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●就任直後「脱・財政危機宣言」を出し、健全な財政へと着実な成功を収めた。 

●SNS などを通じて情報発信し、職員は元より、市民との情報共有に力を入れ、東日本大震災におい

てもリアルタイムでの発信で市民に安心感を与え、頼りにされた。 

●千葉市の海の魅力を生かす為に官民一体となり、ビーチとライフスタイルを結び付けるお洒落な街を

目指し、一歩一歩着実に成功を果たしつつある。 

●2015 年からの幕張海浜公園レッドブル・エアレース開催もビーチの魅力を身近にさせるうちの一つ

である。 

●地理的に日本の玄関口の一つである成田空港に近いこともあって、グローバル化にも力を注ぐ計画で

ある。 

●国家戦略特区の指定都市としてドローンの宅配サービス実証実験も今後の課題としていい方向に持っ

ていきたいと言う。 

熊谷
くまがい

俊人
としひと

千葉市長にインタビュー 

 

プロフィール 

1978年生まれ、神戸市出

身。2001年早稲田大学政治

経済学部卒業、ＮＴＴコミュニ

ケーションズ株式会社入社。 

2007年 5月から 2年間、

千葉市議会議員を務め、

2009年 6月、千葉市長選挙

に立候補し当選。 

 当時全国最年少市長（31

歳）、政令指定都市では歴代

最年少市長となる。 

 2013年 5月、再選。現在２

期目。 

 

阪神淡路大震災での経験を生

かし、政令市・千葉市のかじ取

りを行っている熊谷俊人市長。 

 就任時には独身だった熊谷氏

も長女、長男の二児の父親とな

った今現在、家族の大切さを感

じながらの市政への取り組み、

この 8年間の成果などインタビ

ューしました。 

 

主な取り組み 
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 熊谷
くまがい

俊人
としひと

千葉市長にインタビュー 
 

 

 

千葉市の魅力を伝えたい！ 千葉市の魅力や今後の展開など教えてください。 

千葉市は多くのポテンシャルに恵まれていますが、こ

れまでそのアピールが弱く、生かし切れていませんでし

た。海岸線の美しさ、港と工場の融合した景色、自然に

あふれた動物公園、花の美術館、「加曽利貝塚」、若葉

区富田の芝桜、稲毛海岸ヨットハーバー、成田空港への

利便性の高さなど数え上げればきりがないほどたくさん

あります。 

 その中でここ一、二年注目なのは「加曽利貝塚」です。

初の特別史跡（国宝級）の指定を目指しています。 

そして最近では、千葉市動物公園の新設した「ふれあい

広場」も人気上昇中で、子供たちも大人も楽しめます。

バーベキューもかなりの人でにぎわっています。 

 海辺に関しては都市型ビーチとして活性化すべく魅力

的な施設を増やす予定です。 
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グルメ情報🍰ハンバーグ＆スィーツ千葉 

 【千葉県船橋市】【行列のできる飲めるハンーグのお店】 

 

 

【千葉県千葉市中央区】松波 4 丁目 20－6 双葉ビル１F 

松波町に新しくオープンした可愛いスィーツのお店 

「パティスリーボーナパルト」 

西千葉駅から徒歩 5 分。 

テイクアウト、店内でもお洒落で美味しいケーキを楽しめる。 

 デザインケーキやショートケーキなど、程よい甘さで季節のフ

ルーツをふんだんに使った新鮮さが見た目にも美しい。 

 特にメロンがあっさりした甘さと上品な口当たりで、嬉しくな

ってくる。友人へのプレゼントやバースデーケーキの注文など 

きっと喜んでくれること間違いなし。ぜひご賞味を。 

TEL 043‐301-2650 自衛隊千葉の斜め前 

 

 

JR 船橋駅南口から徒歩 1 分。最高級黒毛和牛霜降り入り

A5 ランクの贅沢ハンバーグ。肉汁がスープのように流れ出

す、まさに「飲めるハンバーグ」が人気の「将泰庵」。 

11：30 オープン。店舗入り口が 2 階なので、階段は毎日行

列ができる人気ぶり。ぜひ予約して行こう！ 

千葉県船橋市本町 4 丁目 3－5 大西園ビル２F 

TEL 047‐409-6677 

ランチメニューの 

ハンバーグ御膳は「ポン酢」が人気№１！ 

肉の匠「将泰庵」 

はなれ~HANARE~ 
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グルメ情報野菜、グルテンフリー東京新宿 

 

 

【東京都新宿】【HEALTHY AGING】 

LAW GLUTEN FREE 

Directly from the farm 

 

 

 

 

 

場所は『小田急新宿ミロード』にあるモザイク通り沿い。 

LAW=加工されていない生の食材を使用している 

GULTEN FREE＝グルテンが含まれていない 

Direct from the farm＝契約農家さん直送野菜 

「コールドスミスジュースがヘルシー!」 

酵素を壊さず栄養をたっぷりとれる素晴らしいジュース。 

店内はグリーンが多く、テラスでも食事を楽しめる。 

オーガニックの野菜を使ったヘルシーメニューは健康を考

える人には正に「癒しの空間」。 

新宿に森ができたような錯覚も起きるくらい自然に満ち溢

れています。 

特に女性が目で楽しめる食事、それでいて健康重視の栄養

がたっぷりで人気は上々。 

「ミスターファーマー」 新宿ミロード店 

東京都新宿区西新宿 1－1－3 小田急新宿ミロード 

モザイク通り TEL 03‐3349‐5731 
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  グルメ情報石窯パン工房【千葉市稲毛区】  

 

 

 

石窯パン工房ル・マタン 

調理パンのサンドウィッ

チやチキンバーガー、ラ

スクも人気で、他にもア

ップルパイやメロンパン

など多種多様なアイディ

ア満載の美味しいパンが

ずらりと並ぶ。 

出来立てのパンは種類も豊富 

パンを購入すると、コーヒ

ーがサービスされる。 

休日の朝、テラスで焼き

たてパンと美味しいコーヒ

ーのモーニングを楽しみに

している人も多い。 

千葉市稲毛区小中台町 543－1 

TEL 043-290-1100 

アクセス 

JR 稲毛駅東口より平和交通バス 

あさま台行約 8 分、スカイタウン前か

ら徒歩 1 分（駐車スペースあり） 

イートインスペース 26 席 

焼却炉のまわりを耐火レンガで

囲んだスペインから直輸入の石

窯。  

耐火レンガを使用することで発生

する遠赤外線で中心までしっかり

熱が入り、しっとりした香ばしい

パンが焼き上がる。  

 伝統の窯と熟練の職人の腕から

生まれる味わいを堪能できる。  
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   花と話して【4】 

 

 

あらすじ 「波乱万丈人生」 

1935 年、埼玉県青柳町で 6 人兄弟の 5 番目として生まれ

たふみえは、戦争を通して様々な体験をしていく。 

農地改革、腎臓病、貧困と復興。 

幼いながら小学校の休学を余儀なくされ、心は揺れ動く。 

農地改革によって一家の生活は逼迫して行った。貧困のどん底であった国民は 1945 年夏、厳しさの

中で復興へと立ち上がらなければならなかった。 

ふみえがやっとの思いで学校に復帰したのが中学 2 年だった。約 2 年間の休学はさすがに簡単では

なかった。しかしながら、闘病中に自宅で過ごした中で、母が唯一買ってくれた「歴史の本」が功を奏

し、社会の成績は上々であった。それがふみえにとって密かな救いでもあった。いま振り返ってみると

そのことは、病気の副産物だったのだ。 

 ふみえはマイペースではあるが、順調に大人の女性へと成長し、埼玉の実家から親元を離れ、東京の

従妹を頼りに遅咲きながら自立していった。 

 東京での暮らしは地味で平凡ではあったが、それなりに一人の若い女性として充実していた。 

設備関係の事務や文房具やなど経て、いつの間にか年月が流れ、気が付くと 35 歳になっていた。 

もう、子供が一人や二人いてもおかしくない年齢である。 

 戦争の爪痕は確かに消えてはいなかったが、人々は着実に復興が進んでいるという実感はあった。 

そうこうしている日々の暮らしの中で、体調の異変を感じ始めていたふみえは病院で愕然とする診断

を受けるのであった。 

腎臓、低血圧、結核、卵巣嚢腫とあらゆる合併症に、身も心も空虚状態に陥り、生きるすべさえ失いか

けていた。東大病院本郷診療所への足取りは重かったが、通院治療をするしかなかった。 

 栄養不良が原因の持病が大人になってもちらほらと顔を出し、病との付き合いもうまくなって行っ

た。言い知れぬ不安を時折、拭い去ろうとしたが、すればするほど不幸が覆いかぶさってくるような気

がした。しかし、希望をまったく捨てたわけでもなかった。 

 そんなある日、桐朋学園の教師をしていた兄の紹介で見合いの話が飛び込んできた。第 4 章「上京」 
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  加藤さんの近況 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

実在する主人公の「加藤ふみえ」さんは現在、千葉市稲毛区から夷隅郡大多喜町へ引っ越しされま

した。 

 毎日、澄み渡る青空、美しい鳥のさえずりと新緑の山に囲まれた自然の中で、日々の生活を楽しん

でおられます。 

大宇宙の中で多くの自然が育まれ喜んでいる豊かな大地が、緑が、水が、それを守っている人たち

がいる。 

そんな町に引っ越してきました。 

小学校の頃は埼玉の青柳町の実家で庭に出れば、秩父連山、畑に行けば浅間山、妙義山、榛名山、そ

の向こうには谷川連峰、赤城山、そして日光男体山、その向こうには筑波山を眺めながら育ってきた私

です。その懐かしさを感じさせるここ千葉県の大多喜に終の棲家を決めました。  

 草むらの中にニワセキショウやホタルブクロ、ノアザミ、シロツメクサ、ムラサキツユクサが楚々と

して咲いている様に何かしたいと思うができない自分に焦りと悔しさと寂しさでいっぱいになります。 

 けれど鶯のさえずりで目を覚まし、姿は見えないけれどキツツキの木の枝をつつく音やキジの親子の

散歩やサルがビワを食べる姿に癒され、新緑の山々に囲まれてこの上ない幸せを感じます。 

雨上がりの山の美しさは格別です。 そして両隣の方たちが温かく思いやりに満ち溢れていて、ここ

に終の棲家を決めて良かったとつくづく思うのでした。 

自分を包み込んでくれる町「大多喜」に今は心の安らぎを感じています。 

 どうぞ皆様、良かったら遊びに来てくださいね。 加藤ふみえ 
 


