
（千円）

方向性1　大会の成功を実現する

事業内容等 事 業 費 担 当 課

174,081

(1) ＰＲ活動
ラストマイル装飾、モノレール等ラッピング、プロモーション
動画放映などを実施

71,980

(2)
機運醸成イベント、開催競技体験
会

大会開催期間中の会場周辺イベントやパブリックビューイ
ングなど、東京2020大会を盛り上げるイベントを開催

23,500

(3) 千葉市ゆかり選手の応援
東京2020大会に出場する本市ゆかり選手の周知・応援の
ための横断幕等を作成

300
オリンピック・パラリンピッ
ク調整課

(4)
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

1,500
オリンピック・パラリンピッ
ク振興課

(5) 聖火リレー
オリンピック聖火リレーの運営支援、
パラリンピック聖火リレーの運営支援、市の採火式

65,200

(6) 大会記録の作成
東京2020大会が市内で開催された記録を後世に残すた
めの冊子の作成

10,000

(7) 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 146 生涯学習振興課

(8) 花いっぱい市民活動の推進 「花いっぱい市民活動助成」配付花苗上限数の拡充 1,000 緑政課

(9) 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 455
中央図書館情報資料課
管理課

118,240

(1) ボランティア体制の構築
都市ボランティアの育成及び大会期間中の運営を行うとと
もに、大会のレガシーとしてのボランティア文化醸成のた
め、市民のボランティア活動を支援する体制を構築

118,002
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 238 国際交流課

25,975

(1)
路上喫煙等及び空き缶等の散乱
防止

大型ビジョン及び路面標示による周知・啓発 2,000 廃棄物対策課

(2) 海浜幕張駅前美化 駅前公衆トイレ清掃の強化 2,500 収集業務課

(3) 消防警備体制整備
大会時の専用救急車の確保、会場警備における資機材
の整備など

11,900 消防局総務課

(4) 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 5,575 地域安全課

(5) 外国人の救急患者受け入れ
救急医療が必要となった外国人観光客が安心して医療を
受けられるようにするため、医療通訳サービスを実施

4,000 健康企画課

方向性２　スポーツ文化を普及し発展させる

事業内容等 事 業 費 担 当 課

39,193

市内で開催されるパラスポーツ大会の観戦者数を増やす
盛り上げ策の実施

3,000

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

6,824

パラスポーツフェスタちばを開催し、様々なパラスポーツの
体験、対抗戦等のイベントを実施

3,000

パラリンピックの盛り上がりをパラスポーツ普及に更に結び
付けるため、ボッチャの市民大会を開催

4,000

車いすバスケットボール大会の開催等を支援 7,305

東京2020大会出場選手による報告会を開催 800

(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 178

(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

ジャパンビーチゲームズフェスティバルの開催 10,000

千葉シティトライアスロンの開催 51

(6)
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、大会を開催 310 稲毛区地域振興課

(7) パラスポーツ体験研修
市職員研修においてゴールボールなどパラスポーツの研
修を取り入れる

521 人材育成課

オリンピック・パラリンピック関連予算

 １　機運醸成 ・・・ 東京2020大会に向けた開催機運の盛り上げ

 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

 ４　スポーツ振興 ・・・ 市民がスポーツにふれあう環境の充実

事　業　名

(5) スポーツ大会・イベント誘致

スポーツ振興課

事　業　名

(1) パラスポーツの推進
オリンピック・パラリンピッ
ク調整課

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
ク調整課
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方向性３　多様性に対応した共生社会を実現する

事業内容等 事 業 費 担 当 課

 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 37,140

(1) 障害者のスポーツ活動推進
ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営やパラスポーツ
振興補助金の創設により、身近な地域で障害者がスポー
ツ活動に参加できる環境を整備

32,000

(2) パラスポーツ交流会
障害者と健常者が共に参加できるパラスポ-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ボッ
チャの体験会を開催

1,100

(4) パラスポーツ競技用具の整備
障害者スポーツが盛んな療育センター、障害者福祉セン
ターで使用するパラスポーツ競技用具を整備

1,540 スポーツ振興課

 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　 80,530

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

13,891

学校連携観戦プログラムによる児童・生徒のパラリンピック
観戦

63,165

小中特別支援学校のパラスポーツ交流会を実施 720

(2)
オリンピック・パラリンピック応援作
品の制作

パラリンピック観戦時に使用する応援作品を制作 2,754

 ７　共生社会 ・・・ 東京2020大会を契機とした多様性理解の促進 2,188

(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 1,532 男女共同参画課

(2) 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

656 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

事業内容等 事 業 費 担 当 課

 ８　文化振興 ・・・ 東京2020大会を契機とした本市の文化の発信 148,000

(1) 千の葉の芸術祭 写真芸術展・イベント・ワークショップ等を実施 142,000

(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

 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 44,651

(1)
外国人観光客向け情報発信・有料
ツアーガイド施設の設置運営

海浜幕張を拠点とした外国人向け観光情報の提供・ガイド
ツアー実施

25,000

(2) 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 1,390

(3)
外国人向け観光ボランティア
ガイド育成・派遣

外国人向け観光ボランティアガイドの活躍の場の創出 1,500

(4) 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 201

(5) おもてなし観光発信事業
外国人観光客などの満足度を高めるため、縁日など日本
文化に触れる機会の創出

4,600

おもてなし観光発信事業（市の土産品の販売等） 400

甲冑体験などによる千葉氏のPR 1,500 文化財課

自動運転モビリティのデモンストレーション 5,000 国家戦略特区推進課

(7)
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

260 産業支援課

(8) 地域資源の内外への発信 見浜園などにハスのプランターを設置 2,300 緑政課

(9) MICE誘致
幕張メッセで開催する７競技団体に対し、本市をPRし、今
後のMICEにつなげる

2,500 観光MICE企画課

 １０　地域活性化 ・・・ 東京2020大会を契機とした市民参加の拡大 15,000

(1) シェアリングエコノミーの推進
ホームシェア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

15,000 国家戦略特区推進課

684,998合　　計

オリンピック・パラリンピッ
ク調整課

観光プロモーション課

文化振興課

(1)

教育委員会企画課

観光MICE企画課

事　業　名

事　業　名

(6)
ライブサイトと同時開催される県の
魅力発信イベントへの出展

オリンピック・パラリンピック教育
の推進

2


