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アクセス
●東京方面からは

　京葉道路穴川 I.C より市街方面に約 3km 

●市原方面からは

　京葉道路穴川東 I.C より市街方面に 2km

●成田方面からは

　東関東自動車道路千葉北 I.C より千葉方

　面へ約 7km

モノレール
千葉都市モノレール動物公園駅下車　

徒歩０分

   ・千葉駅より約１２分 

   ・都賀駅より約５分

   ・千葉みなと駅より約 16 分

　　　千葉市　動物公園　

　〒 264-0037　

　千葉市若葉区源町２８０番地

　TEL ０４３－２５２－１１１１　　

　FAX ０４３－２５５－７１１６

　http://www.city.chiba.jp/zoo/index.html

  千葉市シリーズ
          今号よりスタート！
                    http://www.city.chiba.jp/

　千葉市の起源は、縄文時代の初期にその源を発してい

ます。

 都市としては、大治元年（1126 年）千葉常重が猪鼻台

に居館を築いたことに始まります。

　近代都市としての始まりは、明治 6 年（1873 年）、

木更津、印旛の 2 県が廃合され千葉県となり、県庁が

千葉町に置かれたことにより、県内の政治・経済・文化

の中心地、また交通の要衝として発展しました。

大正 10 年（1921 年）1 月 1 日、市制施行により、千

葉町から千葉市としてスタートしました。

　そして、臨海部の開発、大規模住宅団地の建設、内陸

工業団地の造成、さらには、近隣町村との合併や埋立に

より、市域を拡大するとともに、快適な生活環境づくり、

バランスのとれた都市づくりを進め、平成 4 年（1992 年）

4 月 1 日には、全国 12 番目の政令指定都市に移行しま

した。

千葉市シリーズ

千葉を元気にする
タウン情報誌

（学生・主婦・子育て世代・シニア世代）
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千葉市役所
　http://www.city.chiba.jp/

〒 260-8722 

千葉市中央区千葉港 1 番 1 号

TEL　 043-245-5111

千葉市長  熊谷 俊人氏 より
 副市長への ご紹介コメント頂きました。

主な担当職務（所管局）

　総務局、総合政策局、財政局、市民局、保健福祉局、こども未来局、区役所、消防局、病院局な

どを担当。

学生時代～現在

　大学卒業後は、薬品・酒造関係の会社に就職。後に家庭の事情により、千葉市役所の公務員試験

を受験。採用後、市役所に 42 年間勤続。現在、副市長 5 年目。

　趣味は、週 1 回の水泳とゴルフ。

千葉市、私のお気に入り！

　私の千葉市のお気に入りは、懸垂型では世界最長のモノレールです。中でもお薦めは「秋のワイ

ン列車」です。

　これからの千葉市に期待することは、人口が今後も増えてほしいこと、県外の人々にもっと千葉

市に来てもらいたいことです。その為には、千葉市の魅力について、さらに発信をしていかなけれ

ばなりません。

　また企業誘致の施策にも取り組んでおり、新たな雇用にもつながればと考えております。

　待機児童については、取り組みの成果もあり、大きく減少してきているので、今後は女性にも、

より一層活躍をしてもらえればと思っています。

　特産物のお薦めは「サツマイモ」「ピーナッツ」「チーバくんグッズ」などでしょうか。

主な担当職務（所管局）

　環境局、経済農政局、都市局、建設局、水道局、農業委員会事務局 などを担当。

学生時代

　中学時代は、軟式テニス部、大学時代は、バトミントン部に所属するなど、スポーツ好き。

千葉市、私のお気に入り！

　公募で大澤社長に決まる前に、副市長とモノレール会社の社長を兼務したので、今でも「モノレー

ル」については気になります。

　お気に入りは千葉市動物公園のレッサーパンダ。そして、散歩すると気持ちがリフレッシュする

いなげの浜。食べ物では、イチゴが美味しいと思います。

　過去、仙台・郡山・前橋などに居住していた為、その地域の特産物などに特に興味があり、思い

出もたくさんあります。

　これからの千葉市については、ホームタウンとして、ジェフユナイテッド千葉、千葉ロッテマリー

ンズを市民の皆様とともに応援し、千葉市を盛り上げて行きたいと思っています。

平成 20 年、国土交通

省から千葉市に出向

し、都市局長に就任。

国土交通省には 18 年

間勤務。

東京都世田谷区在住。

千葉市副市長、 お二人にお聞きしました！

千葉市シリーズ

 　藤代副市長には私と職員の間を取り持つ役割を担って頂いています。

　私は外部出身ですから職員の心の機微まではなかなか分かりません。その辺りを理解してい

る藤代さんが何かとフォローをしてくれており、大変感謝しています。

　徳永副市長は土木の専門としての知識と、国交省などのネットワークを活かしたサポートを

して頂いています。私に対しても率直に意見を言ってくれる点も大変有難いと思っています。

　千葉市役所の市長・両副市長は世代のバランスや、民間・市・国と出身のバランスも取れて

おり、非常に良いコンビネーションで執務にあたっています。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷 俊人

　
　

徳永 幸久さん

千葉生まれの千葉育

ち、4 人兄弟の末っ子。

両親祖父母の代から

ずっと千葉市花見川区

検見川に在住。検見川

小学校、花園中学校、

千葉商業高校、中央大

卒。

   藤
代 謙二さん



３

千葉市消防局・中央消防署
〒 260-0854　千葉市中央区長洲 1-2-1　

総務課　TEL　043-202-1611

　　　　FAX　043-202-1614

http://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/shobo_top.html

千葉市シリーズ

　千葉市中央区長洲に、セーフティちば「千葉市消防局」と「千葉市中央消防署」が併設さ

れている。災害から市民の生命、財産を守り、消防や緊急活動を行う為の拠点である。

　「出動司令」の流れたそのわずか 1 分後には消防士が 2 階から階段を駆け下り、防火衣を

装着し、救急車や消防車に乗り込む。1 秒でも早く現場へ到着する為、まさに時間との戦いだ。

　 朝の挨拶、引継ぎはしっかりと！

毎日の業務は、朝 8:30 に朝礼→全員で体操→中央消防署前に集合→消防車、救急車の点検→集合→夜勤交代

　大活躍の女性消防士たちにインタビュー

朝の車両点検は入念！皆さん、 真剣にチェック！

総合指令情報システム（ＦＡＣＴＯＳ）

　指令センターには救急救命士が行う救命処置などの指示を行う医師が 24 時間、365 日常駐

している。

　市民からの通報をもとに状況に応じた消防車両を編成し、出動命令を出している。

　更に各車両に様々な支援情報を流し、様々な活動を支える。

　＊ 119 番通報する時は、「落ち着いてハッキリ、正しく情報を伝える」ことが大切！

　　尚、携帯電話から通報する時は、付近の目標となる建物、住所表示などを確認して通報し

　　て下さい。

上田有里さん（勤続 20 年）

①公務員を志望していて、デスクワー

　クでない動きのある職種を考えてい

　ました。中でも消防は、警察と違っ  

　て県内異動がない（市内）というこ

   を考慮し、決定した。

②救急車の中で出産に立ち会い、自分

　が経験したことが役に立って嬉し　

松浦まり子さん（勤続 3 年）

①医療に興味があったし、救急車に乗

　りたかった。

②救急で患者を助けてお礼を言われた

　時、嬉しかった。

石毛恵さん（勤続 2 年）

① TV を観て医療や救命士に興味を　

　持った。

②救急の現場で感謝された時、感動し

　た。

木内亜紗美さん（勤続 9 年）

①おじいちゃんが死んだとき、救急隊

　の人を見て感動した。

②人の命を救って感謝された時、世の

　中の役に立っていると感じる。向かって左から「石毛恵さん」「上田有里さん」

「松浦まり子さん」「木内亜紗美さん」

　　　♡　　　　インタビューの内容　　①消防士志望の動機　　　②仕事で感動したこと　♡

↑男性隊員が患

者役の協力！
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　壁の穴（イタリアン）
　〒 260-0044

　千葉市中央区松波 2-19-5　

　TEL　043-252-1811 

アジアンダイニング

　　　　TaLoBa
 

　マッサマンカレー

世界美食ランキング第１位

に輝いたカレーです。全く

辛くなくマイルドな仕上が

りで、女性に大人気のカ

レーです。840 円

〒２60-0015

千 葉 市 中 央 区 富 士 見

2-15-9　A&F ビル６F　

TEL　043-201-1955

南三陸♡西千葉福幸丸（復興支援）

プロジェクト

＊タコとわかめのパスタ

　woodhouse-cafe（地ビール）

　　〒 260-0044  

　千葉市中央区松波１-14-1

　TEL　043-308-9181

ありがとう！「woodhouse-cafe」

　mihorin 新聞が、長年お世話に

なった「ウッドハウスカフェ」が

2012 年 3 月 31 日で閉店が決ま

りました。地域の人々に愛された

おしゃれなカフェにさようならす

るのは大変残念です。素敵なお店

で楽しませて頂いたことに心より

感謝申し上げます。

　　　　　　　　mihorin 企画　

　代表　松山美穂子

　概要　＊ mihorin 新聞発行（地域情報誌）月刊

　　　　＊千葉市内でのイベント企画（セミナー）

　　　　＊校正受注

　　　　＊チラシ・ポスター作成

　　　　＊広告掲載（求人含む）

　　　　＊ HP 制作　

　TEL　090-8013-7966

　mail   mail@mihorin.com　　

　URL  http://mihorin.com

つながろう！千葉～地域ネットワークを楽しむ交流会～ご報告

＊タコとわかめのサラダ

　Heart to Heart コンサートチケット完売！
　4 月 15 日（日）、千葉市美浜区の自然食レストラン「四季こよみ」で

開催される、「Heart to Heart  2012  スプリングコンサート 2nd Live」

のチケットが完売しました。好評につき、5 月 27 日（日）に追加コンサー

トが決定しました。　益々人気の「Heart to Herat」嬉しい悲鳴ですね。

　彼女たちの練習は、本当に真剣そのものです。皆様、乞うご期待！

　2012 年 3 月 11 日（日）、千葉市美浜区の自然食レストラン「四季こよみ」にて、

mihorin 企画主催の「つながろう！千葉」～地域ネットワークを楽しむ交流会が開催され

ました。約 70 名の参加者と共にプログラムをすべて無事終えることができました。

　千葉市長の熊谷氏、元千葉県知事、堂本氏を始め、　千葉西警察署（池田さん）、千葉市

中央消防局（大なぎさん）、障害者就労支援センター（藤尾さん）、千葉大学院生（鈴木さん）、

稲毛区の障害者の方（加藤さん）など、皆様の素晴らしいスピーチに、心より感謝いたし

ます。

　そして、素敵な演奏や歌などおしゃれな雰囲気を作って下さったアーティスト達、「四

季こよみの」オーナーの遠山さん、スタッフの方々ありがとうございました。

　被災地で救援現地報告や心温まるお話に参加者は、メディアと又違った情報に改めて「復

興」の意識が高まったようです。この会に参加してくださった皆さんやご協力してくださっ

たスタッフの皆様にも心より感謝申しげます。

　震災から 1 年たちましたが、復興はまだまだこれからです。市民一人一人が被災地を

支援し、防災にも備えなければいけませんね。

　　　

　　　　募金の送り先
　東日本大震災による震災孤児等への
　支援のための寄附口座

　「東日本大震災ふくしまこども寄附金」
　福島県　保健福祉部児童家庭課へ　3 月 26 日　　         

22,474 円

自然食レストラン

「四季こよみ」
〒 261-0005 

千 葉 市 美 浜 区 稲 毛 海 岸 2-3-10 

PAT 稲 毛 PLAZA 　A3 号 館 ２ F        

TEL　043-238-1371

ランチバイキング

大人　1,300 円


