
（千円）

事業内容等 事 業 費 担 当 課

71,309

(1) ＰＲ活動
モノレール等ラッピング、シティ装飾、ＰＲチ
ラシ制作・全戸ポスティング等を実施

43,300

(2) 各種イベント、開催競技体験会
大会開催1年前イベント、民間連携イベント、
東京２０２０大会競技体験会等を開催

19,700

(3)
市民の機運醸成等活動事業に対
する支援

市民が主体的に行う機運醸成活動などに要
する経費を補助

3,000

(4) 公民館におけるオリパラ関連事業
公民館で、オリパラスポーツ講演会、ＰＲイベ
ント等を開催

3,600 生涯学習振興課

(5) 花いっぱい市民活動の推進
種袋にオリパラ情報等を記載した花の種を
配布、海浜幕張駅前花壇の夏季花苗植替
え等を実施

900 緑政課

(6) 中央図書館での企画展示
図書館内に特設コーナーを設置し、関係資
料を展示

609
中央図書館情報資料課
管理課

(7)
青少年の日フェスタにおけるオリパ
ラ関連事業

青少年の日フェスタにおいて、オリンピック・
パラリンピックＰＲ活動等を実施

200 健全育成課

29,938

(1) ボランティア体制の構築
都市ボランティアの育成、チーム千葉ボラン
ティアネットワークの運営、市立中学・高校に
おけるボランティア講座の実施

29,500
オリンピック・パラリンピック
振興課

(2) 国際交流ボランティア育成 通訳ボランティア育成の講座等を開催 438 国際交流課

368,113

歩道のバリアフリー化
身体障害者用乗降場の増設、歩道の段差
解消等を実施

201,700
中央・美浜土木事務所
維持建設課

(2) ＪＲ海浜幕張駅前公衆トイレ改修
大会会場の玄関口となる駅前の公衆トイレ
の改修を実施

70,000 収集業務課

(3) 道路案内標識の英語表示
道路案内標識の英語表示を国土交通省基
準に統一

40,000
花見川・稲毛土木事務所
維持建設課他

(4) 交通安全対策 区画線補修を実施 32,300
中央・美浜土木事務所
維持建設課他

(5) バスICカードシステム整備
市内バス事業者が行うICカードシステム導
入に対して助成

19,000 交通政策課

(6) 防犯カメラ設置管理事業 JR主要駅周辺などに防犯カメラを設置 5,113 地域安全課

92,023

50,106

(1) 国際大会支援
市内で開催される国際大会を支援
（オリンピック）フェンシング、テコンドー
（パラリンピック）ゴールボールなど

50,106
オリンピック・パラリンピック
調整課

41,917

千葉ポートアリーナで開催されるパラスポー
ツ大会に合わせて、大会を盛り上げるパラス
ポーツ応援イベントを経済界などと連携して
実施

20,000

障害者アスリート学校訪問、大学連携による
パラスポーツ講座等を実施

13,605

車いすバスケットボール大会等を支援 4,200

(2) 健康運動対策事業（運動イベント） ボッチャや車いす利用の体験を実施 3,000 健康支援課

(3) 講演会の実施 スポーツ関係の著名人による講演会を開催 508

(4) トップアスリートとの交流 トップアスリートによる学校訪問を実施 204

(5)
パラスポーツ交流を通した地域
活性化

ボッチャの体験会を開催 400 稲毛区地域振興課

オリンピック・パラリンピック
振興課

オリンピック・パラリンピック関連予算

事　　業

方向性1　大会の成功を実現する

 １　機運醸成 ・・・ 東京2020大会に向けた開催機運の盛り上げ

オリンピック・パラリンピック
調整課

 ２　ボランティア ・・・ 東京2020大会の成功に向けた都市ボランティアの育成など

 ３　周辺環境の整備 ・・・ 会場周辺等における受入環境の整備

(1)

方向性２　スポーツ文化を普及し発展させる

 ４　スポーツ振興 ・・・ 市民がスポーツにふれあう環境の充実

 国際大会

 体験会、講演会など

(1) パラスポーツの推進

スポーツ振興課
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（千円）

事業内容等 事 業 費 担 当 課事　　業

33,159

(1) パラスポーツ窓口の設置
障害者とスポーツ団体・サークルとのマッチ
ング、地域におけるパラスポーツ行事の企画
運営の支援等を実施

24,000

(2) パラスポーツ交流会 障害者と健常者のパラスポ-ツ交流会を開催 2,500

(3)
障害者とその家族を対象とした
スポーツ体験会

理学療法士と連携し、障害者とその家族を
対象としたスポーツ体験会を開催

1,500

(4) パラスポーツフェスタ
様々なパラスポーツの体験、対抗戦等のイ
ベントを実施

1,500

(5)
市民大会に向けたパラスポーツ
講習会

2020年開催予定であるボッチャの市民大会
に向けて、講習会を開催

1,336

(6) パラスポーツ競技用具の整備 パラスポーツ競技用具を整備（ボッチャ） 2,323 スポーツ振興課

12,000

小学校体育、中学校の保健体育授業にお
いてパラスポーツを実施

8,460 企画課

道徳教育用教材を作成 540 教育指導課

(2)
オリンピック・パラリンピック応援作
品の制作

小中学校において、オリパラ選手を応援す
るアート作品や参加国の国旗、カウントダウ
ンカレンダー等を制作

3,000 企画課

3,000

(1)
プロスポーツと連携したＬＧＢＴ
（性的少数者）周知・啓発活動

プロスポーツと連携してＬＧＢＴの周知・啓発
活動を実施

1,471 男女共同参画課

(2)
障害者等用駐車区画の適正
利用促進

市有施設の障害者等用駐車区画にカラー
コーンを設置

900

(3) 共生社会の推進
市内小学校で障害者自らの体験を語る講話
やパラスポーツなどの体験学習会を開催

629

14,490

(1) 新たな文化プログラム 体験イベント・ワークショップを実施 6,490

(2) チバリアフリーアートプロジェクト
特別支援学校の生徒がモデルとして参加す
るファッションショーや手話パフォーマンス等
を実施

6,000

(3) 「PLAY THE WHEELS」の実施
競技用車いすとアートをテーマにした体験
試乗イベントを実施

2,000

7,240

(1) 海外プロモーションの強化
国内外で開催される展示会・商談会への参
加

1,770

(2)
外国人向け観光ボランティア
ガイド育成・派遣

訪日外国人客向け観光ボランティアガイドの
養成及び市内観光ツアーへの派遣

1,500

(3) 観光案内所の機能向上
千葉・幕張観光情報センターにWi-Fi環境を
整備

1,270

(4)
外国人観光客受入環境整備等
支援

市内飲食店、宿泊施設等の多言語対応、ハ
ラルなどの受入環境の整備経費を一部助成

1,500 産業支援課

(5) 地域資源の内外への発信 見浜園にハスのプランターを設置 1,200 緑政課

11,300

(1) シェアリングエコノミーの推進
市民等によるおもてなし民泊やガイドサービ
スなどのシェアリングエコノミーを活用した
サービス提供に向けた取組みを実施

11,300 国家戦略特区推進課

642,572

(1)
オリンピック・パラリンピック教育
の推進

方向性３　多様性に対応した共生社会を実現する

 ５　障害者のスポーツ参加・・・障害者がスポーツに参加・継続しやすい環境を整備

オリンピック・パラリンピック
調整課

 ６　オリパラ教育 ・・・ 市立全小中学校において、多様性理解・国際理解教育の実施　

観光プロモーション課

 １０　地域活性化 ・・・ 東京2020大会を契機とした市民参加の拡大

合　　計

 ７　共生社会 ・・・ 東京2020大会を契機とした多様性理解の促進

障害者自立支援課

方向性４　千葉市の魅力を高め、集客・宿泊を最大化する

 ８　文化振興 ・・・ 東京2020大会を契機とした本市の文化の発信

文化振興課

 ９　観光プロモーションの推進 ・・・ 市内への誘客、外国人観光客の受入体制の整備
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