のさらなる発展と次代を担う子どもたちの夢と希望をはぐくむ、価値のあるレ
ガシーとなるよう取り組みます。

 千葉市のさらなる発展
 次代を担う子どもたちの夢と希望をはぐくむまち
 多様性を尊重した共生社会

方向性１

方向性２

方向性３

方向性４

大会の成功を実現

スポーツ文化を普

多様性に対応した

千葉市の魅力を高

する

及し発展させる

共生社会を実現する

め、集客・宿泊を最
大化する

千葉市の国際的価

市民がスポーツを

値が向上し、選ば

身近に感じ親し

れる都市に

む、スポーツ文化

多様性を尊重し、
自然に交流でき
る共生社会

の定着

諸外国の文化・風
習を理解したおも
てなしができる魅
力ある国際都市
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※レガシーについて
行動計画の中で方向性ごとに、
「目指すべきレガシー（取組の成果による千葉市の財産）」を
掲げています。
2020 年オリンピック・パラリンピック以降も次の世代へと引き継いでいきます。

【取組の体系】
方向性１ 大会の成功を実現する
2020 年大会開催を競技会場都市として迎えるための環境を整え、大会を成功に導くための取
組を関係機関等と連携・協力し取組を進めます。
◆１－１ 競技会場都市としてふさわしい環境の整備
◆１－２ 大会機運の醸成
◆１－３ ボランティア活動の推進
◆１－４ 市内関係団体等と連携した取組の推進
◆１－５ 千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進
◆１－６ 大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力
方向性２ スポーツ文化を普及し発展させる
大会を機に高まるスポーツへの様々な関心を捉え、スポーツを取り巻く環境の向上を図り、市
民の交流を促進します。また、車椅子スポーツの振興と活動の拠点化とともに、パラスポーツの
普及促進を強化し、障害のある人もない人もスポーツを通して交流できるまちづくりを推進しま
す。また、千葉市では、パラリンピック競技だけでなく、広く障害者スポーツを表す言葉として
「パラスポーツ」を使用していきます。
◆２－１ 次世代地元アスリートの支援
◆２－２ パラスポーツの普及活動の強化
◆２－３ 車椅子スポーツの振興と活動の拠点化
◆２－４ スポーツ文化を育む環境の充実
方向性３ 多様性に対応した共生社会を実現する
オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、多様性を尊重し受け入れ、交流すること
ができる、共生社会の実現とパラリンピックの成功に向けた取組を進めます。
◆３－１ パラリンピックの成功に向けた取組の推進
◆３－２ 多様性対応に向けた取組の推進

方向性４ 千葉市の魅力を高め、集客・宿泊を最大化する
本市の観光資源を活かした新たな集客策の構築や新たな魅力の発掘や発信、官民の連携や市民
による「おもてなし」や、交通利便性の向上や快適な滞在のための受入環境の充実を図り、来訪
者に喜ばれ、行ってみたい・また来たい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指します。
◆４－１ 集客効果の高い観光資源、ルートの開発
◆４－２ 外国人に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践
◆４－３ 「おもてなし」の実現
◆４－４ 訪れる人の利便性の向上
◆４－５ 千葉市の魅力の発掘と発信
◆４－６ 2020 年以降も見据えた将来的なまちづくり
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４

計画期間

計画期間は、2015（平成 27）年度から東京大会が開催される 2020（平成 32）年度まで
の６年間とします。
東京大会に向けた期間について、2016 年のリオ大会までを「フェーズ１」、リオ大会後
から 2019 年のテストイベント（プレ大会）までを「フェーズ２」、テストイベントが始ま
る 2019 年から東京大会の 2020 年までを「フェーズ３」と位置付け、徐々に高まる大会機
運や動向の転機を捉え、取組を展開していきます。
2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

リオ大会

フェーズ１
・国際車椅子スポーツ大会の
開催による機運醸成
・スポーツを取り巻く環境の基礎づ
くり

・観光資源の開発、選定 など

2019年
（平成31年）

2020年
（平成32年）

テストイベント

東京大会

フェーズ２

フェーズ３

・ パラリ ンピックに向けた理解促進
・ 競技会場都市としての受入環境整備
・ 幕張メッセ開催７競技の普及啓発等機運醸成
・ ボランテ ィア に関する検討、募集、育成・管理
・ スポーツを取り巻く環境の向上
・ 国内外からの観光客の増加 など

・ パラリ ンピックの盛り上げ、共生社
会への理解の浸透
・ 大会前のシティ装飾等機運醸成
・ ボランティアの育成（実践形式）・管理

・ スポーツ文化の発展
・ 外国人観光客へのおもてなしの実施

・ 市民によるおもてなしの実施
・ 千葉市の都市イメージの向上

５

2021年～
（平成33年～）

レ
ガ
シ
ー
の
形
成
・
発
展

など

これまでの経緯

2013 年（H25 年）
9月 8日
2020 年大会の開催地が、IOC 総会で東京に決定
11 月 25 日
「東京オリンピック・パラリンピック プロジェクト推進本部」設置
2014 年（H26 年）
8月
「千葉市プロジェクト推進基本方針」策定
8 月 15 日
市民による「おもてなし」アイデア、2020 年に向けた本市の取組につい
て意見募集(～9 月 16 日まで)
2015 年（H27 年)
3月
「千葉市行動計画」策定
6月 8日
幕張メッセでのオリンピック３競技開催がＩＯＣ理事会で承認される。
（レスリング、フェンシング、テコンドー）
9月
「競技会場都市としての取組指針」策定
11 月 13 日
幕張メッセでのパラリンピック４競技開催がＩＰＣ理事会で承認される。
（車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッティングバレーボール）
2016 年（H28 年）
3月
「千葉市行動計画【改定版】
」策定
⇒これまでの「千葉市プロジェクト基本方針」、
「競技会場都市としての取組
指針」を一本化しました。
2017 年（H29 年）
3月
「千葉市行動計画【2017 年度版】」策定
⇒平成 29 年度の新たな取組について追加するとともに時点修正を行いました。

-4-

＜凡例＞
①

工程表
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

■■■■■

2020

取組の目標
●●●●●

○○○○○

【具体化した取組】
2020 年に向けてまず取り組むべき、具体化した取組は実線で示しています。
【今後具体化していく取組】
実施時期が未定であり、今後具体化する取組は点線で示しています。
点線の位置は、実施予定時期を示しています。

※年度スケジュール（別紙）を毎年度示していきます。
②

市民意見の取り入れ
平成 26 年度に意見を募集し、いただいたご意見は、行動計画づくりに活用させていただき
ました。また、今後の取組を具体化していく中での参考とさせていただきます。

【行動計画に取り入れた御意見の例】
○ スポーツボランティアの増加

☆

市民のアイデア・意見を取り入れた、または参考にした取組
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第２章

2020 年に向けた取組について

［方向性の概要］
2020 年大会のレスリング、フェンシング、テコンドーのオリンピック３競技、車いすフェンシン
グ、テコンドー、ゴールボール、シッティングバレーボールのパラリンピック４競技が幕張メッセ
で開催されることにより、競技会場都市として大会の成功に向けた、受入準備や大会機運の醸成、
ボランティアの推進など様々な取組を、関係機関と連携して、コスト意識を持ちながら推進します。

幕張メッセ開催に向けた取組
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功
連携・協力

大会組織委員会
◦大会運営

千葉県

千葉市

◦県が所管する

◦市が所管する

施設・業務

施設・業務

関係機関等

※各団体の役割分担について、協議を進めている

千葉市の取組

市内関係団体等

幕張メッセでの大会成功に向けて連携・協力していく本市の役
割・取組、及び、これまでも本市の関連施策として進めてきた、
大会成功につながる取組
大会機運の醸成

本市の様々な主体が
連携した取組を推進

競技会場都市として
ふさわしい環境の整備

ボランティアの活動の推進

◇千葉市の国際的価値の向上
◇日本のイメージ向上に寄与
◇未来へと引き継がれる、様々なレガシーを創出
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◆１－１ 競技会場都市としてふさわしい環境の整備
① 会場周辺の受入環境の整備
② 安全・安心な大会開催のための対策
③ 交通アクセスの向上
◆１－２ 大会機運の醸成
① 大会機運を高める取組の実施
⇒ 事前キャンプ受入の検討・調整
大会直前や大会期間中、本市内の宿泊施設や練習会場は、本大会のための使用が最優先と
なることから、個別の事前キャンプへの施設の優先確保は困難な状況が予想されます。
本市内での事前キャンプの希望があった場合には、実施時期や使用希望施設などを確認し
て、対応が可能か、検討・調整します。

◆１－３ ボランティア活動の推進
① ボランティアの募集情報の一元的提供
② スポーツ大会を支えるボランティアの普及
③ 都市ボランティアの募集・育成・実践
◆１－４ 市内関係団体等と連携した取組の推進
① 千葉市 2020 おもてなし推進協議会（仮称）の設置の検討
◆１－５ 千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進
① 2020 年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議の取組に協力
② 千葉県と連携した取組の推進
◆１－６ 大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力
① 大会組織委員会や国内競技団体等との連携した取組の推進
② 「九都県市 2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ連携会議」での取組の推進
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目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］
●大会の成功・受入環境整備の成果
・大会の成功による、千葉市の国際的ブランド価値の向上
・多言語対応により、外国人来訪者が快適にまち歩きできる環境
・安全・安心なまちとしての発展
・市民の活発なボランティア活動によるおもてなし力の向上
●オリンピック・パラリンピックを開催したことが感じられるまちに

【指標】
◇幕張メッセでオリンピック・パラリンピックが開催されることを知っている
現状値 79.2％（2016 年度） ⇒ 100％（2019 年度）
◇市の国際的なイメージが向上していると感じている人の割合
現状値 21.2％（2014 年度）⇒35.0％（2021 年度）
◇市の消防・救急体制が整っている
現状値

52.1％（2014 年度）⇒60.0％（2021 年度）

◇この 1 年間に、地域活動やボランティア活動に参加したことがある。
現状値 23.2％（2014 年度）⇒35.0％（2021 年度）
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[方向性１の取組]

◆１－１

①

競技会場都市としてふさわしい環境の整備

会場周辺の受入環境の整備

オリンピック・パラリンピックの競技会場都市として、多くの来訪者の受入にふさわ
しい環境整備については、アクセシビリティ、多言語対応などがあります。これらの取
組について、大会組織委員会、千葉県、施設管理者、関係事業者等と連携して、協議、
検討を行い、ハード・ソフト両面から必要な整備を、コスト意識を持ちながら、ＩＣＴ
などの技術を活用して進めます。
○ バリアフリー化の推進
大会組織委員会が中心となって策定するアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、アク
セスルート等のバリアフリー化を推進します。
➣平成 29 年度～ 駅から会場までの歩道の段差解消や、エレベーターの設置などを実施します。

○ 歩行者向け案内図等の多言語対応 ☆
外国人来訪者が迷わずまち歩きでき、快適に滞在できるよう、歩行者向け案内図等の多言
語対応を推進します。
➣平成 28 年度 歩行者向け案内図等の多言語対応調査を実施しました。
➣平成 29 年度 歩行者向け案内図等の多言語対応やピクトグラムの活用に向け、対応策を
検討します。
⇒関連 道路案内標識の英語表示修正 ☆（Ｐ５２）
多言語対応の強化・推進のため、市内の道路標識の英語表示を国土交通省基準に統一し、
外国人旅行者の円滑な移動や快適な滞在に資する都市環境の向上を目指します。
⇒関連 外国人観光客受入環境整備等支援

（Ｐ５３）

外国人観光客による市内飲食店、宿泊施設、商店などの利用を促進するため、多言語対
応やハラール、免税店化、Wi-Fi 環境の整備等に係る経費の一部を助成します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

検討

バリアフリー化の推進

歩行者向け案内図等の多言
語対応の整備

設計・整備

調査
検討
調査

協議
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改修・整備

東

大会関係者・観

京

客の受入にふさ

大

わしい環境の整

会

備

②

安全・安心な大会開催のための対策

選手・観客等の安全を確保するため､大会組織委員会や千葉県等の関係機関と連携を
図り、役割を明確にし、災害等への危機管理対策や、外国人に向けた対応力を強化しま
す。
○ 競技会場を考慮した消防警備計画の策定及び訓練の実施
競技会場を管轄する消防機関として、災害発生時に対する即応体制を確保した消防警備の
万全な体制での実施に向け、消防警備計画の策定とともに、訓練を実施し、来場者及び市民
の安全・安心を守ります。
⇒ 災害対応については、消火・救助のみならずテロ災害対応等を勘案した計画とします。
⇒ 救急対応については、多数傷病者対応、多言語対応、熱中症対応等を勘案した計画としま
す。

○ 防火安全対策及び避難安全対策の推進
競技会場や周辺施設、ホテル・旅館等の宿泊施設、観光施設等への的確な防火安全指導を
通じて、外国人や障害者等多様性のある方々への対応を含めた防火安全対策及び避難安全対
策を推進します。

○ 危機管理対策
その他、安全・安心な大会開催に備えるため、関係機関との連携を図り、役割分担を明確
にし、危機管理対策を進めます。

取組項目

2015

2016

競技会場を考慮した消防警

検討

備計画の策定及び訓練の実

準備

2017

2018

2019

策定（随時修正）
訓練

施

2020

京

会

対策の推進
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取組の目標

東

大

防火安全対策及び避難安全

2021

安全・安心な大
会を迎える体制
の構築

③

交通アクセスの向上

本市を訪れる方の利便性向上のため、各交通手段の活用により、交通アクセス向上を
図ります。
○ ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進
多くの競技が実施予定の東京臨海部との鉄道交通の利便性向上を図るため、鉄道事業者等
と協議を行い、試行運転の実現など、ＪＲ京葉線と東京高速臨海鉄道りんかい線との相互直
通運転の促進を図ります。

○ 高速バスの利便性向上 ☆
外国人観光客の利便性向上を高めるため、成田・羽田空港からの高速バスの増便や発着所
の整備などによりアクセス性の向上を促進します。

○ 幕張新駅（仮称）設置の検討
交通アクセス充実のため、ＪＲ京葉線海浜幕張駅－新習志野駅間での新駅設置について、
「幕張新都心拡大地区新駅設置調査会」にて検討を進めます。

○ 旅客船の運航実験等 ☆
インバウンドを推進するとともに、みなとの賑わいを創出するため、羽田空港と千葉みな
と間で訪日外国人旅行者を対象とした旅客船の運航実験等を実施し、旅行ニーズが多様化す
る中での海上交通の可能性を検証します。
【H29 運航実験（予定）
】
航路：東京（羽田空港）～千葉みなと間
時期：平成 29 年 10 月頃～

10 回程度

対象：訪日外国人旅行者
大会開催に向けた期間限定のイベント的運航のニーズが見込まれるため、海上交通に関す
る需要の把握及び海辺の賑わい創出等を目的とした、旅客船の運航実験等を行いました。
【H28 運航実験（結果）】
航路：東京（有明）～千葉みなと・船橋間
時期：平成 28 年 7 月～9 月、12 月～1 月
約 1600 人が乗船し東京湾ｸﾙｰｽﾞを満喫した。
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取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
相互直通運転に向

ＪＲ京葉線・りんかい線の

けた試行運転、ア

相互直通運転の促進

クセス向上
東

高速バスの利便性向上

京
大

幕張新駅（仮称）設置の検討

会

旅客船の運航実験等

空港からの
アクセス向上
幕張新都心の
利便性向上
海上交通の活用
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◆１－２

①

大会機運の醸成

大会機運を高める取組の実施

2020 年に向けて、市民がオリンピック・パラリンピックの魅力を感じ、本市での両
大会の競技開催に誇りを持つことができる様々なイベント等を実施します。
○ 幕張メッセ開催７競技の普及・促進
本市で開催される、レスリング、フェンシング、テコンドーのオリンピック３競技、車い
すフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッティングバレーボールのパラリンピック
４競技について、競技団体等と連携・協力して、競技への理解を深め、認知度の向上を図り
ます。
➣平成 29 年度 千葉県等と共同で、オリンピック・パラリンピック 3 年前イベント（仮称）
を実施します。
➣チーム幕張と連携した取組を推進します。

チーム幕張
東京２０２０大会において幕張メッセで実施される、パラリンピック４競技（ゴールボール、
車いすフェンシング、テコンドー、シッティングバレーボール）の国内競技団体が、大会の成功
と有意義なレガシーを残すことを目的に結成された、４団体による協力・連携を行うチーム。
大会の成功や大会後の継続的な競技の普及を目指し、小学校などでの競技体験や競技普及イベ
ントの開催などで連携していきます。

○ オリンピック・パラリンピック教育の推進
すべての市立小・中学校、特別支援学校、高等学校を「オリンピック・パラリンピック教
育実施校」とし、スポーツの価値を知るための学習やパラスポーツの体験、パラリンピック
を題材とした道徳教育の展開、カード教材を使った海外からの来訪者との交流などを通じて、
多様性理解や国際理解の力を育むための教育を行います。

○ 聖火リレーの誘致
東日本大震災の被災地を聖火リレーが結ぶことで、震災の記憶の風化防止と復興のアピー
ルにつながります。
被災地である本市を聖火リレーが通り、市民にすべての被災地の復興への願いとオリンピ
ック・パラリンピックへの機運が高められるよう、情報収集と誘致活動を実施します。

- 13 -

○ パブリックビューイング等イベントの実施
大会期間中に東京オリンピック・パラリンピックの選手の活躍を一体感を持って応援
できるパブリックビューイング等のイベントの実施を検討します。
➣平成 28 年度は、9 月に開催されるリオパラリンピックを活用し、幕張新都心を中心に映像・
演出によるＰＲやパラリンピック競技普及イベントによる機運醸成・ＰＲ活動を実施しま
した。

○ シティ装飾の検討
まち全体で、オリンピック・パラリンピック機運を感じられるよう、シティ装飾の実施に
向けて、関係機関と調整します。

○リサイクルメダルの原材料の提供
組織委員会が行う、使用済小型家電等から抽出される貴金属で入賞メダルを制作する「都
市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加し、使用済小型家電等を広く市民
の協力により回収しメダルの原材料として提供します。

○ 事前キャンプ受入の検討・調整
大会直前や大会期間中、本市内の宿泊施設や練習会場は、本大会のための使用が最優先と
なることから、個別の事前キャンプへの施設の優先確保は困難な状況が予想されます。
本市内での事前キャンプの希望があった場合には、実施時期や使用希望施設などを確認し
て、対応が可能か、検討・調整します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

幕張メッセ開催 7 競技の
普及・促進

７競技の認知度向上

（2020 年以降も継続を検討）
オリンピック・パラ

オリンピック・パラリンピ

リンピックを通じた

ック教育の推進
聖火リレー誘致
パブリックビューイング等
イベントの実施
シティ装飾の検討

東
情報収集・誘致活動

京
大

リオ
大会

会

理解の深まり
聖火リレーの本市通過
オリンピック・パラリン
ピック機運の醸成

（関係機関と調整、実施）

まち全体の機運の
高まり

リサイクルメダルの原材料

リサイクルメダルの

の提供

実現
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◆１－３

①

ボランティア活動の推進

都市ボランティア

大会を機に訪れる内外からの来訪者に、駅や観光地などで交通・観光案内等を行う都
市ボランティアを募集・育成・実践します。
また、高まるボランティアへの関心を背景に、ボランティア募集情報等を一元的に発
信できる環境を整えます。
○ ボランティア実行委員会（仮称）の設立
都市ボランティアの育成から大会時の運用にいたるまで、一貫したボランティアに関する
メッセージの発信と、個人だけでなく民間企業、大学やスポーツ団体等と連携し、柔軟に全
体を運用するため、実行委員会を関係機関等と連携し組織します。

○ 都市ボランティアの募集・育成・実践
2017 年度末（平成 29 年度）から 2018 年（平成 30 年度）にかけて、2 次にわたり都市ボラ
ンティア参加者を募集し、登録者に対して養成講座や研修等を順次実施する。
2018 年 8 月の世界女子ソフトボールを皮切りに、2019 年（平成 31 年度）のオリンピック
テストイベントなどに派遣し、そこで得た経験やノウハウを東京 2020 大会に繋げていきます。

○ 関係自治体との連携・検討
東京都や千葉県等の関係自治体と都市ボランティアの業務内容や必要数、募集・育成方法、
外国人や障害のある人のサポート方法、マニュアルやユニフォームの共通化など連携事項につ
いて検討します。

○ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の実施
外国人観光客等が安心して滞在できる環境を整えるため、街中で困っている外国人や障害
のある方を見かけた際などに積極的に声をかけ、道案内等の手助けをするボランティアを育
成するとともに、受講者を都市ボランティアへの参加に繋げます。
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⇒関連 国際交流ボランティアによる活動

（Ｐ４８）

通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランテ
ィアによる外国人来訪者へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームペ
ージ、情報誌や、各イベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。
⇒関連 国際交流ボランティアリーダーの育成

（Ｐ４８）

本市の国際化を推進し、外国人来訪者受入体制を強化するため、通訳ボランティアス
キルアップ講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティアリーダ
ーを発掘・育成します。
⇒関連 観光ボランティアによる活動

（Ｐ４８）

本市を知るきっかけ作りや、興味をもって来訪された方に対して見どころを紹介する
など、千葉市観光協会に登録している観光ボランティアと協力し、人気スポットの紹介
やガイドツアーを行うなど、来訪者へのおもてなしを実施します。
⇒関連 外国人向け観光ボランティアガイドの養成

（Ｐ４８）

語学力と観光の知識、おもてなしの心を備えた外国人向け観光ボランティアガイドを
養成し、観光ガイド同行ツアーを設定することで、訪日外国人客の滞在機会の創出及び
本市観光に対する満足度向上、本市のＰＲ・イメージアップを図ります。
※上記、ボランティアは、2020 年に様々な場での活躍が期待されます。
（参考）大会ボランティアは約８万人、東京都の都市ボランティアは約１万人以上が必要と
想定されています。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

ボランティア実行委員会（仮
称）の設立
東

都市ボランティアの募集・研修

京

の実施
関係自治体との連携・検討

市民の積極的参加

大

来訪者へのおもて

会

なし力の向上

外国人おもてなし語学ボランティ
ア育成講座の実施
平成 29 年度検討事項について
本市における、都市ボランティアのあり方について、東京都、千葉県と情報共有を
図りながら、検討します。
・業務の種類、必要とする人数
・活動場所
・既存のボランティアの活用方法
・ボランティアリーダーの育成

など

・その他ボランティアの活用
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大会時のボランティア

大会関連ボランティア
＜大会ボランティア＞
（大会組織委員会）

＜都市ボランティア＞
（自治体）

大会会場で競技運営、会
場案内、輸送などの大会運
営に従事

主要な空港・ターミナル駅・観光
地などで、国内外からの観光客への
観光・交通案内に従事
【会場外…幕張新都心、主要駅など】

【会場内】

＜大会を支える様々なボ
ランティア＞
（自治体、各団体、個人）
地域で様々な活動を実施
・環境美化
・その他おもてなし

千葉市関連ボランティア

大会時に様々なボランティアとして活躍

千葉市民
現在のボランティア
ボランティアに参加
国際交流（通訳）

観光案内

スポーツ・福祉等地域で活動

していない個人

する様々なボランティア

②

スポーツ大会を支えるボランティアの普及

○

スポーツボランティアの参加機会の充実 ☆

スポーツを支える文化の醸成を図るため、市民がスポーツボランティアに参加する機運を醸
成し、機会の充実に努めます。
➣毎年開催される車椅子バスケットボール全国選抜大会において、市内大学と連携し学生の
ボランティア参加を図ります。
⇒関連 スポーツへの理解の促進

（Ｐ２９）

市内の競技団体やスポーツ大会主催者等に対して、観戦者へ競技のルールや見どころを解
説するボランティアの配置を働きかけ、スポーツへの興味や関心を高めます。
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◆１－４

①

市内関係団体等と連携した取組の推進

千葉市 2020 おもてなし推進協議会（仮称）の設置の検討

大会機運の醸成やボランティア活動の推進、外国人に向けたおもてなしなどの取組の
あり方を検討し、市内関係団体等による推進協議会の設置を目指し、千葉市の様々な主
体が連携した取組を実施します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

設置の検討
東
京
大
会

協議会設置・取組の推進
（2020 年以降の活動の継続を検討）

◆１－５
①

取組の目標
オール千葉市
体制での大会
成功の実現

千葉県及び県内関係団体と連携した取組の推進

2020 年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進会議の取組に協力

本市は、千葉県が設置する「2020 東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ推進
会議」の「大会の成功・開催効果の全県への波及専門部会」、
「キャンプ・国際大会・Ｍ
ＩＣＥ誘致専門部会」、及び「都市ボランティア分科会」に参加しており、千葉県や関
係団体と連携・協力して、2020 年に向けた取組を進めます。
②

千葉県と連携した取組の推進

大会開催にあたり、千葉県・千葉市に求められる役割を明確にするとともに、連携・
協力して、2020 年に向けた取組を進めます。

◆１－６

①

大会組織委員会・九都県市等関係団体との連携・協力

大会組織委員会や国内競技団体等との連携した取組の推進

大会開催にあたり、大会組織委員会と千葉県・千葉市の役割を明確にするとともに、
オールジャパンの一員として、大会の成功に向け、連携・協力を図っていきます。
②

「九都県市 2020 年東京オリンピック・パラリンピック連携会議」での取組の推進

九都県市（１都３県及び管内政令市）として総合的に支援・協力し大会に関する取組
を進めます。
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［方向性の概要］
本市出身や、本市在住・在勤など本市ゆかりのアスリートが、世界で活躍し全国に感動を与える
ことは、市民の誇りとなります。
また、地元アスリートへの関心が高まり、応援することで選手の活躍を後押しします。
本市は、これまで車椅子スポーツの聖地を目指し、様々な取組を進めてきました。これらの車椅
子スポーツの振興で培った経験を活かし、パラスポーツの盛んなまちへと発展を図り、障害のある
人もない人もスポーツを通して交流できるまちづくりを推進します。
また、市民がスポーツに親しむ環境づくりを進めるとともに、障害の有無や世代などに関わらず
一緒に楽しめるスポーツイベントの開催・支援を行うなど、市民がスポーツ文化を支える土壌を築
いていきます。
パラスポーツの呼称について
千葉市では、パラリンピック競技だけでなく、広く障害者スポーツを表す言葉として
「パラスポーツ」を使用していきます。
大会を機に高まる関心等を捉え、環境を構築し、スポーツ文化の普及・発展を目指します。
パラスポーツの盛んなまちへ
パラスポーツの普及活動の強

次世代地元
アスリートの支援

化

～選手の活躍を期待～

車椅子スポーツの振興と活動の

スポーツ文化を育む
環境の充実
～スポーツへの関心～

拠点化

～パラリンピックへの関心～

スポーツを取り巻く環境の向上
選手・観客の増加

市民・企業の応援

スポーツイベントの開催

パラスポーツへの理解

スポーツによる市民交流の増加

トップアスリートの増加

応援する環境

支える環境

親しむ環境

スポーツ文化の普及・発展

障害の有無や世代などに関わらず、一緒にスポーツに親しみともに交流できるまち
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◆２－１
①
◆２－２
①
②
◆２－３
①
②
③
◆２－４
①

次世代地元アスリートの支援
選手強化支援や環境整備
パラスポーツの普及活動の強化
パラスポーツの普及・促進
パラスポーツ・アスリートを支える仕組みづくり
車椅子スポーツの振興と活動の拠点化
車椅子スポーツ大会の開催支援
車椅子スポーツの練習環境の充実
車椅子アスリートがスポーツ活動を継続できる環境の整備
スポーツ文化を育む環境の充実
市民がスポーツに親しむ環境の充実

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］
● オリンピック・パラリンピック開催を機にスポーツを取り巻く環境が向上し、スポー
ツ文化が定着し発展
・車椅子スポーツ・アスリートを支え、車椅子スポーツの聖地としてアスリートの活動の拠点となる環境
・地元アスリートが活躍し、応援する環境
・産学官によるスポーツを支える環境
・市民のスポーツに対する関心が高まり、障害の有無や世代などに関わらず一緒にス
ポーツに親しむ環境
● パラスポーツの理解が深まり、障害のある人もない人も、スポーツを通してともに交
流できるまち
● スポーツ大会やイベントの開催地に選ばれる都市に

【指標】
◇週に 1 回はスポーツ・レクリエーション活動を行っている。
現状値 29.7％（2014 年度）
⇒45.0％（2021 年度）
◇スポーツ・レクリエーション活動の参加者数
現状値 4,449 千人（2014 年度）⇒4,498 千人（2021 年度）
◇市内のプロスポーツチームや市にゆかりのあるスポーツ選手に親しみを感じる。
現状値 36.5％（2014 年度）
⇒50.0％（2021 年度）
◇パラスポーツの大会を会場で観たことがある人
現状値 4.5％（2016 年度）
⇒20.0％（2021 年度）
◇パラリンピアン等による学校訪問
現状値 20 校（2016 年度）
⇒全校訪問（2019 年度）
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[方向性２の取組]

◆２－１

次世代地元アスリートの支援

① 選手強化支援や環境整備
アスリートが市内を本拠地に活動しやすいよう、練習や雇用の環境の向上に取り組む
とともに、市民が地元アスリートを応援する環境づくりに取り組みます。
○ 地元有望選手（全国大会優勝など）の市民への積極的広報
千葉市に縁のある選手の全国大会などでの活躍を、市政だよりやホームページ等で紹介し
ていきます。

○ 県民大会への選手派遣事業 ☆
県民体育大会への選手派遣費用を一部負担し、選手層の底上げを図ります。

○ アスリートの市内での雇用促進
アスリートが市内を本拠地に活動しやすいよう、市内での雇用を促進するため、関係団体
と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。

○ トップアスリートとの交流事業
オリンピアン・パラリンピアンなどを招いてのジュニアアスリート教室等の交流事業を実
施します。
➣野球・サッカー・バスケットボールなどのトップスポーツチームやアスリートと市民との
交流を促進します。

○ 日本代表合宿などへの練習会場の提供
日本代表など活躍が期待される選手・チームの練習会場の確保を支援します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
地元選手を身近

市政だより、HP で有望選手

に感じ、応援する

を広報

環境の醸成

県民大会市代表選手派遣

東

地元選手の強

事業

京

化・底上げ

アスリートの市内での雇

大

アスリートの市

用促進・普及啓発

会

内就労者の増加
市民が選手を身

トップアスリートとの交

近に感じ、応援す

流事業

る環境の醸成
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コラム

パラスポーツの盛んなまちへ
千葉市は、パラリンピックが決まる前から車椅子スポーツの聖地を目指し取り組んで
きました。
千葉市は、世界のトップアスリートも使用する競技用車椅子製造企業や、パラスポー
ツを支援する大学、全国有数の車椅子バスケットボールチーム、世界で活躍する選手な
ど、車椅子スポーツにとても縁があります。
これら車椅子スポーツに関わる都市資源と連携し、障害者が身近にスポーツできる環
境や、障害のある人とない人がともにスポーツを楽しむ社会の実現を目指してきまし
た。
その結果、平成 27 年は車椅子バスケットボール、ウィルチェアーラグビーの国際大
会の千葉ポートアリーナでの開催など、着実に実績を重ねてきました。
2020 年のパラリンピック開催を機に、車椅子スポーツの聖地を目指した取組の経験
を活かし、さらにパラスポーツ全体へ発展させ、障害のある人もない人も、スポーツ
を通してともに交流できるまちづくりを推進します。
＜取組のイメージ図＞
◇障害のある人とない人が
◇障害者が身近にスポーツ

ともにスポーツを楽しむ

をできる環境づくり

社会づくり
「インクルーシブ」な取組

◇パラスポーツ・アスリートを応援・雇用する地元企業、大学、車椅子スポー
ツチームなどを都市の資源として活用

車椅子スポーツの聖地へ

パラスポーツ全体に発展

車椅子スポーツの振興と活動の拠点化

パラスポーツの普及・強化

障害のある人もない人もともに交流できるまち
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◆２－２

パラスポーツの普及活動の強化
※車椅子スポーツを含めた、パラスポーツへの取組

①

パラスポーツの普及・促進

本市で開催される、車いすフェンシング、テコンドー、ゴールボール、シッティング
バレーボールのパラリンピック４競技や車椅子スポーツなどのパラスポーツの認知度
を向上させ、理解を深めるための取組を推進し、障害のある人もない人もともにスポー
ツができる環境の構築を進めます。
○ パラスポーツ・アスリートの積極的な広報
千葉市に縁のあるアスリートの活躍を市政だより、ホームページ等で紹介します。また、
競技のルール等を紹介します。

○ パラリンピック４競技の普及・促進
各競技団体と連携・協力し、４競技の普及を進め、体験会等のイベントや大会等の実施に
ついて検討します。
また、本市職員の研修にゴールボールの競技体験を取り入れ、パラスポーツに対する理解
を深め、競技会場都市としての意識を高めます。
➣チーム幕張との連携（P１３参照）
➣平成 29 年 8 月、千葉ポートアリーナで開催されるジャパンパラゴールボール競技大会に
際し、子どもたちとの交流や市の広報媒体等を積極的に活用した周知活動など大会を支援し
ます。

○ パラスポーツの普及・促進イベントの実施
広く市民、学生、企業、団体等が、市内の障害者チームやアスリートと交流したり、競技
を体験できる、機会を増やすためのイベントを実施し、パラスポーツ・アスリートを応援す
るファン拡大に努めます。
➣パラスポーツ体験イベント
パラスポーツの体験イベント等を毎年開催し、市民等への普及を図ります。

○ パラリンピアン等による学校訪問
小中学校へパラリンピアン等が訪問し、講演や体験会を通して、競技や障害者への理解を
深めます。
また、アスリートとの交流を通じて、市内で開催されるパラスポーツ大会の観戦につなげ
ます。
⇒関連 オリンピック・パラリンピック教育の推進（Ｐ１３）

○ 一般競技と障害者競技の同時開催を働きかけ
パラスポーツへの理解を深めるため、市内大会において一般競技と障害者競技との同時開
催や障害者部門の新設などスポーツ交流を働きかけます。

- 23 -

○ 初級パラスポーツ指導員養成講習会の開催
障害者が身近な施設でスポーツを楽しめる環境整備を進めるため、パラスポーツの推進を
図る、地域の担い手を養成します。
また、市内スポーツ施設の管理者に講習会受講を働きかけます。

○ 競技用具の購入
障害のある人もない人もともにスポーツができるよう、競技用具を購入し、市内体育施設
に備えつけます。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
地元選手を身近

パラスポーツ・アスリートの積極

に感じ、応援す

的広報

る環境の醸成

パラリンピック４競技の普

パラリンピック

及・促進

東

(2020 年以降の継続を検討)

京

パラスポーツの普及・促進

大

イベントの実施

会

４競技の認知度
向上
パラスポーツ・
アスリートへの

パラリンピアン等による学

理解・認知度向

校訪問

上
パラスポーツを

初級パラスポーツ指導員養

楽しむ人の裾野

成講習会

②

拡大

パラスポーツ・アスリートを支える仕組みづくり

幕張メッセ開催４競技および車椅子スポーツなどのパラスポーツが普及し発展する
よう、アスリートの競技環境を向上させるための仕組みづくりに取り組みます。
○ パラスポーツ・アスリートの応援企業の発掘
市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等
を積極的に発掘し、相互の連携を図ります。

○ 障害者アスリートの市内での雇用促進
関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。
➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及啓発
を実施しています。
➣H28 事業者向けの障害者雇用啓発セミナーを実施し、約 30 社が参加しました。
➣H29 関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。

- 24 -

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2021

取組の目標
パラスポーツ・ア

パラスポーツ・アスリート
応援企業の発掘
障害者アスリートの市内で
の雇用促進・普及啓発

◆２－３

2020

東

スリートを支える

京

土壌の構築

大

障害者アスリー

会

トの

市内就労

者の増加

車椅子スポーツの振興と活動の拠点化
※

本市の車椅子スポーツの聖地を目指した取組

① 車椅子スポーツ大会の開催支援
市民がトップレベルの競技を身近で観戦し応援するなど、パラスポーツへの理解を深
め、支援していく土壌を築きます。
○ 車椅子スポーツ大会の開催を支援
千葉ポートアリーナで開催される大会

開催時期

ジャパンパラ ウィルチェアーラグビー大会

平成 29 年 5 月

ウィルチェアーラグビー日本選手権

毎年 12 月頃

長谷川良信記念・千葉市長杯争奪車椅子バスケットボール全国選抜大会
※長谷川良信…大会を主催・運営する淑徳大学の創設者

毎年 3 月頃

○ 車椅子スポーツ大会の周知
市内大会に多くの市民が観戦に訪れるよう、市の広報媒体等を積極的に活用した周知活動
を行います。
➣子どもたちのパラスポーツへの関心が高まるよう、市内小中学校等に積極的に周知します。
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② 車椅子スポーツの練習環境の充実
車椅子スポーツの普及・発展につながるよう、練習環境の向上に必要な施設整備や施
設の運営方法を検討し、より多くのアスリートが練習できる環境を充実していきます。
○ 日本代表への練習会場の支援

平成 28 年 7 月 22 日、千葉ポートアリーナが車椅子バスケットボールのナショナルトレーニン
グセンター競技別強化拠点に指定されました。集中的・継続的にトレーニングを行う場を提供
する等、日本代表へ練習会場を支援します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

日本代表への練習会場の

2020

2021

東
京
大
会

支援

取組の目標
選手の強化・競
技の普及

➣平成 27 年度（2015 年）より、千葉ポートアリーナにて床損傷を気にせずに競技に集中できるよう
車椅子スポーツ対応の多目的コートを貸し出し、大会での利用など普及に貢献しています。

③ 車椅子アスリートがスポーツ活動を継続できる環境の整備
市民が車椅子スポーツ・アスリートを身近に感じる環境と理解・関心を高め、市民・
企業等が支える土壌を構築し、車椅子アスリートが育ち、活躍できる環境の向上に取り
組みます。
○ 車椅子スポーツ・アスリートの積極的な広報
千葉市に縁のある車椅子アスリートの活躍を市政だより、ホームページ等で紹介します。
また、競技のルール等を紹介します。

○ 車椅子スポーツ広報イベントを実施
産学官連携による、車椅子スポーツのＰＲイベントを実施します。
➣H27～ 車椅子バスケットボールの体験イベントを実施
車椅子スポーツの振興と活動の拠点化を促進するため、市内大学がイベントの企
画・運営を行い、企業や車椅子バスケットボールチームの協力のもと、産学官連携の
モデル事業として、毎年実施しています。

- 26 -

○ 車椅子スポーツ・アスリートの応援企業の発掘
市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等
を積極的に発掘し、相互の連携を図ります。

○ 車椅子アスリートの市内での雇用促進
関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。
➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及
啓発を実施しています。
➣H28 事業者向けの障害者雇用啓発セミナーを実施し、約 30 社が参加しました。
➣H29 関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
市民が選手・チ

パラスポーツ・アスリートの積極

ームを身近に感

的広報【再掲】

じ、応援する環
境の醸成
車椅子スポーツ

産学官連携による車椅子ス

東

ポーツの広報イベント

京
大

車椅子スポーツ・アスリー

会

ト応援企業の発掘 【再掲】

への理解と関心
の高まり
車椅子スポーツ大
会の協賛など、支
える土壌の構築

車椅子アスリートの市内で

車椅子アスリー

の雇用促進・普及啓発【再

トの

掲】

者の増加
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市内就労

≪２－３

取組のイメージ≫

車椅子スポーツを取り巻く環境の基礎づくり
車椅子スポーツへの理解と関心

車椅子スポーツの練習ができる環境

○車椅子スポーツ大会の開催を支援

○練習環境の向上

○車椅子アスリートの積極的な広報

○多目的コートの貸出

○産学官連携による車椅子スポーツ
の広報イベント

車椅子スポーツを取り巻く環境の発展

○車椅子スポーツ・アスリート応援企業の発掘
○車椅子アスリートの市内定着（車椅子アスリートの市内での就労）

車椅子スポーツの振興と活動の拠点化

車椅子スポーツの聖地へ
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◆２－４

スポーツ文化を育む環境の充実

① 市民がスポーツに親しむ環境の充実
市民がスポーツを「観る」機会や「する」機会を充実するとともに、スポーツに関す
る理解を深めるよう取り組みます。
また、障害の有無や世代などに関わらず、多くの市民がスポーツを通じて交流するこ
とができる取組を進めます。
○ スポーツイベントの誘致の推進
全国規模のスポーツ大会やイベントの誘致及び開催支援を行い、市民がスポーツにふれあ
う機会を充実させ、スポーツの推進を図ります。
➣2017 年ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会の開催が決定しました。
➣2017 年ジャパンパラゴールボール競技大会の開催が決定しました。
➣2018 年第１６回世界女子ソフトボール選手権大会の開催が決定しました。
➣2019 年 WTF 世界テコンドーグランプリシリーズの開催が決定しました。
○ スポーツによる交流の促進
障害の有無や世代などに関わらず、広く市民が交流しともに楽しめるスポーツイベントの
開催・支援を行います。
⇒関連 スポーツ交流会の開催支援（P３６）
大学等が企画する、障害の有無に関わらずスポーツに親しむことができる交流会の実施を支
援します。

○ スポーツへの理解の促進
市内の競技団体やスポーツ大会主催者等に対して、観戦者へ競技のルールや見どころを解説
するボランティアの配置を働きかけ、スポーツへの興味や関心を高めます。

○ スポーツボランティアの参加機会の充実 ☆【再掲】
スポーツを支える文化の醸成を図るため、市民がスポーツボランティアに参加する機運を
醸成し、機会の充実に努めます。
➣毎年開催される車椅子バスケットボール全国選抜大会において、市内大学と連携し学生の
ボランティア参加を図ります。
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○ トップアスリートとの交流事業【再掲】
オリンピアン・パラリンピアンなどを招いてのジュニアアスリート教室等の交流事業を実
施します。
➣野球・サッカー・バスケットボールなどのトップスポーツチームやアスリートと市民との
交流を促進します。

○ スポーツ医科学に基づいた指導法の普及促進
適正なスポーツ指導法の普及により、誰もがより安全で、安心してスポーツできる環境づ
くりに取り組みます。
➣千葉市体育協会による「スポーツ医科学講習会」を実施します。

○ 千葉市科学館でスポーツと科学に関連した企画展示や講演会等の検討
スポーツと科学に関連したイベントの実施に向け検討します。

取組項目

スポーツイベントの誘致や

2015

2016

2017

2018

2019

ジャパ
ンパラ
大会

世 界
女 子
ソフト

世 界
テコン
ドーGP

2020

2021

取組の目標
市民がスポーツ
にふれる機会の

開催支援

増加
地域住民のふれ

スポーツによる交流の促進

あいの促進

スポーツボランティアの

東

スポーツボラン

参加機会の充実【再掲】

京

ティアの普及

大

スポーツに親し

会

み支える文化の

トップアスリートとの交流
事業【再掲】

醸成

スポーツ医科学に基づく指

適正なスポーツ

導法の普及促進

指導法の普及

スポーツと科学に関連した

スポーツへの関

イベント

心の高まり
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コラム

平成 27 年 車椅子スポーツ国際大会を開催
◆ 「三菱電機 2015ＩＷＢＦアジアオセアニアチャンピオンシップ千葉」（車椅子バスケットボール）
◆ 「三菱商事 2015ＩＷＲＦアジアオセアニアチャンピオンシップ」
（ウィルチェアーラグビー）
千葉ポートアリーナで両大会が開催され、車椅子バスケットボールの男子代表とウィルチェアー
ラグビーの代表が 2016 年にリオで開催されるパラリンピックへの出場権を獲得しました。
両大会の開催に先立ち、近隣小学校で、
「障害者アスリート交流キャラバン」を実施し、アスリー
トによる講演やデモンストレーション、車椅子体験を行い、障害への理解や、アスリートとしての
認識を深めました。
両大会には、キャラバンを実施した小学校の児童が多く観戦に訪れ、チームや選手個人へ声援を
送るなど白熱した試合に熱中していました。
また、交流キャラバンを体験した児童が、パラスポーツの魅力を体感し、家に帰り保護者に話す
ことで、休日には保護者を連れた児童も多く訪れ、これまでのパラスポーツ大会にはない盛り上が
りを見せました。
選手も、大会中にサインを求められたり、これまでにはない声援が励みとなりました。
この大会での経験を、2020 年のパラリンピックに活かしていきます。
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［方向性の概要］
オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、障害の有無や、国籍、言語、文化、宗教、
性別、性的少数者（ＬＧＢＴ）などの多様性を理解し尊重することができる共生社会の実現と、
パラリンピックの成功に向けて、パラスポーツ・アスリートとのふれあいを通した障害者への理
解を促進するとともに、ハード、ソフト両面のバリアフリーと多文化理解、活躍の場の創出など、
多様性に対応した国際都市となるよう取組を進めます。

①パラリンピックの成功に向けた取組の推進

パラスポーツの認知
度向上による、障害
者への認識の変化

〇共生社会の浸透
〇多様性に対応し
た国際都市
〇オリンピック・
パラリンピックの
成功

②多様性対応に向けた取組の推進

多様性を受け入れる
環境の充実
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◆３－１

パラリンピックの成功に向けた取組の推進

① パラスポーツファンの拡大
② 障害者のスポーツ参加の拡大
◆３－２ 多様性対応に向けた取組の推進
① 多様性理解の促進と受入環境の充実
② 利便性の向上
③ 活躍の場・雇用の創出
④ 文化芸術活動による障害者への理解促進

目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］
●共生社会が浸透し、多様性に対応した国際都市
・障害に対する理解の浸透による、障害のある人とない人の交流拡大
・文化、習慣、国籍、言語、宗教などの違いにかかわらず、交流できる多文化
共生社会の実現
●アクセシビリティ・ガイドラインを活用したバリアフリー化の推進
●パラリンピックの成功による大会全体の成功

【指標】
◇新たに就労した障害のある人の数
現状値 439 人（2014 年度） ⇒615 人（2021 年度）
◇障害に対する理解が進み、障害のある人が地域で暮らしやすくなっている
現状値 17.5％（2014 年度） ⇒30.0％（2021 年度）
◇外国人市民と日本人市民の互いの理解が進んでいる
現状値 12.9％（2014 年度） ⇒30.0％（2021 年度）
◇パラスポーツの大会を会場で観たことがある人【再掲】
現状値 4.5％（2016 年度）
⇒20.0％（2021 年度）
◇パラリンピアン等による学校訪問【再掲】
現状値 20 校（2016 年度）
⇒全校訪問（2019 年度）
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[方向性３の取組]

◆３－１ パラリンピックの成功に向けた取組の推進

〇なぜ、パラリンピックか？
• パラリンピックには、社会の認識を変える力がある。

➣共生社会への契機
〇幕張メッセでのパラリンピック成功の鍵は？
• 行政・大学・企業・団体・市民など都市の力の結集

➣都市の成熟度が試される
①パラスポーツファンの拡大

パラリンピック競技を含むパラスポーツやアスリート達の能力を間近で体感したり、パ
ラスポーツの車椅子、補装具の技術の知識を深めることで、パラスポーツ・アスリートへ
の認識を変え、ファンを増やし、さらに社会全体で支える仕組みづくりを図ります。
パラリンピック競技を含むパラスポーツの普及に向けて

パラスポーツファンの拡大に向け、各ステップの機会を創出する取組を推進
ステップ１

知る

パラスポーツのことを知ってもらい、関

・・・観てみたい
ステップ２

観る
・・・もっと知りたい

ステップ３

心を持ってもらう。

パラスポーツの迫力、魅力を間近で見る
ことで認識を変える。

ふれる
・・・体験する

パラスポーツ・アスリートとのふれあい
を体験することで、理解を深める。

ステップ４

支える

・・・応援したい、拡げたい
行政だけでなく、パラスポーツのファンや応援企業が、競技・アスリートを
支え、さらなる支援の拡大に
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○ オリンピック・パラリンピック教育の推進（知る、観る、ふれる）

【再掲】

すべての市立小・中学校、特別支援学校、高等学校を「オリンピック・パラリンピック教
育実施校」とし、スポーツの価値を知るための学習やパラスポーツの体験、パラリンピック
を題材とした道徳教育の展開、カード教材を使った海外からの来訪者との交流などを通じて、
多様性理解や国際理解の力を育むための教育を行います。

○ パラスポーツを小中学校の授業の一環として展開（知る、ふれる）
「体育・保健体育におけるオリパラ教育検討委員会」において、パラスポーツの実施等を
検討し、ゴールボール、シッティングバレーボールなどをモデル校で実施するとともに、学
校の実情に応じて、順次小・中学校、特別支援学校に拡大していきます。
また、車椅子バスケットボールについても導入を検討します。
⇒関連 オリンピック・パラリンピック教育の推進

○ パラリンピアン等による学校訪問（知る、ふれる）

【再掲】

小中学校へパラリンピアン等が訪問し、講演や体験会を通して、競技や障害者への理解を
深めます。

また、アスリートとの交流を通じて、市内で開催されるパラスポーツ大会の観戦に
つなげます。
⇒関連 オリンピック・パラリンピック教育の推進
○ パラリンピック４競技の普及・促進（観る、ふれる）

【再掲】

各競技団体と連携・協力し、４競技の普及を進め、体験会等のイベントや大会等の実施に
ついて検討します。
また、本市職員の研修にゴールボールの競技体験を取り入れ、パラスポーツに対する理解
を深め、競技会場都市としての意識を高めます。
➣チーム幕張との連携（P１３参照）
➣平成 29 年 8 月、千葉ポートアリーナで開催されるジャパンパラゴールボール競技大会に
際し、子どもたちとの交流や市の広報媒体等を積極的に活用した周知活動など大会を支援し
ます。

○ パラスポーツの普及・促進イベントの実施（知る、観る、ふれる、支える）【再掲】
広く市民、学生、企業、団体等が、市内の障害者チームやアスリートと交流したり、競技
を体験できる、機会を増やすためのイベントを実施し、パラスポーツ・アスリートを応援す
るファン拡大に努めます。
➣パラスポーツ体験イベント
パラスポーツの体験イベント等を毎年開催し、市民等への普及を図ります。
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○ パラスポーツ等の周知活動（知る）
パラスポーツの競技やルールのわかりやすい映像や、競技用車椅子のチラシを作成し、学
校やイベント等で幅広い周知活動を実施します。
○ 大学との連携による講座開催（知る、ふれる）
市内大学にて、学生などを対象にパラスポーツの講座を開催し、競技普及の担い手育成を
支援します。

○ 一般競技と障害者競技の同時開催を働きかけ（支える）

【再掲】

パラスポーツへの理解を深めるため、市内大会において一般競技と障害者競技との同時開
催や障害者部門の新設などスポーツ交流を働きかけます。

○ パラスポーツ・アスリートの応援企業の発掘（支える）

【再掲】

市内の各種団体と協力して、パラスポーツチームやアスリートの応援や協賛を行う企業等
を積極的に発掘し、相互の連携を図ります。

○ 障害者アスリートの市内での雇用促進（支える）

【再掲】

関係団体と協力した普及啓発や、企業の開拓、マッチング等に努めます。
➣パラスポーツ大会・普及イベント等に併せて、障害者アスリートの雇用に関する普及啓発
を実施します。

②

障害者のスポーツ参加の拡大

パラリンピックを契機に、障害者がスポーツに参加するとともに、障害の有無に関わらず
スポーツを楽しみ交流できるよう、スポーツの体験会や交流会を実施します。
○ 障害者を対象としたスポーツ体験会
障害者が気軽に参加でき、パラスポーツにふれることができる体験会を実施します。
○ 理学療法士との連携
理学療法士のネットワークを活用し、体験会やイベントを障害者やその家族への周知
することにより、障害者のスポーツ参加を働きかけます。
また、理学療法士自身がパラスポーツを理解することで、障害者のさらなるスポーツ
参加につなげるため、理学療法士を対象としたパラスポーツ体験会を実施します。
○ スポーツ交流会の開催支援
大学等が企画する、障害の有無に関わらずスポーツに親しむことができる交流会の実
施を支援します。
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◆３－２

多様性対応に向けた取組の推進

多様性対応

多様性理解の
促進と受入環
境の充実

活躍の場
利便性の向上

・雇用

文化芸術活動

の創出

障害の有無や、国籍、言語、文化、宗教、性別、性的少数者（ＬＧＢＴ）などの
多様性を理解し、尊重することができるまちづくりを進めます。

①

多様性理解の促進と受入環境の充実

障害の有無や、国籍、言語、ハラルなど異なる文化、宗教、性別、性的少数者
（ＬＧＢＴ）
、などの多様性の理解を促進し、受入環境の充実を図るなど、多様性に対応
したまちづくりを進めます。
○ 国際交流ボランティアによる活動 ☆
通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランティア
による外国人来訪者へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームページ、情
報誌や、各イベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。

○ 国際交流ボランティアリーダーの育成
本市の国際化を推進し、外国人来訪者受入態勢を強化するため、通訳ボランティアスキル
アップ講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティアリーダーを発
掘・育成し、体制の強化を図ります。
○ 福祉講話の実施
障害者への理解や共生社会の意識醸成を図るため、障害のある人が障害の特性や配慮につ
いて説明する「福祉講話」を市内の小中学校で実施します。
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○ パラリンピック関連の題材・教材を使った道徳等授業の展開
「千葉市に生きる」の中にパラリンピックに向けた道徳教材を毎年１事例作成し、道徳の
時間に活用します。

○ 性別等多様性理解の促進
社会のあらゆる場面で、すべての人が性別等に関わりなく尊重され、一人ひとりが個性と能
力を発揮することができるよう、男女共同参画社会の実現に向けた取組や、性的少数者（ＬＧＢＴ）
に関する理解促進、意識啓発などの取組を進めます。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

国際交流ボランティアによ

2021

取組の目標
国際交流の推進

る活動
国際交流ボランティアリー

外国人来訪者受

ダーの育成

東
京
大
会

福祉講話の実施
パラリンピック関連の題

入態勢の強化

障害者理解の促進

材・教材を使った道徳等授
業の展開
性別等多様性理解の促進

②

多様性理解の促進

利便性の向上

快適に移動し滞在できる環境を充実するため、公共施設のバリアフリー化や障害者等に
わかりやすい案内表示、多言語対応などを推進します。
また、ユニバーサルデザインを推進し、人にやさしい移動空間の形成を図るとともに、
先進技術の活用を検討します。
○ バリアフリー化の推進
大会組織委員会が中心となって策定するアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、
市内のバリアフリー化を推進します。
⇒関連 バリアフリー化の推進（Ｐ９、５２）
○ わかりやすい案内表示の促進
障害者等の円滑な移動に配慮した案内表示を促進します。
○ 多言語対応の推進 ☆
外国人来訪者が快適に滞在し、まち歩きできるよう多言語対応を推進します。
⇒関連 歩行者向け案内図等の多言語対応など （Ｐ９）
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○ 先端技術の活用による利便性の向上
先端技術を活用したドローンによる宅配サービス、セキュリティや、自動運転モビ
リティの導入を検討します。
⇒関連 国家戦略特区における事業の推進（Ｐ５７）

③

活躍の場・雇用の創出

パラリンピック開催を契機に、障害者の活躍の場・雇用の創出を図り、障害者理解を一
層促進します。
また、外国人の創業促進により産業競争力の強化につなげます。
○ パラスポーツイベントを活用した活躍の場の創出
パラスポーツイベント等において、パラリンピアン等による講演や、障害のある人に従事
してもらうことで、障害者の社会参加を促します。
➣平成 28 年度、リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動にて、障害者に従事しても
らいました。
また、併せて障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を実施しました。
（Ｐ４０コラム参照）
今後、関係団体と連携し障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動を促進します。

○ 障害者用競技製品の紹介
パラスポーツで使用する競技製品の技術力を知ってもらい、競技や障害への理解を深めま
す。
➣平成 28 年度 リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動にて競技製品の紹介を行
いました。引き続きイベント等で製品等を紹介していきます。

○ 障害者雇用促進就職面接会の実施
国・県と連携して「障害者雇用促進就職面接会」を実施します。
○ 障害者職場実習の促進
障害者と企業の相互理解を深め、障害者の一般就労の促進と職場定着を支援するため、企
業での職場実習を実施します。

○ 障害者施設の製品の販路拡大
パラスポーツのイベント等において障害者施設の製品を販売するなど販路拡大に努めます。

○ 外国人創業人材の在留資格の基準緩和の検討
国際業務都市である幕張新都心において、外国人起業家の受入れの促進を図ります。

⇒関連 国家戦略特区における事業の推進
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（Ｐ５７）

④

文化芸術活動による障害者への理解促進

スポーツだけでなく、他分野で活躍する障害者のイベントを活用し、障害者理解を促進します。

○ 障害者作品展の活用
障害者が自らの障害を乗り越え、完成した作品を公開展示することにより、広く社会に
日々の精進を理解していただき、障害者には自己表現の場をとおして、自信と希望を与える
とともに、自立と社会参加を促進します。
⇒関連 車椅子アートプロジェクト

（Ｐ５６）

車椅子スポーツの振興にあわせて、地元企業や団体等の連携を図り、文化芸術の視点から
車椅子をテーマとした文化イベントを実施します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

障害者用競技製品の紹介
障害者雇用促進就職面接会の実施
東
京
大
会

障害者職場実習の促進
障害者施設の製品の販路拡大

障害者理解、社
会参加の促進

障害者作品展の活用

コラム
平成 28 年度の主な取組
〇リオパラリンピックを通じた機運醸成・ＰＲ活動（平成 28 年度）
＜競技・アスリートを観る・知る＞
① 映像・演出によるＰＲキャラバン
最高峰の競技の映像を、多くの人に見てもらうことで競技の迫力を観る・知る機
会とします。
＜競技・アスリートにふれる＞
② パラリンピック競技普及イベント
パラリンピック競技を体験することで、スポーツとしての魅力やアスリートの能
力を体感してもらう、ふれる機会とします。
＜競技・アスリートを支える、技術を観る・知る、活躍の場の創出＞
③ 障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動
企業に向けた障害者雇用の促進ＰＲや、ロボットや先端技術を活用したモビリテ
ィなど障害者を支える様々な産業製品のデモンストレーションを行い、関連産業の
振興と障害者の社会参加の機運醸成を図り、支える機会とします。
今後も引き続き、様々な事業への障害者の参加につなげていきます。
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［方向性の概要］
本市の観光資源を活かした新たな集客策の構築や、外国人に向けた効果的な情報発信を行うと
ともに、
「おもてなし」や快適な滞在のための受入環境の充実を図ることにより、来訪者に喜ばれ、
リピーターの増加につながるよう取り組みます。
また、国内外から訪れる人々に、千葉市の魅力を認知してもらうため、本市の歴史や地域資源、
文化芸術施策などの魅力を内外に広く発信するとともに、先進的なまちづくり等を推進し、本市
の都市イメージの向上を図り、行ってみたい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指します。

2020 年東京オリンピック・パラリンピックを契機と捉える

【おもてなし】
【観光資源の活用】

外国人観光客へのおもてなし

観光資源の開発・選定

市民が参加するおもてなし

魅力的なルートづくり

【利便性向上】

⇒新たな集客策の構築

交通アクセス向上

受入環境の充実

【千葉市の魅力の発掘と発信】

【情報発信】

都市アイデンティティ

ｳｪﾌﾞｻｲﾄによる発信・強化

【将来的まちづくり】

MICE関係者等へのPR

先進的なまちづくりの推進

⇒諸外国に向けた情報発信

都市イメージの向上、本市を訪れる観光客等の増加
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◆４－１
①
②
③

集客効果の高い観光資源、ルートの開発
千葉市海外インバウンドツーリズム推進協議会を通じた取組
本市観光資源を活かした新たな集客策の構築
来訪者に向けた市産品の開発、プロモーション

◆４－２
①
②
③
④

外国人に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践
ランドオペレーター等に対するＰＲ
ＭＩＣＥ関係者へのＰＲ
ＳＮＳ、ウェブサイトを活用したＰＲ
公衆無線ＬＡＮ環境の拡充による外国人観光客の利便性の向上

◆４－３
①
②
③

「おもてなし」の実現
官民連携による「おもてなし」
千葉市 2020 おもてなし推進協議会（仮称）の設置の検討
市民による自発的な「おもてなし」

◆４－４ 訪れる人の利便性の向上
① 交通アクセスの向上
② 来訪者の受入環境の充実
◆４－５
①
②
③

千葉市の魅力の発掘と発信
千葉市固有の都市アイデンティティ（千葉市らしさ）の確立と内外への発信
千葉市の文化を発信
救急・救命体制の充実によるイメージアップ

◆４－６ 2020 年以降も見据えた将来的なまちづくり
① 先進的なまちづくり等の推進
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目指すべきレガシー［取組の成果による千葉市の財産］
●諸外国の文化・風習を理解した自然なおもてなしのできる国際都市
●おもてなしの経験に基づいた、諸外国との持続的な交流
●観光客等の増加により、地域に経済効果をもたらす
●地域全体で経済効果を得ることによる都市活力の向上
●千葉市の国際的価値が向上し、ＭＩＣＥ開催地に選ばれる都市に
●外国人来訪者が快適にまち歩きできる環境に【再掲】
●市民の活発なボランティア活動によるおもてなし力の向上【再掲】
●千葉市の魅力に関する認知度や都市イメージの向上
●市民の千葉市に対する誇りや愛着の深まり
●新たな取組に挑戦していく先進都市に

【指標】

◇市の国際的なイメージが向上していると感じている人の割合【再掲】
現状値 21.2％（2014 年度）
⇒35.0％（2021 年度）
◇入込観光客数
現状値 22,537 千人（2014 年度）⇒27,000 千人（2021 年度）
◇外国人延べ宿泊者数
現状値 426,315 人泊（2014 年度）⇒1,000,000 人泊（2021 年度）
◇国際会議開催件数
現状値 28 件／年（2014 年度） ⇒70 件（2021 年度）
◇交流人口の増（幕張新都心年間来街者数）
現状値 4,820 万人（2014 年度） ⇒増を目指す（2021 年度）
◇幕張新都心内ホテル客室稼働率
現状値 86％（2014 年度）
⇒増を目指す（2021 年度）
◇国際交流ボランティア斡旋件数
現状値 573 件（2014 年度）
⇒1,000 件（2021 年度）
◇「千葉氏」を知っている人の割合
現状値 53.1％（2014 年度）
⇒向上 （2021 年度）
◇市内の海辺に魅力を感じる
現状値 37.9％（2014 年度）
⇒50.0％（2021 年度）
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[方向性４の取組]

◆ ４－１

集客効果の高い観光資源、ルートの開発

① 千葉市海外インバウンドツーリズム推進協議会を通じた取組
平成 25 年度に設立した千葉市インバウンドツーリズム推進協議会を通じて、諸外国
からの観光客を集客するための取組を推進します。
○ インバウンド集客の推進
今後増加が見込まれる東南アジアをはじめとする外国人観光客等が困ることのないよう、
外国の文化や風習に対応できるおもてなし体制を官民連携して整え、それらを効果的に発信
するなど、本市を訪れる方々の様々なニーズに対応した取組を推進します。
➣平成 27 年度 宿泊施設・飲食店等を対象とした外国人観光客受入れ対応セミナー、旅行業
者及びメディア関係者を対象とした市内視察旅行を実施しました。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

東
京
大
会

インバウンド集客の推進

取組の目標
外国人観光客の
増加

② 本市観光資源を活かした新たな集客策の構築
本市の観光資源の開発、選定により、多様なニーズに合致したガイドツアーを企画す
る等、新たな集客策を実施します。
○ 観光資源の開発、選定、魅力的なルートづくり ☆
本市の有する観光資源を活かし、様々なニーズに合致した集客策を具体化するため、観光
資源の開発、選定を行い、それらを効果的に組み合わせ、来訪者に魅力的なルートづくりを
行います。
【観光資源の例】
買 い 物：幕張新都心・千葉都心でのショッピング、免税ショッピング
グ ル メ：地元食材を使用した料理の提供（地産地消）、イチゴ狩り、ハラール
交

通：千葉都市モノレール、旅客船

体

験：ゴルフ、ダイヤモンド富士鑑賞、工場夜景見学
：千葉市美術館、千葉市科学館

歴

史：加曽利貝塚博物館、郷土博物館、千葉氏を巡る散策

和 文 化：見浜園、
「和」のおもてなし体験（茶道、書道、華道、剣道など）
観 光 地：動物公園、観光農園、稲毛海浜公園、日本一の人工海浜、千葉公園（オオガハス）
三陽メディアフラワーミュージアム（花の美術館）、千葉ポートタワー
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○ ツアーの企画
国内外から多くの観光客を呼び込むため、様々なターゲットのニーズに合致した観光ツア
ーを企画・提案し、
『千葉あそび』などの観光ガイドブック等でＰＲします。また、外国人観
光客の言語に合わせたツアーも検討します。

○ 諸外国からの修学旅行生の受入れ ☆
将来を見据えた集客策として、ホームステイや交流受入校などによる、諸外国からの修学
旅行生の受入れを検討します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

観光資源の開発、選定、魅

取組の目標
観光資源の効果

力的なルートづくり

的活用

東
京
大
会

ツアーの企画

国内外からの観
光客の定着

③ 来訪者に向けた市産品の開発、プロモーション
千葉市産品の研究・開発、ブランド化を行うとともに、市内外への販路拡大のため事
業者・生産者の発掘、プロモーションを行い、市内産業の競争力強化とブランドの価値
向上を目指します。
○ 観光客の食習慣やニーズに合致した食事や土産品の開発・ＰＲ
本市にゆかりのある食材を用いたグルメ、土産品を開発し、プロモーションを行うととも
に、地産地消推進店のＰＲを行います。また、本市の観光資源（前頁）を活かした、オリジ
ナルグッズ等の商品開発を促進します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020
東
京
大
会

食事や土産品の開発・ＰＲ
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2021

取組の目標
市内産業の競争力
強化
ブランド価値向上

◆４－２

外国人に向けたより効果的な広報宣伝・情報発信策の開発・実践

① 海外現地旅行会社・ランドオペレーター等に対するＰＲ
海外現地旅行会社・ランドオペレーター等に対する効果的なプロモーションを行いま
す。
○ 海外現地旅行会社・ランドオペレーター等に対するプロモーション
展示会や商談会へ参加し、海外からの誘客を行う海外現地旅行会社・ランドオペレーター
等に対する効果的なプロモーションを行います。
※ランドオペレーターとは・・・主に海外旅行で観光案内や、ホテル、レストラン、
現地の交通手段などの手配をする仕事、または専門に行う会社のこと。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

海外現地旅行会社・ランド

効果的なＰＲに

東
京
大
会

オペレーター等に対するプ

取組の目標

よる集客促進

ロモーション

② ＭＩＣＥ関係者へのＰＲ
地域経済の活性化や幕張新都心の賑わいの創出を図るため、千葉市の観光資源等の情
報を内外に発信し、市内への集客を促進します。
○ 国際ミーティングエキスポ（ＩＭＥ）等へ出展・ＰＲ
千葉市の総合パンフレット等を活用しながらＭＩＣＥ関係者等へのＰＲを行います。
※国際ミーティングエキスポ（ＩＭＥ）とは・・・例年 12 月に東京国際フォーラムで開催される、
観光庁等が主催するＭＩＣＥに関わる総合展示会。

※ＭＩＣＥとは・・・
企業等の会議（Meeting）
、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）
、国際機関・団体、
学会等が行う国際会議（Convention）
、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字の
ことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。

取組項目

2015

2016

2017

国際ミーティングエキスポ

2018

2019

2020
東
京
大
会

（ＩＭＥ）等へ出展・ＰＲ
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2021

出展「観光庁 HP」

取組の目標
ＭＩＣＥ活用に
よる集客促進

③ ＳＮＳ、ウェブサイトを活用したＰＲ
ソーシャルメディア、ウェブサイトを活用した、外国人向けの効果的な広報宣伝、情
報発信を行います。
○ 「千葉市観光ガイド」ホームページを活用した情報発信 ☆
千葉市観光ガイドホームページを活用し、観光情報の随時発信やブログ連載などのコンテ
ンツの充実を図り、観光情報の発信を強化します。また、ソーシャルメディアや、他のウェ
ブサイトとの連携・リンクを活用し、外国人向けの効果的な広報宣伝、情報発信を行います。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
効果的な観光情

東
京
大
会

「千葉市観光ガイド」ＨＰ
を活用した情報発信

報発信
情報発信の多ツ
ール化

④ 公衆無線ＬＡＮ環境の拡充による外国人観光客の利便性向上
外国人観光客の利便性を高めるため、幕張新都心における公衆無線ＬＡＮ環境の拡充
を図ります。
○ 公衆無線ＬＡＮ環境の拡充
幕張新都心において、海外からの来訪者が情報入手できるよう、ＪＲ海浜幕張駅前広場等
のほか、飲食店を中心とした無料の公衆無線ＬＡＮ環境の拡充を図ります。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020
東
京
大
会

公衆無線ＬＡＮ環境の拡充
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2021

取組の目標
外国人観光客の
利便性向上

 ４－３

「おもてなし」の実現

① 官民連携による「おもてなし」
外国人来訪者への案内・受入・交流などのおもてなしを官民連携して行います。
また、大会を機に訪れる内外からの観光客に、駅や観光地などで交通・観光案内等を
行う都市ボランティアの募集・育成について、東京都や千葉県等の関係自治体と連携し
て実施します。
○ ボランティア実行委員会（仮称）の設立 【再掲】
都市ボランティアの育成から大会時の運用にいたるまで、一貫したボランティアに関する
メッセージの発信と、個人だけでなく民間企業、大学やスポーツ団体等と連携し、柔軟に全
体を運用するため、実行委員会を関係機関等と連携し組織します。

○ 外国人おもてなし語学ボランティア育成講座の実施 【再掲】
外国人観光客等が安心して滞在できる環境を整えるため、街中で困っている外国人や障害
のある方を見かけた際などに積極的に声をかけ、道案内等の手助けをするボランティアを育
成するとともに、受講者を都市ボランティアへの参加に繋げます。

○ 国際交流ボランティアによる活動 ☆【再掲】
通訳、翻訳、ホームステイ、ホームビジット等の各分野において、国際交流ボランティア
による外国人来訪者へのおもてなしを実施します。また、国際交流協会のホームページ、情
報誌や、各イベント等の機会を捉え、国際交流ボランティアをアピールします。

○ 国際交流ボランティアリーダーの育成

【再掲】

本市の国際化を推進し、外国人来訪者受入態勢を強化するため、通訳ボランティアスキル
アップ講座や国際交流ボランティアリーダー会議を開催して、ボランティアリーダーを発
掘・育成し、体制の強化を図ります。

○ 観光ボランティアによる活動
本市を知るきっかけ作りや、興味をもって来訪された方に対して見どころを紹介するなど、
千葉市観光協会に登録している観光ボランティアと協力し、人気スポットの紹介やガイドツ
アーを行うなど、来訪者へのおもてなしを実施します。
○ 外国人向け観光ボランティアガイドの養成
語学力と観光の知識、おもてなしの心を備えた外国人向け観光ボランティアガイドを養成
し、観光ガイド同行ツアーを設定することで、訪日外国人客の滞在機会の創出及び本市観光
に対する満足度向上、本市のＰＲ・イメージアップを図ります。

○ 関係自治体との連携・検討 ☆【再掲】
東京都や千葉県等の関係自治体と都市ボランティアの業務内容や必要数、募集・育成方法、
外国人や障害のある人のサポート方法、マニュアルやユニフォームの共通化など連携事項に
ついて検討します。
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取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
市民の積極的参加

ボランティア実行委員会

来訪者へのおもて

（仮称）の設立

なし力の向上

外国人おもてなし語学ボラ

外国人来訪者受

ンティア育成講座の実施

入態勢の強化
国際交流の推進

国際交流ボランティアによ

東
京
大
会

る活動

ボランティアの
普及

国際交流ボランティアリー

外国人来訪者受

ダーの育成

入態勢の強化

観光ボランティアによる活

来訪者への本市

動

の魅力ＰＲ

外国人向け観光ボランティ

外国人客の滞在

アガイドの養成

機会の創出

② 千葉市 2020 おもてなし推進協議会（仮称）の設置の検討
大会機運の醸成やボランティア活動の推進、外国人に向けたおもてなしなどの取組の
あり方を検討し、市内関係団体等による推進協議会の設置を目指し、千葉市の様々な主
体が連携した取組を実施します。【再掲】
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
オール千葉

設置の検討【再掲】
東
京
大
会

協議会設置・取組の推進【再掲】

市体制での
大会成功の
実現

（2020 年以降の活動の継続を検討）
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③ 市民による自発的な「おもてなし」

市民からの「おもてなし」のアイデアを広く取り入れるとともに、市民にも「おもて
なし」の実施に参加していただき、来訪者に対して自然に「おもてなし」ができるよう
な意識や機運を醸成していきます。
○ 市民による自然なおもてなしの意識・機運の醸成 ☆
➣観光案内などのボランティア活動
➣外国語によるあいさつ運動

など

○ 和のおもてなし体験 ☆
和文化（書道、茶道、華道など）や日本料理など、外国人が日本独自の文化を体験するこ
とを通じて、市民が主体のおもてなしを実施します。

○ 花いっぱい市民活動の推進 ☆
市民参加による３都心フラワープロムナード事業（千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心）
を継続して実施し、花のあふれるまちづくりを推進していることをＰＲします。特に、大会
直前期の 2019 年・2020 年は、花苗数・植え付け回数を拡充し、花のあふれるきれいな千葉
市として、来訪者に喜ばれるまちづくりを目指します。

取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

市民による自然なおもてな

市民による自然な

しの意識・機運の醸成

おもてなしの実現
東
京
大
会

和のおもてなし体験

外国人観光客との交
流によるおもてなし
きれいな千葉市の推

花いっぱい市民活動の推進

進によるおもてなし
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４－４

訪れる人の利便性の向上

① 交通アクセスの向上
本市を訪れる方の利便性向上のため、各交通手段の活用により、交通アクセス向上を
図ります。
○ ＪＲ京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進【再掲】
多くの競技が実施予定の東京臨海部との鉄道交通の利便性向上を図るため、鉄道事業者等
と協議を行い、試行運転の実現など、ＪＲ京葉線と東京高速臨海鉄道りんかい線との相互直
通運転の促進を図ります。

○ 高速バスの利便性向上 ☆【再掲】
外国人観光客の利便性向上を高めるため、成田・羽田空港からの高速バスの増便や発着所
の整備などによりアクセス性の向上を促進します。

○ 幕張新駅（仮称）設置の検討【再掲】
交通アクセス充実のため、ＪＲ京葉線海浜幕張駅－新習志野駅間での新駅設置について、
「幕張新都心拡大地区新駅設置調査会」にて検討を進めます。

○ 旅客船の運航実験等 ☆
インバウンドを推進するとともに、みなとの賑わいを創出するため、羽田空港と千葉みな
と間で訪日外国人旅行者を対象とした旅客船の運航実験等を実施し、旅行ニーズが多様化す
る中での海上交通の可能性を検証します。
【H29 運航実験（予定）
】
航路：東京（羽田空港）～千葉みなと間
時期：平成 29 年 10 月頃～

10 回程度

対象：訪日外国人旅行者
大会開催に向けた期間限定のイベント的運航のニーズが見込まれるため、海上交通に関す
る需要の把握及び海辺の賑わい創出等を目的とした、旅客船の運航実験等を行いました。
【H28 運航実験（結果）】
航路：東京（有明）～千葉みなと・船橋間
時期：平成 28 年 7 月～9 月

、12 月～1 月

約 1600 人が乗船し東京湾ｸﾙｰｽﾞを満喫した。
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取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
相互直通運転に向

ＪＲ京葉線・りんかい線の

けた試行運転、ア

相互直通運転の促進【再掲】

クセス向上
東
京
大
会

高速バスの利便性向上【再掲】
幕張新駅（仮称）設置の検討

空港からの
アクセス向上
幕張新都心の

【再掲】

利便性向上

旅客船の運航実験等【再掲】

海上交通の活用

② 来訪者の受入環境の充実
本市を訪れる方の快適な滞在を実現できるよう、公衆無線ＬＡＮ環境、多言語対応の
推進や、民泊に向けた取組など受入環境の充実を図ります。
また、バリアフリーやユニバーサルデザインを推進し、人にやさしい移動空間の形成
を図ります。
○ 公衆無線ＬＡＮ環境の拡充【再掲】
幕張新都心において、特に、海外からの来訪者が情報入手できるよう、ＪＲ海浜幕張駅前
広場等のほか、飲食店を中心とした無料の公衆無線ＬＡＮ環境の拡充を図ります。

○ バリアフリー化の推進 【再掲】
大会組織委員会が中心となって策定するアクセシビリティ・ガイドラインを活用し、バリ
アフリー化を推進します。

○ 歩行者向け案内図等の多言語対応 ☆【再掲】
外国人来訪者が迷わずまち歩きでき、快適に滞在できるよう、歩行者向け案内図等の多言
語対応を推進します。

○ 道路案内標識の英語表示修正 ☆
多言語対応の強化・推進のため、市内の道路標識の英語表示を国土交通省基準に統一し、
外国人旅行者の円滑な移動や快適な滞在に資する都市環境の向上を目指します。
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○ 外国人観光客受入環境整備等支援
外国人観光客による市内飲食店、宿泊施設、商店などの利用を促進するため、多言語対応
やハラール、免税店化、Wi-Fi 環境の整備等に係る経費の一部を補助します。

○ 既存マンション等を活用した民泊
今後、2020 年大会の開催等により、宿泊施設の不足が見込まれることから、外国人等の観
光やビジネス客を対象に、マンションの一部等を宿泊施設として利用できる環境整備を進め
ます。
⇒関連 国家戦略特区における事業の推進

（Ｐ５７）

○千葉おもてなし SHOP ガイド
外国人観光客向けの 15 か国語での飲食、物販、サービスの市内店舗紹介及び市内
事業者の多言語メニュー作成支援ウェブサイトの運営を継続します。
○（一社）おもてなし ICT 協議会の実証事業への参加
（一社）おもてなし ICT 協議会が、本市に訪れる訪日外国人を対象に交通系 IC カードやス
マートフォンとデジタルサイネージ等の連携により、個人の属性に応じた情報提供やサービス
提供を可能とするサービスモデルの検証を目的とした実証事業を行うことから、本市も積極的
に参加・協力し、ICT を活用したおもてなし力の向上に生かします。
【主な実証事業項目】
ア おもてなし IC カードの発行・利用促進
イ おもてなしステーションの開設による IC カードとパスポート情報の紐づけ
ウ スマートフォン向けおもてなしアプリの構築
エ 国際決済対応
オ デジタルサイネージ
カ 千葉市美術館・千葉市郷土博物館等の市内観光施設への最先端の ICT 技術の導入
キ 多言語翻訳
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取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標

公衆無線ＬＡＮ環境の拡充

外国人観光客

【再掲】

の利便性向上

バリアフリー化の推進

競技会場都市

【再掲】

としてふさわ

（会場周辺以外継続）

しい環境整備

歩行者向け案内図等の多言
語対応【再掲】
（会場周辺以外継続）
東
京
大
会

道路案内標識の英語表示修正
外国人観光客受入環境整備

外国人観光客
が快適に滞在、
まち歩きでき
る環境

等支援
千葉おもてなし SHOP ガイド

実証結果を ICT
（一社）おもてなし ICT 協

を活用したお

議会の実証事業

もてなし力の
向上に生かす

【
（一社）おもてなし ICT 協議会とは】
平成 26 年 11 月に総務省は「2020 年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する懇談会」を立ち上げ、
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及びそれ以降の我が国の持続的成長も見据え、社会
全体のＩＣＴ化の推進に向けた検討を行い、平成 27 年 7 月には、
「アクションプラン（第一版）」をとり
まとめました。
同アクションプランでは、2020 年の社会全体の ICT 化実現に向けて、最先端の ICT 技術や IoT 時代
の技術進捗を踏まえて構築される「IoT おもてなしクラウド」と連携し、スマートフォン、IC カード（交
通系や商業系等）やデジタルサイネージ等を活用し、様々なデータや ID 等情報利活用による多様なサー
ビス連携（個人の属性・言語等に応じた情報提供や支払手続の簡略化等)を可能とするサービス「IoT お
もてなしサービス」の実現が求められています。そこで、趣旨に賛同する多くの企業・団体が一般社団
法人おもてなし ICT 協議会を設立し、本市も賛助会員として参加することとしました。協議会は、総務
省から「IoT おもてなし環境実現に向けた地域実証」の事業を受託し、平成 29 年 1 月から「千葉・幕張・
成田地区」を対象とした、訪日外国人向けの実証事業に取り組んでおり、本市も参加して今後の取り組
みに生かすこととしています。
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◆ ４－５

①

千葉市の魅力の発掘と発信

千葉市固有の都市アイデンティティ（千葉市らしさ）の確立と内外への発信

行ってみたい・また来たい・住んでみたいと感じてもらえる都市を目指し、本市の特
性や魅力を最大限引き出し、発信していきます。
○ 千葉市のルーツや魅力となる地域資源の内外への発信 ☆
千葉氏や加曽利貝塚、オオガハス、海辺など本市のルーツや魅力となる地域資源を内外へ
広く発信し、千葉市の知名度の向上を図ります。
「千葉市都市アイデンティティ戦略プラン」にもとづいて、４つの地域資源を起点・基
準点として、以下の方向性から戦略的に施策を展開します。
■４つの地域資源の活用
「千葉氏」
、
「加曽利貝塚」
、
「オオガハス」、「海辺」
■施策展開の方向性
１

４つの地域資源の魅力あるコンテンツの充実

２

４つの地域資源に親しみ楽しむ機会づくり

３

「千葉市らしさ」の見える化の推進

４

「千葉市らしさ」の醸成及びその発信・プロモーション

◆４－１

②本市観光資源を活かした新たな集客策

（４０ページ）など）を通して、本市の魅力を効果的
に発信します。

千葉市の魅力に関する認知度の向上
市民の本市に対する誇り・愛着が高まる
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

取組の目標
市民の本市に対する

千葉市のルーツや魅力

東
京
大
会

となる地域資源の内外
への発信

誇り・愛着の高まり
来訪者・居住者の増
加
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②

千葉市の文化を発信

「第２次千葉市文化芸術振興計画」において、「東京オリンピック・パラリンピック
競技大会を契機とした文化芸術施策の発信強化」を重点プロジェクトとして位置づけ、
本市の文化力の基盤を強化し、併せてそれを世界の人々に発信するための施策を展開し
ます。
○ 広域的な文化芸術施策の連携強化
都内等の美術館との共通パスポート導入や多言語化及び Wi-Fi 対応など、都市間の連携に
よる文化芸術施策の展開を検討していきます。

○ 車椅子アートプロジェクト
車椅子スポーツの振興にあわせて、地元企業や団体等の連携を図り、文化芸術の視点から
車椅子をテーマとした文化イベントを実施します。
➣平成 28 年度は、プロジェクトの一環として、
「チバリアフリー2017」を開催しました。

○ 文化体験等によるおもてなし
文化芸術活動をしている市内の文化芸術団体やアーティスト等が主体となり、千葉の魅力
を感じてもらえるような体験プログラムや交流の機会など、千葉らしい文化によるおもてな
しを検討します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

車椅子アートプロジェクト

東
京
大
会

文化体験等によるおもてなし

③

2021

取組の目標
千葉市文化・芸
術の振興

救急・救命体制の充実によるイメージアップ

本市を訪れる方が安心して過ごすことができるよう、市民の応急手当に対する普及啓
発を推進し、安心して滞在できるまちとしてのイメージアップを図ります。
○ 市民向け救命講習会
市民向け救命講習会の実施など、応急手当の普及啓発を推進し、応急手当の方法を習得・
実践できる市民を増やすことにより、バイスタンダーＣＰＲ（その場に居合わせた人の心肺
蘇生法）の実施率向上を図り、救命先進都市を目指します。
取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020
東
京
大
会

市民向け救命講
習会
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2021

取組の目標
バイスタンダーCPR の実施率向
上による安心して滞在できる千
葉市としてイメージアップ

◆ ４－６

①

2020 年以降も見据えた将来的なまちづくり

先進的なまちづくり等の推進

本市は競技会場都市であるとともに、観光庁の「グローバルＭＩＣＥ強化都市」に
も指定されていることから、幕張新都心において、近未来技術の活用や海辺の活性化
など、2020 年以降も見据えた将来的なまちづくりに取り組み、本市の魅力を高め、発
信していきます。

○ 国家戦略特区における事業の推進
先端技術を活用したドローンによる宅配サービス、セキュリティや、自動運転モビリティ
の導入をはじめ、日本の技術や多様な人材を活用した取組を実施し、世界に向けてアピール
することで、先端技術産業の研究、産業拠点の集約、国際的な交流促進による都市の競争力
の向上を図り、国際的な経済産業拠点の形成を目指すとともに、すべての人がストレスフリ
ーな生活の実現に必要なサービスを享受できる「ユニバーサル未来社会」の実現を図ります。
イメージ図

出典：第１８回国家戦略特別区域諮問会議配布資料「指定区域のイメージ」より
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取組項目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

先端技術を活用したドロー

近未来技術実証･多

ンによる宅配サービス、セ
キュリティ
先端技術を活用したモビリ

取組の目標

文化都市の構築、

実用化に向けた
実証実験等を実施

ティの導入

東

ユニバーサル未来

京

社会の実現

大

既存マンション等を活用した

会

民泊

宿泊施設不足
への対応
ＭＩＣＥ及び都

魅力的な道路空間の創出

市観光の推進

○ ＭＩＣＥの推進
幕張新都心の魅力向上や地域経済の活性化を図るため、会議等開催経費の一部の助成を行
うほか、関係機関と連携しＭＩＣＥ誘致に取り組みます。
・国際会議、大規模コンベンションへの助成
・MICE 開催地としての魅力向上及び発信強化
・大規模 MICE に対する開催支援
・大規模イベント開催に合わせた賑わい創出

○ 海辺の活性化
稲毛から幕張にかけての総延長約 4.3 ㎞の人工海浜と、稲毛海浜公園、県立幕張海浜公園
を本市固有の地域資源「海辺エリア」とし、本エリアとその周辺の活性化に取り組みます。
今後、海辺のグランドデザインに基づき、海辺とまちが調和する千葉市ならではの「都市
型ビーチ」の可能性を追求し、都市としての魅力を一層高めていきます。
➣平成 28 年 3 月、稲毛海浜公園検見川地区に、民間事業者による海辺活性化施設「ザ・サ
ーフ オーシャンテラス」
（レストラン・軽飲食施設、ホール、バンケット）がオープン
しました。表彰式やレセプションといったイベント会場として活用されることで、新た
な海辺の魅力の発信が期待されます。
➣平成 28 年 4 月には、千葉中央港地区で千葉県が整備している港湾緑地の一部、旅客船さ
ん橋（1 基）が供用開始されました。
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第３章

推進体制
東京オリンピック・パラリンピック

本部長

プロジェクト推進本部

市長

副本部長 両副市長
本部員

病院事業管理者、教育長、総務局長、総合政策局長、財政局長、市民局長
保健福祉局長、こども未来局長、環境局長、経済農政局長、都市局長
建設局長、中央区長、花見川区長、稲毛区長、若葉区長、緑区長、美浜区長
消防局長、会計管理者、議会事務局長

東京オリンピック・パラリンピック

プロジェクト推進本部幹事会

幹事長

総合政策局総合政策部長

幹事

市民局生活文化スポーツ部長、経済農政局経済部長及び関係部長等

（分野別プロジェクトチーム）
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進プロジェクトチーム
・方向性１に関する取組を検討・実施

スポーツ振興プロジェクトチーム
・方向性２に関する取組を検討・実施

共生社会推進プロジェクトチーム
・方向性３に関する取組を検討・実施

観光推進・おもてなしプロジェクトチーム
・方向性４に関する取組を検討・実施

事務局
総合政策局総合政策部政策調整課オリンピック・パラリンピック推進室

※

今後、プロジェクトチーム等の体制は、必要に応じて変更していきます。
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大学との連携

障害者のスポーツ参加の拡大

ボランティア活動の推進

公益財団法人
東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会
（東京2020大会開催基本計画より）

千葉県の推進体制

プロジェクト推進本部
幹事会

オリンピックパラリンピック開催
に向けた取組

平
成
2
9
年
度
主
な
取
組

市内開催大会

主な行事

5月
6月
オリパラ月間（仮称）

8月

12月

10月 JFEちばまつり

11月

オリンピック・パラリンピック教育の推進

※本市はキャンプ・国際大会・ＭＩＣＥ誘致部会、大会の成功・開催効果の全県への波及専門部会、都市ボランティア分科会に参加

2月

都市ボランティア1次募集

幹事会（予定）

第8回推進本部会議（予定）

大会マスコット発表

東京都、千葉県などの関係自治体等との連携・検討

外国人おもてなし語学ボランティア育成講座

1月

3月 第7回長谷川良信記念・千葉市長杯争奪
車椅子バスケットボール全国選抜大会（千葉ポートアリーナ）

12月 第19回ｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ日本選手権（千葉ポートアリーナ）

行動計画（2017年版）に基づく取組の推進

2020年東京オリンピック・パラリンピック ＣＨＩＢＡ推進会議 （官民連携組織）

大学と連携した、パラスポーツ等の推進

障害者を対象とした、スポーツ体験会

ボランティア実行委員会仮称）設立

6月中旬 日本ボッチャ選手権東日本大会（千葉ポートアリーナ）

10月

9月2日パラスポーツフェスタちば

8月上旬 ジャパンパラゴールボール競技大会（千葉ポートアリーナ）

9月

平成29年度（2017年度）

8月25日パラリンピック3年前

7月

5月下旬 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾗｳｨﾙﾁｪｱｰﾗｸﾞﾋﾞｰ大会（千葉ポートアリーナ）

7月24日オリンピック3年前

4月

平成29年度スケジュールについて

3月

別 紙

