第２次
施策の推進計画

平成２７年３月
千 葉 市

目

次

第１章

概 要

第２章

総合交通体系と施策

第３章

第２次 施策の推進計画

参考資料

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・施策の事業シート

１

２

３

１１

第１章 概要
本推進計画は、千葉市総合交通政策において示している各施策を計画的に推進するこ
とを目的として策定したものです。
なお、計画の策定にあたっては、第１次施策の推進計画（平成２４年度～平成２６年度）
について、進捗状況の把握・評価・課題の検証などを実施したうえで、今後の取り組む施策
をとりまとめました。
図表 1-1 本推進計画の位置付け
千葉市総合交通政策
（平成 24 年度～平成 33 年度）

施策の推進計画
第１次施策の推進計画
（平成 24 年度～平成 26 年度）

※1

事業の改善・見直し

・社会情勢の変化
・事業の状況など

PDCA による
進行管理の実施

第２次施策の推進計画
（平成 27 年度～平成 29 年度）

事業の改善・見直し

・社会情勢の変化
・事業の状況など

PDCAによる
進行管理の実施

平成30年度以降の施策の推進計画を策定

効果的な事業の推進
（最小の経費で最大の効果）

※１ PDCA（Plan - Do -Check -Act ）
Plan(計画)-Do(実施)-Check(点検・監査)-Act(見直し・改善)のサイクルを回し、目標
達成レベルを継続的に維持改善していくマネジメント手法。
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第２章 総合交通体系と施策
千葉市総合交通政策に示した総合交通体系と各施策を下図に示します。
図表２－１ 総合交通体系と施策

施策

総合交通政策
【総合交通体系】
集約型都市構造への
転換

ま
ち
づ
く
り

【方針】
既成市街地の再整備

・区画整理事業及び都市再開発事業の推進

鉄軌道駅周辺の開発

・地区計画や条例に基づく鉄軌道周辺開発の
促進

道路施設の老朽化への対応

・橋梁などの長寿命化の推進

応
バリアフリーへの対応

・鉄軌道駅におけるエレベーターなどの整備
・ノンステップバスの導入促進
・歩道の段差解消及び無電柱化の推進

災害への対応

・緊急輸送道路などにおける耐震化の推進
・鉄道駅における耐震化の推進

環境負荷の低減

・低公害車の普及促進及びエコドライブの
啓発・公共交通利用の啓発

乗継拠点の整備

・駅前広場の整備推進
・パーク＆ライドなどの整備推進

乗継ぎの円滑化

・路線バスにおける IC ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑの導入促進
・乗継運賃制度の導入促進
・バス運行情報システムの整備促進

幹線及び支線ルートの形成

・新規幹線バス路線の形成
・新しい交通システムの導入（幕張新都心）
・支線バス路線の見直し

公共交通の維持が
困難な地域への対応

・地域住民参画型バス等の運行
・アドバイザー制度の導入による地域住民の
移動手段確保への取組みの支援

福祉・介護に関する
交通への対応

・福祉タクシーの導入促進

自転車への対応

・放置自転車対策の推進
・自転車走行空間の確保の推進

鉄道の利便性向上

・鉄道における混雑率の緩和促進
・鉄道の東京及び房総方面などへの
アクセス性の向上促進
・鉄道新駅の整備促進

高速バスの利便性向上

・高速バスの拡充促進
・発着所の整備推進

道路ネットワーク

道路整備

・広域道路ネットワークの整備推進
・都市内幹線道路ネットワークの整備推進
・道路渋滞・混雑の要因となっている
ボトルネックの改善

海上交通

観光利用の促進

・千葉港海上交通運航

利用促進

・駅舎への多機能トイレの導入促進
・利用者の増加への取組み

老朽化への対応

・車両更新の促進
・施設の維持更新

関係機関との協議・調整

・総合交通政策会議の運営
・地域公共交通会議などの運営

公共交通等の
利用環境改善

乗継ぎの改善

交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

都市内公共交通

広域公共交通

公
共
交
通
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

千葉都市モノレール

公共交通の一元的な
計画と運行
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第３章 第２次施策の推進計画
（１）第１次施策の推進計画の課題
平成２４年度から平成２６年度に実施した「第１次施策の推進計画」における課題は下記
のとおりです。
①バリアフリーへの対応
バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが安全・快適に公共交
通等により移動できる環境を整えることが求められていますが、一部で遅れが生じて
いる事業があったことから、第２次施策の推進計画では、重点的に取り組むことが必
要です。
②災害への対応
平成２３年３月に東日本大震災が発生し、本市においても大きな被害がありました。
今後も、首都圏直下地震などの災害リスクは存在しており、公共交通に関する施設の
耐震化は喫緊の課題であることから、重点的に取り組むことが必要です。
③乗継拠点の整備、乗継ぎの円滑化
本市における公共交通については、バスが大きな役割を果たしており、バス交通の
利便性向上は重要な課題であることから、「乗継拠点の整備」や「乗継ぎの円滑化」の
取組みを強化することが必要です。
④鉄道の利便性向上
本市が将来にわたって魅力と活力にあふれる都市であり続けるためには、東京都
心部などとのアクセス強化は重要となります。
ＪＲ京葉線と東京臨海高速鉄道りんかい線との相互直通運転のなど、鉄道ネットワ
ークの更なるシームレス化を推進していくため、鉄道事業者などの関係者に積極的に
働きかけていくことが必要です。
⑤事業管理
「第 1 次施策の推進計画」では、目標を定めていない事業が３４事業ありましたが、事
業の進捗状況を的確に把握するためにも、できる限り目標を定めて取組むことが必要
です。
（２）第２次施策の推進計画の策定
上記（１）の課題を踏まえたうえで、第２章で示した施策について、緊急性や効果などの視
点から、「第２次施策の推進計画」（平成２７年度から平成２９年度まで）において促進及び
推進する施策を示します。
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図表３－１ 施策一覧（１／７）
総合交通体系

方針

既成市街地の
再整備

施策

概要

・土地区画整理事業と市街地再開
発事業を推進し、土地の有効利用
により、良好な居住環境と災害に
区画整理事業及び都市再開発事 強い市街地を形成すること、ま
業の推進
た、都市計画道路、駅前広場及び
公園などの都市基盤を整備するこ
とにより、道路混雑の緩和や公共
交通機関利用促進に寄与する。

集約型都市構造
への転換

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

（１）千葉都市計画事業検見川・稲毛地区土地区画整理事業
・施行地区：花見川区検見川町５丁目、稲毛区稲毛町４丁目及び稲毛町
５丁目の各一部
・施行面積：６７．９５ｈａ
・施行期間：昭和６０年度～平成４１年度
（２）千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業
・施行地区：中央区港町、寒川町１・２丁目の各一部
・施行面積：１７．７３ｈａ
・施行期間：平成元年度～平成３５年度
（３）千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業
・施行地区：花見川区幕張町４・５・６丁目、武石町１・２丁目の各一部
・施行面積：２６．０５ｈａ
・施行期間：平成８年度～平成３２年度
（４）千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
・施行地区：中央区新千葉１丁目及び２丁目の各一部
・施行面積：約１．９ｈａ
・施行期間：平成２年度～平成２９年度
（５）千葉都市計画事業千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業（予定）
・施行地区：中央区富士見１丁目及び２丁目の各一部
・施行面積：約１．０ｈａ
・施行期間：平成２７年度～平成３２年度

所管

参考資料の
施策No.

都市局都市部
・検見川稲毛土地区画
整理事務所
・寒川土地区画
整理事務所

No.1

・東幕張土地区画
整理事務所
・まちづくり推進課
千葉都心整備室

（１）開発許可
地区計画の運用基準や開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき、指
・都市局 都市部
定する駅の 中心から１km範囲内にあること等の条件を満たす市街化調整区域
都市計画課
において、住宅、兼用住宅、共同住宅の建築を目的とした開発を誘導する。

まちづくり

鉄軌道駅周辺の
開発

道路施設の老朽
化への対応

公共交通等の利 バリアフリーへの
用環境改善
対応

地区計画や条例に基づく鉄軌道
駅周辺の開発の促進

・駅周辺の既存の店舗や公共施
設を有効に活用して鉄軌道駅周
辺の開発を促進し、コンパクトな市
・都市局 都市部
街地を形成する。これにより、公 （２）駅周辺の土地利用転換
まちづくり推進課
共交通機関を利用しやすい、駅を
駅周辺に残された大規模遊休地を活用するため、地区計画による開発を進
中心とした徒歩生活圏を構築す
める。
・都市局 都市部
る。
＜稲毛駅東口地区開発＞
宅地課
・ＪＲ稲毛駅東口に隣接する大規模遊休地を駅周辺にふさわしい土地利用に
転換するため、地区計画を活用した検討を本土地の地権者とともに進める。
・対症療法型から予防保全型の維
持管理に転換することで、橋梁の
維持更新費用の平準化と長寿命
化を図り、道路交通の安全を確保
する。

千葉市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、定期点検（１回／５年）により各橋梁
の健全度を把握し、調査結果を踏まえた効率的な維持更新を図る。
（対象橋梁 ４４６橋）
・橋梁の補修 ７８橋

No.2

・建設局 土木部
維持管理課

No.3

利用者数３，０００人／日以上の下記駅におけるエレベーターやスロープの設置
・鉄軌道駅へのエレベーターなど 費用を補助する。
の設置を促進し、高齢者、障害
鉄軌道駅におけるエレベーターな
・都市局 都市部
者、子供及び妊産婦など、誰もが （１）スロープの設置 ２箇所
どの整理
交通政策課
利用しやすい駅の環境を整備す
・京成千葉線 検見川駅
る。
（２）エレベーターの設置 １基
・京成千原線 おゆみ野駅

No.4

橋梁などの長寿命化の推進
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図表３－１ 施策一覧（２／７）
総合交通体系

方針

施策

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

所管

参考資料の
施策No.

・乗降口の段差を無くしたノンス
テップバスの導入を促進し、高齢
バス事業者に対し、国土交通省の補助制度を活用し、ノンステップバスを導入す ・都市局 都市部
者、障害者、子供及び妊産婦な
るよう促す。
交通政策課
ど、誰もが利用しやすいバスの利
用環境を整備する。

No.5

道路特定事業計画に基づき、歩道の段差を解消するとともに、電線共同溝の整
・歩道のバリアを解消することによ 備による無電柱化を推進する。
歩道の段差解消及び無電柱化の
・建設局 土木部
り歩行空間を確保し、誰もが移動
推進
維持管理課
しやすい歩道環境を整備する。
・歩道の段差解消 １９３箇所
・電線共同溝整備延長 １．３km

No.6

ノンステップバスの導入促進
バリアフリーへの
対応

概要

（１）橋梁の耐震化の推進
対象橋梁に対して耐震化（橋脚の耐震補強と落橋防止）を推進する。
（対象橋梁 １３９橋）
・橋梁の耐震化 ２０橋
緊急輸送道路などにおける耐震
化の推進

公共交通等の利
まちづくり
用環境改善

・大規模地震時において、救助及
（２）緊急輸送道路沿道建築物耐震化の推進
び復旧活動を円滑に行うため、緊
震災時の救急活動、消火活動や支援物資の輸送、広域的な避難を実施する
急輸送道路などの機能を確保す
ため、指定された緊急輸送道路の確保を目的に沿道建築物の所有者に対して
る。
耐震診断を推進する。

鉄道駅における耐震化の推進

交通ネット
乗継ぎの改善
ワーク

乗継拠点の整備

No.7
・都市局 建築部
建築指導課

・緊急輸送道路に接し、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前の耐震基準）
で建築された一定の高さを超える建築物の耐震診断に要する費用の補助
（１件／年）

災害への対応

環境負荷の低減

・建設局 土木部
維持管理課

（１）橋脚の耐震補強
乗降客が１０，０００人／日以上である京成線の駅部を対象とし、京成千葉駅場
・大規模地震に備え、主要な鉄道 内から京成千葉中央駅場内（延長1,158.5ｍのうち690ｍ）について耐震補強費用
駅前における耐震化を促進し、発 を補助する。
・都市局 都市部
災時における駅利用者の安全性
交通政策課
及び緊急応急活動拠点機能を確 ・耐震補強費用の補助 ： 橋脚補強 ５本（千葉駅場内）
保する。
（２）モノレール車両基地の耐震補強
モノレール車両基地の耐震補強を促進する。

・大気環境のさらなる改善のた
・大気汚染及び地球温暖化対策として、バス事業、貨物自動車運送事業に対し、
め、排出ガス性能に優れたバス、 低公害車の導入経費を補助する。
低公害車の普及促進及びエコドラ
・環境局 環境保全部
トラック等の低公害車及びより環 ・千葉市環境フェスティバルやエコメッセ、東京モーターショー等のイベント及び
イブの啓発・公共交通利用の啓発
環境規制課
境にやさしい運転方法の普及を促 エコドライブ講習会等を通じて、低公害車やエコドライブを紹介するなどにより
進する。
市民の意識啓発を図る。

駅前広場の整備推進

・駅前広場の改修などにより、乗
継拠点の機能を向上させる。

＜ＪＲ蘇我駅東口駅前広場整備＞
・蘇我副都心の玄関口に相応しい都市基盤の整備を推進し、住む人訪れる人
・都市局 都市部
が誇りと愛着がもてる拠点の形成を先導する。
まちづくり推進課
・バス・タクシー・一般乗降場・自転車駐車場等の整備を行う。
・都市計画決定手続き、事業認可、道路・交差点予備設計他
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No.8

No.9

No.10

図表３－１ 施策一覧（３／７）
総合交通体系

方針

乗継拠点の整備

施策

パーク＆ライドなどの整備推進

概要

・鉄軌道駅において、パーク＆ライ
ド及びバス＆ライドを推進し、乗継
拠点の機能を向上させる。

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

所管

＜パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）＞
・花見川区北部において、高速バスによるパーク＆ライドの社会実験を実施し、 ・都市局 都市部
需要の有無及び利用者特性を調査する。
交通政策課
・本市内陸部の交通利便性向上と公共交通の利用を促進する。

・路線バスへのＩＣカードシステム
路線バスにおけるＩＣカードシステ
バス事業者に対し、千葉県バス協会を通じてＩＣカードシステムの導入における
の導入を促進し、公共交通機関に
ムの導入促進
国土交通省の補助制度の活用を促す。
おける乗継ぎの円滑化を図る。

乗継ぎの改善

No.11

No.12

乗継運賃制度の導入促進

・乗継運賃制度の導入を促進し、公共交通機関における乗継ぎの円滑化を図る。
・異なる交通手段における乗換え ・コミュニティバスからコミュニティバスへ乗り継いだ場合や、コミュニティバスを利
時の初乗運賃の低減など、運賃
用し指定の運行会社のバスへ乗り継いだ場合、乗り継いだバスの運賃から割引
の共通化を促進し、公共交通の利 を実施する。
便性を向上させる。
（平成２７年度～平成２９年度）
・都市局 都市部
若葉区泉地区コミュニティバスにおいて実施
交通政策課

No.13

バス運行情報システムの整備促
進

・路線バスの位置情報を、バス停
に設置した情報端末、インター
ネット及び携帯電話などを介して
利用者へ提供するバスロケーショ ・バスロケーションシステムの整備に対する補助（４社）
ンシステムの導入を促進し、利用 ・千葉市バスナビシステム開発及び運用
者のバス待ち時の嫌悪感を軽減
させることで、バス利用の利便性
を向上させる。

No.14

支線バス路線の見直し

＜地域参画型コミュニティバス等運行支援制度の検討及び運行支援＞
・地域住民で組織する運営協議会に対し、コミュニティバス等の導入検討前
から、他市の事例紹介やアドバイス、必要な資料の提供を行う。
・地域住民の要望やバス事業者
・コミュニティバス等の運行に係る環境整備（バス停設置、パンフレット作成
の経営状況を考慮して、必要に応
等）にかかった費用に対し、市が全額補助する。
じて支線バス路線の見直しを支援
・運行欠損額に対し、２分の１以内の額を市が補助する（ただし、年間上限
し、利便性を向上させる。
５００万円）。
（平成２７年度～平成２９年度）
山王地区：環境整備、試行運行及び本格運行への補助

No.15

乗継ぎの円滑化

交通ネット
ワーク

幹線及び支線
ルートの形成

参考資料の
施策No.

・都市局 都市部
交通政策課

都市内公共交通

公共交通の維持
が困難な地域へ
の対応

地域住民参画型バス等の運行

・運行の採算がとれないため、公
共交通の維持が困難な地域にお
いて、地域住民の運営参画や運
行経費の一定負担などを考慮し
た地域住民参画型バス等を運行
し、地域の移動手段を確保する。

【再掲（施策No.15と同内容）】
＜地域参画型コミュニティバス等の運行支援制度の検討及び運行支援＞
・地域住民で組織する運営協議会に対し、コミュニティバス等の導入検討前
から、他市の事例紹介やアドバイス、必要な資料の提供を行う。
・コミュニティバス等の運行に係る環境整備（バス停設置、パンフレット作成
等）にかかった費用に対し、市が全額補助する。
・運行欠損額に対し、２分の１以内の額を市が補助する（ただし、年間上限
５００万円）。
（平成２７年度～平成２９年度）
山王地区：環境整備、試行運行及び本格運行への補助

No.16
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図表３－１ 施策一覧（４／７）
総合交通体系

方針

公共交通の維持
が困難な地域へ
の対応

施策

概要

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

・地域の移動手段を確保していく
ための地域住民の自主的な取組
アドバイザー制度の導入による地
みについて、専門家等から適切に
域住民の移動手段確保への取組
・地域公共交通アドバイザーの派遣（９回）
助言を受けることができるアドバイ
みの支援
ザー制度を活用し、これらの活動
を支援する。

福祉・介護に関す
福祉タクシーの導入促進
る交通への対応

・福祉タクシーの導入を促進し、高 ・タクシー事業者に対し、千葉県タクシー協会を通じて、福祉タクシーの導入に
齢者や障害者などの移動を支援
おける国土交通省の補助制度の活用を促す。
する。
・重度障害者の方に対し福祉タクシー利用費用を助成する。

所管

・都市局 都市部
交通政策課

参考資料の
施策No.

No.17

・都市局 都市部
交通政策課
No.18
・保健福祉局 高齢障害部
障害者自立支援課

千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画に基づき、近年の自転車利用実
態、利用者ニーズ等を踏まえた自転車駐車場の整備及び統廃合の検討など見直
しを図るとともに、既存の自転車駐車場の利便性の向上及び施設の充実を図り自
転車駐車場の利用を促進することにより、公共の場所における自転車等の放置
を防止し、良好な都市環境の形成を図る。

放置自転車対策の推進

交通ネット
都市内公共交通
ワーク

・放置自転車を防止し、歩行者等
の安全かつ円滑な移動を確保す
①自転車駐車場の整備
る。
・監視カメラ設置 ９１基
・電磁ロック式自転車ラックの導入 ７２４台
・ＬＥＤ照明設置 ４５本
・管理人用トイレ設置 ９箇所
②放置自転車の撤去
③利用マナー向上啓発活動

・建設局 土木部
自転車対策課

No.19

（１）自転車レーンの整備
・歩道における歩行者の安全確保と自転車の車道通行の促進など、安全で
快適な自転車走行環境を創出するため、自転車レーン等の自転車走行環
境を整備する。
・「ちばチャリ・すいすいプラン」に基づき、計画的な自転車レーンなどの整備
を行うとともに、道路改良等に合わせ、自転車走行空間の確保が可能な箇
所においては整備を行う。

自転車への対応

・自転車レーン等の整備 ２３．８km

自転車走行空間の確保の推進

（２）幕張新都心コミュニティサイクル社会実験
・安全で快適な自転車走行空間を ・幕張新都心における集客・観光及びコンベンション施設等に係る地域資源の
確保する。
回遊性向上等を図るためのコミュニティサイクル事業の社会実験を行い、同
事業の有効性について検証する。
・社会実験の継続実施及び効果検証を行う。

・建設局 土木部
自転車対策課
・総合政策局 総合政策部
政策企画課
幕張新都心室

※社会実験の内容
＜平成２６年９月１日～平成２７年３月３１日までの運営形態＞
（１）運営形態 本人確認を伴うレンタサイクル方式（有料）
（２）運営時間 １０：００～１７：００
（３）サイクルポート ＪＲ海浜幕張駅駅前広場２か所（北口・南口）
（４）自転車数 ４０台
（５）利用方法 千葉市幕張観光情報センター（海浜幕張駅構内）で、本人確認、
利用料金の支払い（２００円／日）等の利用申請を行う
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No.20

図表３－１ 施策一覧（５／７）
総合交通体系

方針

鉄道の利便性
向上

施策

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

所管

（１）鉄道事業者への要望
・県内各市町村で構成する千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟を通じて、鉄道
各社へ運行本数の増便や運行区間の延伸などを継続して要望する。
鉄道における混雑率の緩和促進
（２）京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進に関する取り組み
・県及び京葉線沿線の市等で構成するＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい
・ＪＲ総武線、総武本線、京葉線、
線の相互直通運転促進に関する協議会を設立し、相互直通運転に向けた調査
内房線及び外房線において、混
・研究及び鉄道事業者との協議を行う。
雑率の緩和及び東京並びに房総 （３）京葉線（市川塩浜～新木場）の複々線化に関する取り組み
方面などへのアクセス性を向上さ ・本市が将来にわたって魅力と活力にあふれる都市であり続けるためには、東
せる。
京都心部などとのアクセス強化は重要である。
・都市局 都市部
・混雑率の緩和やアクセス性を向上させるため、鉄道会社へ運行本数の増便
交通政策課
鉄道の東京及び房総方面などへ
の要望をしているが、ＪＲ京葉線については、市川塩浜－新木場間のダイヤが
のアクセス性の向上促進
過密状態であり、増便が困難な状況となっている。りんかい線との相互直通運
・総合政策局 総合政策部
転を実現させる場合に、その効果をより高めるためにも増便が必要となること
政策企画課
から、複々線化について鉄道事業者等と協議を行う。
幕張新都心室

交通ネット
広域公共交通
ワーク
鉄道の利便性
向上

概要

鉄道新駅の整備促進

高速バスの拡充促進
高速バスの利便
性向上
発着所の整備推進

＜幕張新駅の設置促進＞
・幕張新都心拡大地区については、大型商業施設がオープンするなど、施設の
立地が進み賑わいが図られてきている。
・幕張新都心拡大地区への新駅
・幕張新都心拡大地区への交通はＪＲ海浜幕張駅からのバス交通が主となって
の設置を促進し、鉄道の利便性を
いるが、ＪＲ海浜幕張駅の駅前広場は飽和状態であり、バスを増便することが
向上させる
困難な状況となっている。
・このようなことから、幕張新都心開発当時から計画されていた新駅の設置に向
けた取り組みを行う。
・本市及び他主要都市並びに羽
田・成田空港を結ぶ既存路線の
増便などを促進し、高速バスの利
【再掲（施策No.11と同内容）】
便性を一層向上させる。
＜パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）＞
・花見川区北部において、高速バスによるパーク＆ライドの社会実験を実施し、
・鉄道及びモノレールの駅前広場 需要の有無及び利用者特性を調査する。
などの結節点、バス待合い環境及 ・本市内陸部の交通利便性向上と公共交通の利用を促進する。
びパーク＆ライド施設を整備し、
新たな高速バスの参入を促進す
る。

参考資料の
施策No.

No.21

No.22

No.23

No.24
・都市局 都市部
交通政策課
No.25
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図表３－１ 施策一覧（６／７）
総合交通体系

方針

施策

概要

・広域道路やそれらを接続する環
状道路の整備を推進・促進するこ
とにより、首都圏における交通の
広域道路ネットワークの整備推進 要衝としての役割を果たすととも
に、都市間の連携や交流の促進、
市内の都市活動の円滑化を図
る。
道路整備

道路ネットワーク

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）
（１）国道（直轄事業）
①国道357号湾岸千葉地区改良 地下立体(L=約1km)、交通円滑化対策(交差
点改良等)
②国道51号北千葉拡幅 拡幅工事(L=0.7km)
（２）環状道路
①地域高規格道路千葉中環状道路
・塩田町誉田町線（塩田町） 用地買収・補償
②磯辺茂呂町線（園生町） 用地買収・補償、橋梁整備
（３）主要地方道
①千葉鎌ヶ谷松戸線 用地買収・補償、道路整備（L=390m）
②浜野四街道長沼線(大井戸工区) 道路整備（L=530m）
（４）都市計画道路等
①幕張町弁天町線(弥生町) 実施設計、道路整備(L=220m)、電線共同溝
②塩田町誉田町線(誉田町) 用地買収・補償
③村田町線 用地買収・補償
④中央赤井町線（鵜の森） 予備設計
⑤若松町金親町線（千城台東工区） 用地買収・補償
⑥美浜長作町線（千葉県管理区間） 用地買収・補償、道路整備

（１）大膳野町誉田町線 道路整備(L=240m)
・公共交通機能の向上など、市内 （２）中央星久喜町線 用地買収・補償
都市内幹線道路ネットワークの整
の道路交通の移動性を高める都 （３）南町宮崎町線他２路線 用地買収・補償、道路整備（L=220m）
備推進
市内幹線道路を整備する。
（４）主要地方道千葉大網線（土気駅北口） 用地買収・補償
（５）誉田駅前線 用地買収・補償

交通ネット
ワーク

道路整備

・渋滞や混雑を引き起こしている
道路渋滞・混雑の要因となってい 交差点の改良や踏切道の除却
るボトルネックの改善
（立体交差化）を推進し、ボトル
ネックの改善を図る。

所管

参考資料の
施策No.

No.26

・建設局 道路部
道路計画課
・建設局 道路部
道路建設課
・建設局 道路部
街路建設課
No.27

（１）交差点改良 調査12箇所、工事7箇所
（２）県道幕張八千代線 踏切除却（京成電鉄成田線実籾第4号踏切）

No.28

千葉中央港地区の旅客船桟橋の完成に向け、船事業者の誘致・船を利用した
海辺の賑わいの創出等を目的とした運航実験を実施するとともに、船事業者の発
意による自主的な運航を目的とする。
海上交通

観光利用の促進

千葉港海上交通運航実験

・東京湾に面した本市の地理的特
・都市局 都市部
徴を活かし、千葉港を起点とする ＜千葉中央港地区旅客船運航実験＞
まちづくり推進課
海上交通ネットワークを形成す
民間事業者が提案した企画を審査し、上位３企画の運航実験を実施し、運航事
臨海地域再整備室
る。
業者に対して、３０万円を上限に運航費用を市が負担する。
（平成２７年度～平成２９年度）
・運航実験の実施：３企画
・旅客船の運航開始
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No.29

図表３－１ 施策一覧（７／７）
総合交通体系

方針

施策

駅舎への多機能トイレの導入促
進
利用促進

交通ネット 千葉都市モノレー
ワーク
ル

老朽化への対応

概要

・千葉都市モノレールにおいて、
高齢者や障害者だけでなく、乳幼
児連れの子育て世代等も含め、
誰もが利用しやすい環境を整備
し、利用を促進する。

第２次推進計画（平成２７年度～平成２９年度）

No.30
・整備予定駅：千城台駅他２駅

沿線施設や近隣商店街との連携強化、車両や施設を利用したイベント、駅舎内
・モノレール会社の種々の取り組
スペースの活用（駅ナカ事業・若者イベント等）、他の交通機関との連携強化な
みを支援し、利用を促進する。
ど、モノレール会社の取組みを支援する。

施設の維持更新

・予防保全型の維持管理により、
老朽化したインフラの維持更新費
用の平準化と長寿命化を図り、モ
ノレールの安全を確保する。

公共交通
公共交通の一元 関係機関との
のガバナ
的な計画と運行 協議・調整
ンス

地域公共交通会議などの運営

参考資料の
施策No.

駅舎にバリアフリー対応の多機能トイレを導入する。

利用者の増加への取組み

総合交通政策会議の運営

所管

千葉都市モノレールにおけるインフラ施設の維持更新
・分岐設備の更新
・転落防止床の更新
・変電所機器等の更新 他

・都市局 都市部
交通政策課

No.31

・建設局 土木部
維持管理課
No.32
・都市局 都市部
交通政策課

・本市の公共交通事業には、鉄道、モノレール及びバス事業者など、複数の主体
が参画している。これにより、利用者にとっては、ニーズに応じて複数の移動手
段を選択できるなどメリットがあるが、異なる交通機関を乗り継ぐ際、事業者間
で乗継運賃制度が整備されていないため初乗り運賃が発生すること、各交通
機関で乗継時間を考慮したダイヤが設定されていないため乗り継ぎ待ちの時間
が長くなること、また、乗車場や案内板が事業者ごとに異なる場所に設置されて
おり、分かりづらいことなどの問題も見受けられ、公共交通機関の機能が十分に
発揮できていない状況にある。
・このような状況に対処し、公共交通の利便性を一層向上させるために、本市が
主体となって、交通事業者の自助努力を促すとともに、利用者のニーズを踏ま
えて関係機関及び地域住民との連携を調整し、総合的に交通政策を展開する。

No.33

・現在制度化されている公共交通
に係る協議組織の効率的な活用 ・上記の総合交通政策を展開するため、本市の総合交通政策会議や、国土交通 ・都市局 都市部
と、行政内部の交通、都市、道路
省の交通政策に関する協議会を適材適所で活用し、複数の異なる交通事業
交通政策課
及び住宅政策などに係る部局の
者、行政及び地域住民と、公共交通事業を一元的に計画できるよう調整するこ
連携により、総合交通政策を推進 とで、関係者間の合意形成を図る。
・保健福祉局 高齢障害部
する組織・体制を構築し、公共交 ＜主な会議・協議会＞
高齢福祉課
通のガバナンスを機能させる。
①千葉市地域公共交通会議
道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づき設置され、地域の公共交通
需要に応じた地域住民の社会生活に必要な交通手段の確保及び旅客の利便
推進を図る。
②千葉市福祉有償運送運営協議会
福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行
うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場で、移動
制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与するよう運送者に必要
な指導・助言を行う。
・千葉市地域公共交通会議の開催 ： ５回
・千葉市福祉有償運送運営協議会の開催 ： 年２回程度
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No.34

参考資料
― 施策の事業シート ―
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施策 NO.1

区画整理事業及び都市再開発事業の推進
総合交通体系

まちづくり

方針

集約型都市構造への転換

＜ 説

既成市街地の再整備

明

欄 ＞

１．目的
土地区画整理事業と市街地再開発事業を推進し、土地の有効利用により、良好な居住環境と災害に
強い市街地を形成すること、また、都市計画道路、駅前広場及び公園などの都市基盤を整備すること
により、道路混雑の緩和や公共交通機関の利用促進に寄与することを目的とする。
２．内容
（１）千葉都市計画事業検見川･稲毛地区土地区画整理事業
・施行地区 花見川区検見川町５丁目、稲毛区稲毛町４丁目及び稲毛町５丁目の各一部
・施行面積 ６７．９５ｈａ
・施行期間 昭和６０年度～平成４１年度
（２）千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業
・施行地区 中央区港町，寒川町１・２丁目の各一部
・施行面積 １７．７３ｈａ
・施行期間 平成元年度～平成３５年度
（３）千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業
・施行地区 花見川区幕張町４・５・６丁目、武石町１・２丁目の各一部
・施行面積 ２６．０５ｈａ
・施行期間 平成８年度～平成３２年度
（４）千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
・施行地区 中央区新千葉１丁目及び２丁目の各一部
・施行面積 約１．９ｈａ
・施行期間 平成２年度～平成２９年度
（５）千葉都市計画事業千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業（予定）
・施行地区 中央区富士見１丁目及び２丁目の各一部
・施行面積 約１．０ｈａ
・施行期間 平成２７年度～平成３２年度

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
①千葉都市計画事業検見川･稲毛地区土地区画整理事業
・建物移転
１９４戸（進捗率 ５２．４％）
・道路築造 １２，７００ｍ（進捗率 ５４．１％）
②千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業
・建物移転
３１８戸（進捗率 ６３．５％）
・道路築造 ２，０２９ｍ（進捗率 ３６．６％）
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③千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業
・建物移転
１５３戸（進捗率 ３３．６％）
・道路築造 ２，２７０ｍ（進捗率 ２８．６％）
④千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
・Ａ工区（１．３ｈａ）…平成２５年度末に事業完了
・Ｂ工区…平成２６年３月に事業協力者を決定
⑤千葉都市計画事業千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業
・都市計画決定手続き
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
①千葉都市計画事業検見川･稲毛地区土地区画整理事業
・建物移転 １２戸 ・道路築造 ７０ｍ
②千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業
・建物移転 １１戸 ・道路築造 ２２５ｍ
③千葉都市計画事業東幕張土地区画整理事業
・建物移転 ７２戸 ・道路築造 ８１０ｍ
④千葉都市計画事業千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業
・事業計画変更等の手続き
・ペデストリアンデッキ等の設計 他
⑤千葉都市計画事業千葉駅東口地区第一種市街地再開発事業（予定）
・事業計画及び管理処分計画の認可を目指す

所 管

都市局
都市局
都市局
都市局

都市部
都市部
都市部
都市部

検見川稲毛土地区画整理事務所
寒川土地区画整理事務所
東幕張土地区画整理事務所
まちづくり推進課 千葉都心整備室
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施策 NO.２

地区計画や条例に基づく鉄軌道駅周辺開発の促進

総合交通体系
まちづくり

方針

集約型都市構造への転換

＜ 説

鉄軌道駅周辺の開発

明

欄 ＞

１．目的
駅周辺の既存の店舗や公共施設等を有効に活用して鉄軌道駅周辺の開発を促進し、コンパクトな市
街地を形成する。これにより、公共交通機関を利用しやすい、駅を中心とした徒歩生活圏を構築する
ことを目的とする。

２．内容
・地区計画の運用基準や開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき、指定する駅の中心から１ｋ
ｍ範囲内にあること等の条件を満たす市街化調整区域において、住宅、兼用住宅、共同住宅の建築
を目的とした開発を許可する。
・駅周辺に残された大規模遊休地を活用するため、地区計画による開発を進める（駅周辺の土地利用
転換）
。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）開発許可
①平成２５年度末の現状
・開発許可戸数 ：

３,５６７戸

・開発許可面積 ： ６９７,３５１㎡
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・地区計画の運用基準や開発行為等の許可の基準に関する条例に基づく開発の許可を引き続き行
う。
（２）駅周辺の土地利用転換
①平成２６年度末の現状
・未実施
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
＜稲毛駅東口地区開発＞
・ＪＲ稲毛駅東口に隣接する大規模遊休地を駅周辺にふさわしい土地利用に転換するため、地区
計画を活用した検討を本土地の地権者とともに進める。

都市局 都市部 都市計画課
所 管

都市局 都市部 まちづくり推進課
都市局 都市部 宅地課
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施策 NO.３

橋梁などの長寿命化の推進
総合交通体系

まちづくり

方針

集約型都市構造への転換

＜ 説

道路施設の老朽化への対応

明

欄 ＞

１．目的
高度経済成長期に大量に整備された橋梁は、今後、集中的に更新時期を迎えるため、多額の費用が
必要となる。このため、対症療法型から予防保全型の維持管理に転換することで、橋梁の維持更新費
用の平準化と長寿命化を図り、道路交通の安全を確保することを目的とする。

２．内容
千葉市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、定期点検(１回/５年)により各橋梁の健全度を把握し、調査
結果を踏まえた効率的な維持更新を図る（対象橋梁 ４４６橋）。

３．第２次推進計画における取り組み
（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・補修済 ： １２２橋（進捗率 約２７％）

橋梁補修事例

（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・補修 ： ７８橋

予防的維持管理に転換した場合の事業費予測
180

補修前
1,200

縮減額：５３０億

対症療法的管理
予防保全的管理

150

1,000

対症療法的管理（累計）
予防保全的管理（累計）
120

800

維
持
管 90
理
費
（
億
円 60
）

600

400

30

維
持
管
理
費
累
計
（
億
円
）

200

補修後
0

0
2011

2021

所 管

2031

2041

2051

建設局 土木部 維持管理課
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施策 NO.４

鉄軌道駅におけるエレベーターなどの整備
総合交通体系

まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

バリアフリーへの対応

明

欄 ＞

１．目的
鉄軌道駅へのエレベーターなどの設置を促進し、高齢者、障害者、子供及び妊産婦など、誰もが利
用しやすい駅の環境を整備することを目的とする。

２．内容
鉄道事業者に対し、駅舎へのエレベーターなどの設置費用を補助する。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
千葉市バリアフリー基本構想（利用者数３，０００人／日以上の駅をバリアフリー化することとし
ている）に基づき、利用者数５，０００人／日以上の市内鉄道駅及び全モノレール駅においてエレベ
ーターやスロープを設置し、さらに、利用者数３，０００人／日以上の市内鉄道駅のうち、
「京成千
原線 学園前駅」においてエレベーターを設置した。
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
利用者数３，０００人／日以上の下記鉄道駅において、エレベーターやスロープを設置する。
【対象駅】
(1)スロープの設置
・京成千葉線 検見川駅（２箇所）
(2)エレベーターの設置
・京成千原線 おゆみ野駅（１基）

エレベーターの設置例

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.５

ノンステップバスの導入促進

総合交通体系
まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

バリアフリーへの対応

明

欄 ＞

１．目的
乗降口の段差を無くしたノンステップバスの導入を促進し、高齢者、障害者、子供及び妊産婦など、
誰もが利用しやすいバスの利用環境を整備することを目的とする。

２．内容
バス事業者に対し、国土交通省の補助制度を活用し、ノンステップバスを導入するよう促す。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２５年度末の現状
・導入済 ： ３９８車両（５３．４％）
（市内路線バス車両数 ７４５車両）
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・各バス事業者に対し、国土交通省の補助制度を
活用し、ノンステップバスを導入するよう促す。

ノンステップバス

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.６

歩道の段差解消及び無電柱化の推進
総合交通体系

まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

バリアフリーへの対応

明

欄 ＞

1．目的
歩道のバリアを解消することにより歩行空間を確保し、誰もが移動しやすい歩道環境を整備するこ
とを目的とする。

２．内容
道路特定事業計画に基づき、歩道の段差を解消するとともに、電線共同溝の整備による無電柱化を
推進する。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・歩道の段差 ： 解消箇所数 １,１３４箇所
・電線共同溝 ： 整備延長
２６．０ｋｍ
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・歩道の段差 ： 解消箇所数

１９３ 箇所

・電線共同溝 ： 整備延長

１．３ ｋｍ

歩道の段差解消及び
電線共同溝の整備による無電柱化

所 管

建設局 土木部 維持管理課
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施策 NO.７

緊急輸送道路などにおける耐震化の推進
総合交通体系

まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

災害への対応

明

欄 ＞

１．目的
大規模地震時において、救助及び復旧活動を円滑に行うため、緊急輸送道路などの機能を確保する
ことを目的とする。

２．内容
（１）橋梁の耐震化の推進
・対象橋梁に対して耐震化（橋脚の耐震補強と落橋防止）を推進する（対象橋梁 １３９橋）。
（２）緊急輸送道路沿道建築物耐震化の推進
・震災時の救急活動、消火活動や支援物資の輸送、広域的な避難を実施するため、指定された緊急
輸送道路の確保を目的に沿道建築物の所有者に対して耐震診断を推進する。
・緊急輸送道路に接し、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前の耐震基準）で建築された一定の
高さを超える建築物の耐震診断に要する費用に対して助成する（平成２５年度創設）
。
＊一定の高さ以上の建築物とは
地震により倒壊した場合、緊急輸送道路を閉塞させる恐れのある建築物で下記の建築物

②全面道路幅員が 12ｍ以下の場合

①全面道路幅員が１２ｍを超える場合は
道路中心から斜め 45°に引く斜線に

敷地と道路の境界から道路の反対

当たる建築物

へ６ｍ進んだ位置から斜め４５°に
に引く斜線に当たる建築物

高さ（Ｌ／２）
高さ（６ｍ）
道路中心
45°

45°
前面道路４ｍ

前面道路（Ｌ）

境界線

６ｍ
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敷地

境界線

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）橋梁の耐震化の推進
①平成２６年度末の現状
・橋梁の耐震化 ： １０７橋（進捗率 約７７％）
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・橋梁の耐震化 ： ２０橋
（２）緊急輸送道路沿道建築物耐震化の推進
①平成２６年度末の現状
・耐震診断を行った緊急輸送道路沿道建築物所有者に対して補助 ： １件
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・耐震診断を行った緊急輸送道路沿道建築物所有者に対して補助 ： １件／年

橋桁が落下しないように
チェーンで連結

落橋防止の例

所 管

建設局 土木部 維持管理課
都市局 建築部 建築指導課

- 20 -

施策 NO.８

鉄道駅における耐震化の推進
総合交通体系

まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

災害への対応

明

欄 ＞

１．目的
大規模地震に備え、主要な鉄道駅部における耐震化を促進し、発災時における駅利用者の安全性及
び緊急応急活動拠点機能を確保することを目的とする。
２．内容
（１）橋脚の耐震補強
乗降客が１０，０００人／日以上である京成線の駅部を対象とし、京成千葉駅場内から千葉中央
駅場内（延長１１５８．５ｍのうち６９０ｍ）について耐震補強費用を補助する。
（２）モノレール車両基地の耐震補強
モノレール車両基地内の耐震補強工事として支柱補強及び落橋防止装置の設置を行う。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）橋脚の耐震補強
①平成２６年度末の現状
・橋脚補強済 ： ２４２本（９８％）
（対象 ：２４７本）
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・橋脚補強 ： ５本（京成千葉駅場内）

補強済の橋脚

補強前の橋脚

補強前（左側）と補強済（右側）の橋脚
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（２）モノレール車両基地の耐震補強
①平成２６年度末の現状
・未実施
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・モノレール車両基地の耐震補強を促進する

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.９

低公害車の普及促進及びエコドライブの啓発・公共交通利用の啓発
総合交通体系

まちづくり

方針

公共交通等の利用環境改善

＜ 説

環境負荷の低減

明

欄 ＞

１．目的
大気環境のさらなる改善のため、排出ガス性能に優れたバス、トラック等の低公害車及びより環境
にやさしい運転方法の普及を促進することを目的とする。

２．内容
・大気汚染及び地球温暖化対策として、バス事業、貨物自動車運送事業に対し、低公害車の導入経費
を補助する。
・千葉市環境フェスティバルやエコメッセ、東京モーターショー等でのイベント及びエコドライブ講
習会等を通じて、低公害車やエコドライブを紹介するなどにより、市民の意識啓発を図る。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の状況
・九都県市エコドライブ講習会の実施（年２回）
・エコドライブの啓発活動
・低公害車普及促進事業補助金交付 ２８台

（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・九都県市エコドライブ講習会の実施
・エコドライブの啓発活動
・低公害車普及促進事業補助金交付

所 管

環境局 環境保全部 環境規制課
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施策 NO.１０

駅前広場の整備推進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

乗継ぎの改善

＜ 説

乗継拠点の整備

明

欄 ＞

１．目的
駅前広場の改修などにより乗継拠点の機能を向上させることを目的とする。
２．内容
＜ＪＲ蘇我駅東口駅前広場整備＞
・蘇我副都心の玄関口に相応しい都市基盤の整備を推進し、住む人訪れる人が誇りと愛着がもてる拠
点の形成を先導する。
・バス・タクシー・一般乗降場・自転車駐車場等の整備を行う。

３．第２次推進計画期間内の取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・基本設計業務委託
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・都市計画決定手続き、事業認可、道路・交差点予備設計他

所 管

都市局 都市部 まちづくり推進課
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施策 NO.１１

パーク＆ライドなどの整備推進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

乗継ぎの改善

乗継拠点の整備

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
鉄軌道駅において、パーク＆ライド及びバス＆ライドを推進し、乗継拠点の機能を向上させること
を目的とする。

２．内容
＜パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）＞
・花見川区北部において、高速バスによるパーク＆ライドの社会実験を実施し、需要の有無及び利用
者特性を調査する。
・本市内陸部の交通利便性向上と公共交通の利用を促進する。

パーク＆ライドとは
バス

マイカー
駐車場

会社・店舗など

自宅

自宅からマイカーにて最寄りの駅又はバス停まで行き、マイカーを
駐車させた後、バスや鉄道などの公共交通機関に乗り換え、都心部
や空港等へ向かう。

３．第２次推進計画期間内の取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・未実施
（２）平成２７年～平成２９年度の取組内容
・パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.１２

路線バスにおける IC カードシステムの導入促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

乗継ぎの改善

＜ 説

乗継ぎの円滑化

明

欄 ＞

１．目的
路線バスへの IC カードシステムの導入を促進し、公共交通機関における乗継ぎの円滑化を図るこ
とを目的とする。

２．内容
バス事業者に対し、国土交通省の補助制度を活用し、ＩＣカードシステムを導入するよう促す。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・導入済 ： ７１０台（９５．３％）
（対象 ： ７４５台）
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・バス事業者に対し、千葉県バス協会を通じてＩＣカードシステムの導入における国土交通省の補
助制度の活用を促す。

IC カードシステムの例

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.１３

乗継運賃制度の導入促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

乗継ぎの改善

＜ 説

乗継ぎの円滑化

明

欄 ＞

１．目的
異なる交通手段における乗換え時の初乗運賃の低減など、運賃の共通化を促進し、公共交通の利便
性を向上させる。

２．内容
・乗継運賃制度の導入を促進し、公共交通機関における乗継ぎの円滑化を図る。
・コミュニティバスからコミュニティバスへ乗り継いだ場合や、コミュニティバスを利用し指定の運
行会社のバスへ乗り継いだ場合、乗り継いだバスの運賃から割引を実施する。

３．第２次推進計画内の取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・若葉区泉地区コミュニティバスにおいて実施
（２）平成２７年～平成２９年度の取組内容
・若葉区泉地区コミュニティバスにおいて実施

所 管

都市局 都市部 交通政策課

- 27 -

施策 NO.１４

バス運行情報システムの整備促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

乗継ぎの改善

乗継ぎの円滑化

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
路線バスの位置情報を、バス停に設置した情報端末、インターネット及び携帯電話などを介して利
用者へ提供するバスロケーションシステムの導入を促進し、利用者のバス待ち時の嫌悪感を軽減させ
ることで、バス利用の利便性を向上させることを目的とする。

２．内容
・バス事業者に対し、バスロケーションシステムの整備費用を補助する。
・各バス事業者のバスロケーションシステム間の連携システム（千葉市バスナビシステム）をバス事
業者と共同で整備し、運用する。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・バスロケーションシステムの整備に対する補助 ： １社（２営業所）
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・バスロケーションシステムの整備に対する補助：４社
・千葉市バスナビシステム開発及び運用

バスロケーションシステムの例

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.１５

支線バス路線の見直し

施策 NO.１６

地域住民参画型バス等の運行

総合交通体系
交通ネットワーク

方針
幹線及び支線ルートの形成

都市内公共交通

＜ 説

公共交通の維持が困難な地域への対応

明

欄 ＞

１．目的
・地域住民の要望やバス事業者の経営状況を考慮して、必要に応じて支線バス路線の見直しを支援し、
利便性を向上させる。
・運行の採算がとれないため、公共交通の維持が困難な地域において、地域住民の運営参画や運行経
費の一定負担などを考慮した地域住民参画型バス等を運行し、地域の移動手段を確保する。

２．内容
・地域住民で組織する運営協議会に対し、コミュニティバス等の導入検討前から、他市の事例紹介や
アドバイス、必要な資料の提供を行う。
・コミュニティバス等の運行に係る環境整備（バス停設置、パンフレット作成等）にかかった費用に
対し、市が全額補助する。
・運行欠損額に対し、２分の１以内の額を市が補助する（ただし、年間上限５００万円）
。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・未実施
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
○地域参画型コミュニティバス等運行支援制度の検討・制定
○地域参画型コミュニティバス等への運行支援
・山王地区：環境整備、試行運行及び本格運行への補助

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.１７

アドバイザー制度の導入による地域住民の移動手段確保への取組みの支援
総合交通体系

交通ネットワーク

方針

都市内公共交通

＜ 説

公共交通の維持が困難な地域への対応

明

欄 ＞

１．目的
地域の移動手段を確保していくための地域住民の自主的な取組みについて、専門家等から適切に助言
を受けることができるアドバイザー制度を活用し、これらの活動を支援することを目的とする。

２．内容
・地域住民へのアドバイザーの派遣
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・千葉市公共交通アドバイザー派遣実施要綱の制定
・地域公共交通アドバイザー派遣１回（山王地区）
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・地域公共交通アドバイザー派遣（９回）

山王地区でのアドバイザー派遣の状況

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.１８

福祉タクシーの導入促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

都市内公共交通

福祉・介護に関する交通への対応

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
・福祉タクシーの導入を促進し、高齢者や障害者などの移動を支援することを目的とする。
２．内容
（１）車両導入
国土交通省の補助制度を活用し、福祉タクシーの導入を促進する。
（２）利用者への助成
重度障害者の方が福祉タクシーを利用する際に、その運賃の一部を助成することにより、その社
会活動の範囲を広め、福祉の増進を図る。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）車両導入
①平成２６年度末の現状
・車両導入 ：１４４台
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・タクシー事業者に対し、千葉県タクシー協会を通じて、福祉タクシーの導入における国土交通
省の補助制度の活用を促す。
（２）利用者への助成

①平成２６年度末の現状
・重度障害者の方に対し福祉タクシー利用費用
を助成。
②平成２７年度～平成２９年度の取り組み内容
・引き続き助成を行う。

福祉タクシー

所 管

都市局 都市部 交通政策課
保健福祉局 高齢障害部 障害者自立支援課
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施策 NO.１９

放置自転車対策の推進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

都市内公共交通

自転車への対応

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
放置自転車を防止し、歩行者等の安全かつ円滑な移動を確保することを目的とする。
２．内容
千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画に基づき、近年の自転車利用実態、利用者ニーズ等を
踏まえた自転車駐車場の整備及び統廃合の検討など見直しを図るとともに、既存の自転車駐車場の利
便性の向上及び施設の充実を図り自転車駐車場の利用を促進することにより、公共の場所における自
転車等の放置を防止し、良好な都市環境の形成を図る。
・盗難が多発している自転車駐車場への監視カメラの設置等により、自転車駐車場での防犯対策を行
い、自転車駐車場利用の促進を図る。
・自転車駐車場照明のＬＥＤ化を促進し、維持管理費用の削減を図る。
・多様な利用者ニーズに対応するため、管理人が不在の自転車駐車場での一時利用等を可能とする電
磁ロック式自転車ラックや自動発券機の導入を図る。
・労働環境改善のため管理人用のトイレを整備する。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・千葉市自転車等の駐車対策に関する総合計画策定（平成２０年３月）
・監視カメラ設置 １８基
・電磁ロック式自転車ラックの導入 ３００台
・管理人用トイレ設置 ６箇所
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
①自転車駐車場の整備
・監視カメラ設置 ９１基
・電磁ロック式自転車ラックの導入 ７２４台
・ＬＥＤ照明設置 ４５本
・管理人用トイレ設置 ９箇所

自転車駐車場

②放置自転車の撤去
③利用マナー向上啓発活動

所管課

建設局 土木部 自転車対策課
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施策 NO.２０

自転車走行空間の確保の推進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

都市内公共交通

自転車への対応

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
安全で快適な自転車走行空間を確保することを目的とする。
２．内容
（１）自転車レーンの整備
・歩道における歩行者の安全確保と自転車の車道通行の促進など、安全で快適な自転車走行環境を
創出するため、自転車レーン等の自転車走行環境を整備する。
・「ちばチャリ・すいすいプラン」に基づき、計画的な自転車レーンなどの整備を行うとともに、
道路改良等に合わせ、自転車走行空間の確保が可能な場所においては整備を行う。
（２）幕張新都心コミュニティサイクル社会実験
・幕張新都心における集客・観光及びコンベンション施設等に係る地域資源の回遊性向上等を図る
ためのコミュニティサイクル事業の社会実験を行い、同事業の有効性について検証する。
※社会実験の内容（平成２６年９月１日～平成２７年３月３１日までの運営形態）
①運営形態 本人確認を伴うレンタサイクル方式（有料）
②運営時間 １０：００～１７：００
③サイクルポート ＪＲ海浜幕張駅駅前広場２か所（北口・南口）
④自転車数 ４０台
⑤利用方法 千葉市幕張観光情報センター（海浜幕張駅構内）で本人確認、利用料金の支払
い（２００円/日）等の利用申請を行う。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）自転車レーンの整備
①平成２６年度末の現状
・自転車レーン等の整備 １５．０km
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・自転車レーン等の整備 ２３．８km
（２）幕張新都心コミュニティサイクル社会実験
①平成２６年度末の現状
・社会実験の継続実施、効果検証
②平成２７年～平成２９年度の取組内容
・社会実験の継続実施、効果検証

所 管

自転車レーン

建設局 土木部 自転車対策課
総合政策局 総合政策部 政策企画課 幕張新都心室
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施策 NO.２１

鉄道における混雑率の緩和促進

施策 NO.２２

鉄道の東京及び房総方面などへのアクセス性の向上促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

広域公共交通

鉄道の利便性向上

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
ＪＲ総武線、総武本線、京葉線、内房線及び外房線において、混雑率の緩和及び東京並びに房総方
面などへのアクセス性を向上させることを目的とする。
２．内容
（１）鉄道事業者への要望
県内各市町村で構成する千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟を通じて、鉄道会社へ運行本数の増
便や運行区間の延伸などを継続して要望する。
（２）京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進に関する取り組み
県及び京葉線沿線の市等で構成するＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転促
進に関する協議会を設立し、相互直通運転に向けた調査・研究及び鉄道事業者との協議を行う。
（３）京葉線（市川塩浜～新木場）の複々線化に関する取り組み
本市が将来にわたって魅力と活力にあふれる都市であり続けるためには、東京都心部などとのア
クセス強化は重要である。
混雑率の緩和やアクセス性を向上させるため、鉄道会社へ運行本数の増便の要望をしているが、
ＪＲ京葉線については、市川塩浜－新木場間のダイヤが過密状態であり、増便が困難な状況となっ
ている。りんかい線との相互直通運転を実現させる場合に、その効果をより高めるためにも増便が
必要となることから、複々線化について鉄道事業者等と協議を行う。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）鉄道事業者への要望
①平成２６年度末の現状
千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟を通じて国土交通省及びＪＲ東日本に要望活動を実施
（毎年度）
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟を通じて国土交通省及びＪＲ東日本に要望活動を実施
（毎年度）
（２）京葉線・りんかい線の相互直通運転の促進に関する取り組み
①平成２６年度末の現状
ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転促進に関する協議会を設立し、相互直
通運転に係る利用実態他調査を実施（平成２６年度）
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②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転促進に関する協議会を通じて下記の検
討及び協議・調整を実施
・相互直通運転の試行に向けた検討及び鉄道事業者との協議・調整
・相互直通運転に係る運賃収受及び運賃配分に関する検討
（３）京葉線（市川塩浜～新木場）の複々線化に関する取り組み
①平成２６年度末の現状
千葉県企業庁が所有しているＪＲ京葉線の複々線化用地について、今後も確保するよう要望を実
施
②平成２７年度～平成２９年度の取組内容
複々線化の実現に向け、鉄道事業者等との協議を実施

所 管

都市局 都市部 交通政策課
総合政策局 総合政策部 政策企画課 幕張新都心室
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施策 NO.２３

鉄道新駅の整備促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

広域公共交通

＜ 説

鉄道の利便性向上

明

欄 ＞

１．目的
幕張新都心拡大地区への新駅の設置を促進し、鉄道の利便性を向上させることを目的とする。
２．内容
＜幕張新駅の設置促進＞
・幕張新都心拡大地区については、大型商業施設がオープンするなど、施設の立地が進み賑わいが図
られてきている。
・幕張新都心拡大地区への交通はＪＲ海浜幕張駅からのバス交通が主となっているが、ＪＲ海浜幕張
駅の駅前広場は飽和状態であり、バスを増便することが困難な状況となっている。
・このようなことから、幕張新都心開発当時から計画されていた新駅の設置に向けた取り組みを行う。

３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
新駅は請願駅であり、周辺企業等が建設費を負担することとなるが、幕張新都心の開発整備を進
めてきた千葉県企業庁が関係者と新駅に関する調整を実施している。
（２）平成２７年度～平成２９年度
千葉県企業庁が開催する会議に参加するとともに、千葉県企業庁が中心となり新駅設置の調整を
行うよう要望する。

浜
田
川
ＪＲ京葉線

幕張新駅

幕張メッセ

所 管

都市局 都市部 交通政策課
総合政策局 総合政策部 政策企画課 幕張新都心室
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施策 NO.２４

高速バスの拡充促進

施策 NO.２５

発着所の整備推進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

広域公共交通

＜ 説

高速バスの利便性向上

明

欄 ＞

【施策 No.11 と同内容で再掲】
１．目的
・本市と他主要都市や羽田・成田空港を結ぶ既存路線の増便などを促進し、高速バスの利便性を一層向
上させる。
・鉄軌道駅において、パーク＆ライド及びバス＆ライドを推進し、乗継拠点の機能を向上させる。
２．内容
＜パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）＞
・花見川区北部において、高速バスによるパーク＆ライドの社会実験を実施し、需要の有無及び利用者
特性を調査する。
・本市内陸部の交通利便性向上と公共交通の利用を促進する。

パーク＆ライドとは
バス

マイカー
駐車場

会社・店舗など

自宅

自宅からマイカーにて最寄りの駅又はバス停まで行き、マイカーを
駐車させた後、バスや鉄道などの公共交通機関に乗り換え、都心部
や空港等へ向かう。

３．第２次推進計画期間内の取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・未実施
（２）平成２７年～平成２９年度の取組内容
・パーク＆ライド社会実験（花見川区北部）

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.２６

広域道路ネットワークの整備推進
総合交通体系

交通ネットワーク

方針

道路ネットワーク

＜ 説

道路整備

明

欄 ＞

１．目的
広域道路やそれらを接続する環状道路の整備を推進・促進することにより、首都圏における交通の
要衝としての役割を果たすとともに、都市間の連携や交流の促進、市内の都市活動の円滑化を図るこ
とを目的とする。

２．内容及び第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
○平成２６年度末の現状
（１）国道（直轄事業）
①国道 357 号湾岸千葉地区改良 地下立体(L=約 1km)、交通円滑化対策(交差点改良等)
②国道 51 号北千葉拡幅 調査
（２）環状道路
①地域高規格道路千葉中環状道路
・塩田町誉田町線（塩田町） 事業進捗率 11%
②磯辺茂呂町線（園生町）

事業進捗率 7%

（３）主要地方道
①千葉鎌ヶ谷松戸線 事業進捗率 86%
②浜野四街道長沼線(大井戸工区) 事業進捗率 77%
（４）都市計画道路等
①幕張町弁天町線(弥生町) 事業進捗率 90%
②塩田町誉田町線(誉田町) 事業進捗率 26%
③村田町線 事業進捗率 85%
④中央赤井町線（鵜の森）

未着手

⑤若松町金親町線（千城台東工区） 未着手
⑥美浜長作町線（千葉県管理区間） 用地買収・補償
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○平成２７年度～平成２９年度の取組内容
（１）国道（直轄事業）
①国道 357 号湾岸千葉地区改良 地下立体(L=約 1km)、交通円滑化対策(交差点改良等)
②国道 51 号北千葉拡幅 拡幅工事(L=0.7km)
（２）環状道路
①地域高規格道路千葉中環状道路
・塩田町誉田町線（塩田町） 用地買収・補償
②磯辺茂呂町線（園生町） 用地買収・補償、橋梁整備
（３）主要地方道
①千葉鎌ヶ谷松戸線 用地買収・補償、道路整備（L=390m）
②浜野四街道長沼線(大井戸工区) 道路整備（L=530m）
（４）都市計画道路等
①幕張町弁天町線(弥生町) 実施設計、道路整備(L=220m)、電線共同溝
②塩田町誉田町線(誉田町) 用地買収・補償
③村田町線 用地買収・補償
④中央赤井町線（鵜の森） 予備設計
⑤若松町金親町線（千城台東工区） 用地買収・補償
⑥美浜長作町線（千葉県管理区間） 用地買収・補償、道路整備

建設局 道路部 道路計画課
所 管

建設局 道路部 道路建設課
建設局 道路部 街路建設課
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施策 NO.２７

都市内幹線道路ネットワークの整備推進
総合交通体系

交通ネットワーク

方針

道路ネットワーク

＜ 説

道路整備

明

欄 ＞

１．目的
公共交通機能の向上など、市内の道路交通の移動性を高める都市内幹線道路を整備することを目的
とする。

２．内容及び第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
①大膳野町誉田町線 事業進捗率 76%
②中央星久喜町線 事業進捗率 1%
③南町宮崎町線他２路線 事業進捗率 82%
④主要地方道千葉大網線（土気駅北口） 事業進捗率 22%
⑤誉田駅前線 事業進捗率 11%
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
①大膳野町誉田町線 道路整備(L=240m)
②中央星久喜町線 用地買収・補償
③南町宮崎町線他２路線 用地買収・補償、道路整備（L=220m）
④主要地方道千葉大網線（土気駅北口） 用地買収・補償
⑤誉田駅前線 用地買収・補償

建設局 道路部 道路計画課
所 管

建設局 道路部 道路建設課
建設局 道路部 街路建設課
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施策 NO.２８

道路渋滞・混雑の要因となっているボトルネックの改善
総合交通体系

交通ネットワーク

方針

道路ネットワーク

＜ 説

道路整備

明

欄 ＞

１．目的
渋滞や混雑を引き起こしている交差点の改良や踏切道の除却
（立体交差化）を推進し、ボトルネックの改善を図ることを目的とする。

２．内容及び第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
①交差点改良 調査３箇所、工事５箇所
②県道幕張八千代線 道路整備
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
①交差点改良 調査１２箇所、工事７箇所
②県道幕張八千代線 踏切除却（京成電鉄成田線実籾第４号踏切）

建設局 道路部 道路計画課
所 管

建設局 道路部 道路建設課
建設局 道路部 街路建設課
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施策 NO.２９

千葉港海上交通運航
総合交通体系

交通ネットワーク

方針
海上交通

観光利用の促進

＜ 説

明

欄 ＞

１．目的
東京湾に面した本市の地理的特徴を活かし、千葉港を起点とする海上交通ネットワークを形成する
ことを目的とする。

２．内容
千葉中央港地区の旅客船桟橋の完成に向け、船事業者の誘致・船を利用した海辺の賑わいの創出等
を目的とした運航実験を実施するとともに、船事業者の発意による自主的な運航を目的とする。
＜千葉中央港地区旅客船運航実験＞
・民間事業者が提案した企画を審査し、上位３企画の運航実験を実施する。
・運航事業者に対して、３０万円を上限に運航費用を市が負担する。

３．第２次推進計画期間内の取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・運航実験の実施：３企画
①「千葉～浦安間サイクルシップ」
運航会社：株式会社トライアングル
②「千葉工場夜景鑑賞クルーズ＆オーシャンテーブルディナー」
運航会社：株式会社ケーエムシーコーポレーション
③「CHIBA Pirates Halloween 2014」
運航会社：株式会社スパイスサーブ
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・運航実験の実施：３企画
・旅客船の運航開始

運航実験の様子

所 管

都市局 都市部 まちづくり推進課 臨海地域再整備室
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施策 NO.３０

駅舎への多機能トイレの導入促進

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

千葉都市モノレール

＜ 説

利用促進

明

欄 ＞

１．目的
千葉都市モノレールにおいて、高齢者や障害者だけでなく、乳幼児連れの子育て世代等も含め、誰
もが利用しやすい環境を整備し、利用を促進することを目的とする。

２．内容
駅舎にバリアフリー対応の多機能トイレを導入する。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・整備実績 ２駅
平成２４年度 都賀駅
平成２６年度 スポーツセンター駅
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・整備予定駅 千城台駅他２駅

多機能トイレの例

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.３１

利用者の増加への取組み

総合交通体系
交通ネットワーク

方針

千葉都市モノレール

＜ 説

利用促進

明

欄 ＞

１．目的
モノレール会社の種々の取組みを支援し、利用を促進することを目的とする。
２．内容
・沿線施設や近隣商店街との連携強化、車両や施設を利用したイベント、駅舎内スペースの活用（駅
ナカ事業・若者イベント等）、他の交通機関との連携強化など、モノレール会社の取組みを支援す
る。
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・パーク＆ライド
・駅ナカ事業
・駅オープンスペースの活用
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・沿線施設や近隣商店街との連携強化
・車両や施設を利用したイベント
・駅舎内スペースの活用（駅ナカ事業・若者イベント等）
・他の交通機関との連携強化

駅舎内スペースの活用

パーク＆ライド

所 管

都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.３２

施設の維持更新
総合交通体系

交通ネットワーク

方針

千葉都市モノレール

＜ 説

老朽化への対応

明

欄 ＞

１．目的
千葉都市モノレールは、開業から２５年以上経過し、今後、軌道等、インフラの大規模な修繕や更
新により多額の費用が必要となる。このため、対症療法型から予防保全型の維持管理に転換すること
で、インフラの維持更新費用の平準化と長寿命化を図り、モノレールの安全を確保することを目的と
する。

２．内容
千葉都市モノレールにおけるインフラ施設の維持更新：Ｌ＝１５．４ｋｍ
３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・分岐設備更新 ２６基
・転落防止床の更新 ７駅
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・分岐設備更新
・転落防止床の更新
・変電所機器等の更新 他

所 管

建設局 土木部 維持管理課
都市局 都市部 交通政策課
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施策 NO.３３

総合交通政策会議の運営

施策 NO.３４

地域公共交通会議などの運営

総合交通体系

方針

公共交通の

公共交通の一元的な

ガバナンス

計画と運営

＜ 説

関係機関との協議・調整

明

欄 ＞

１．目的
現在制度化されている公共交通に係る協議組織の効率的な活用と、行政内部の交通、都市、道路及
び住宅政策などに係る部局の連携により、総合交通政策を推進する組織・体制を構築し、公共交通の
ガバナンスを機能させることを目的とする。

２．内容
（１）総合交通政策の展開
本市の公共交通事業には、鉄道、モノレール及びバス事業者など、複数の主体が参画している。
公共交通へ複数の事業者が参入することにより、利用者にとっては、ニーズに応じて複数の移動手
段を選択できるなどのメリットがある。しかし、異なる交通機関を乗り継ぐ際、事業者間で乗継運賃
制度が整備されていないため初乗り運賃が発生すること、各交通機関で乗継時間を考慮したダイヤが
設定されていないため乗り継ぎ待ちの時間が長くなること、また、乗車場や案内板が事業者ごとに異
なる場所に設置されており分かりづらいことなどの問題も見受けられ、公共交通機関の機能が十分に
発揮できていない状況にある。
このような状態に対処し、公共交通の利便性を一層向上させるために、本市が主体となって、交通
事業者の自助努力を促すとともに、利用者のニーズを踏まえて関係機関及び地域住民との連携を調整
し、総合的に交通政策を展開する。

（２）ガバナンスのための協議・調整
上記の総合交通施策を展開するため、本市の総合交通政策会議や、国土交通省の交通政策に関する
協議会を適材適所で活用し、複数の異なる交通事業者、行政及び地域住民等と、公共交通事業を一元
的に計画し運営できるように調整することで、関係者間の合意形成を図る。
＜主な会議・協議会＞
①千葉市地域公共交通会議
道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づき設置され、地域の公共交通需要に応じた地域
住民の社会生活に必要な交通手段の確保及び旅客の利便推進を図る。
②千葉市福祉有償運送運営協議会
福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事
項について、地域の関係者が集まり協議する場で、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の
向上に寄与するよう運送者に必要な指導・助言を行う。
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３．第２次推進計画における取り組み（平成２７年度～平成２９年度）
（１）平成２６年度末の現状
・千葉市地域公共交通会議の開催 ： １回
・千葉市福祉有償運送運営協議会の開催（平成１７年度～平成２６年度） ： 計１８回
（２）平成２７年度～平成２９年度の取組内容
・千葉市地域公共交通会議の開催 ： ５回
・千葉市福祉有償運送運営協議会の開催 ： 年２回程度

所 管

都市局 都市部 交通政策課
保健福祉局 高齢障害部 高齢福祉課
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第２次施策の推進計画
策 定
発 行

平成２７年３月
千葉市 都市局 都市部 交通政策課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港２番１号
千葉中央コミュニティセンター３階
電話 043-245-5351

