
まちづくり編

第Ⅱ編
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

こども条例制定事業
子育て総合窓口の開設
子育て支援ケアプラン事業
後期子育て支援総合計画策定事業
子育てハンドブック作成事業

	
マタニティマーク普及事業
妊婦健康診査費用助成事業
こんにちは赤ちゃん事業
浦安市川市民病院の再整備【再掲】
ウェルカムベイビークラス
子育てサポート事業
小児初期救急診療運営事業
かかりつけ医普及冊子の配布	 	 	

	 	 	
高洲保育園増設事業
新町地域保育園整備事業
元町地域保育園整備事業
認証保育所制度の導入
舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業
（仮称）東野小学校地区児童育成クラブ整備事業
児童育成クラブガイドラインの策定
認可保育園運営事業
認可外保育施設補助事業

子育て・家族支援者養成講座
ファミリー・サポート・センター事業の拡充
弁天保育園増設事業
子育てサポート事業【再掲】
こどもショートステイ事業
一時保育事業
幼稚園預かり保育事業

母子家庭等就労支援事業の拡充
ひとり親世帯民間賃貸住宅入居支援事業
母子家庭自立支援給付金事業の実施
母子家庭・父子家庭等医療費等助成事業
母子家庭住宅手当

つどいの広場整備事業
地域子育て支援センター整備事業
子育て支援センター事業
つどいの広場事業
子育てすこやか広場事業

子育て支援パスポート事業
あかちゃんほっとすてーしょん整備事業
マタニティマーク普及事業【再掲】
交通バリアフリー道路特定事業【再掲】
子育てバリアフリーマップ（子育てハンドブッ
ク作成事業）

❶こども・子育て家庭への
	 総合的支援

❷妊娠期・出産期の支援	

❸子育てと仕事の両立支援	

❹多様なニーズに応じた
	 子育て支援

❺ひとり親家庭への支援

❶子育て支援のネットワーク
	 づくりの推進	

❷子育てにやさしい
	 まちづくりの推進

1）
安心して
産み育てられる
環境をつくる

2）
地域ぐるみで
子育てを
支援する

1
浦安で
産み育てたい
環境を整える

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

健康福祉都市
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

こども医療費助成事業
体力向上推進事業【再掲】
部活動推進事業【再掲】
「健康うらやす21」計画推進事業
孤食児童対策事業
地域・学校保健との連携の推進
1歳6か月児・3歳児健康診査
幼児歯科健診
就学時健康診断事業
児童生徒健康診断事業
歯科疾患予防教室事業
小児初期救急診療運営事業【再掲】
かかりつけ医普及冊子の配布

個別支援計画の策定（発達支援推進事業）
市川特別支援学校高等部通学支援事業
まなびサポート推進事業【再掲】
特別支援学級整備事業【再掲】
学習支援室整備事業【再掲】
こども発達センター事業
1歳6か月児健康診査等事後指導
療育費用助成
障がい者等一時ケアセンター
心身障がい児一時預かり事業

子育て支援ケアプラン事業【再掲】
自主防犯活動支援事業【再掲】
市内巡回パトロール事業【再掲】
学校施設等防犯対策事業
児童虐待対策推進事業
児童相談

高洲児童館整備事業
プレイパーク整備事業
校庭・園庭芝生化整備事業【再掲】
身近な公園づくり事業【再掲】
浦安公園整備事業【再掲】
海楽公園改修事業【再掲】
舞浜公園改修事業【再掲】
児童センター事業
放課後異年齢児交流促進事業

家庭教育学級開催事業
学校支援ボランティア推進事業【再掲】

市立幼稚園3歳児保育の拡大
浦安市就学前保育（教育）カリキュラム策定事業
子育てすこやか広場事業【再掲】

教育相談推進事業【再掲】
生徒指導推進事業
思春期セミナー

青少年リーダー養成事業
青少年交流活動センター事業
青少年交流施設事業
青少年館運営事業
青少年国際交流事業
洋上研修事業
ジュニアリーダー研修会
多世代交流事業
青少年健全育成団体活動の推進
青少年補導活動推進事業
社会環境浄化事業【再掲】

❶健康づくりの推進

❷障がい児の地域生活や
	 自立の支援

❸こどもの安全を守る
	 環境の整備

❶心を育む遊び環境の整備

❷こどもを育む
	 親力・地域力の向上

❸幼児期の学び環境の整備

❹自分を大切にする気持ちを
	 育てる

❺青少年の健全育成

1）
こどもの健やかな
成長を支える

2）
豊かな心を育む

2
こどもが元気に
成長できる
環境を整える

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

健康福祉都市
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

健康メールマガジン事業
メタボリックシンドローム予防ボランティアの養成
転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業の拡充	
地域介護予防活動支援事業	
老人医療費助成事業の拡充【再掲】	
舞浜地区海岸整備事業【再掲】	
「健康うらやす21」計画推進事業【再掲】	
特定健診・保健指導	
各種がん検診	
成人歯科検診（歯と歯ぐきの検診）	
健康推進員経費	
特定高齢者把握・評価事業	
訪問型介護予防事業	
介護予防教室	
地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付）	
障がい者スポーツ大会参加事業【再掲】	
日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業【再掲】

いのちとこころの支援事業	
精神保健福祉推進事業	
障がい者相談支援事業【再掲】

明海地区（海園の街）老人クラブ会館建設事業	
老人福祉センター整備事業	
地域活動支援センター（Ⅰ型）整備事業	
（仮称）うらやす市民大学設置事業【再掲】	
シニア世代地域活動モデル事業【再掲】	
「花いっぱい」みんなで育む健康づくり事業	
老人クラブ連合会補助金
身体障がい者福祉センター	
障がい者スポーツ大会参加事業

自動車燃料費助成事業	
交通バリアフリー道路特定事業	
視覚障がい者誘導用ブロック設置事業	
リフト付き大型バス運行管理事業	
障がい者等移動支援事業	
福祉乗車券支給事業	
福祉タクシー乗車券交付事業	
コミュニケーション支援事業

❶健康づくり・介護予防の推進

❷こころのケアの充実

❶活躍の場・機会の充実

❷活躍を後押しする支援

1）
心と身体の健康を
維持・増進する

2）
地域で活躍できる
環境をつくる

3
大人が
いきいきと
活躍できる
環境を整える

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

健康福祉都市
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

高齢者虐待防止ネットワーク運営事業	 	
地域包括支援センター運営事業
在宅介護支援センター運営事業
介護相談員派遣事業	
手話相談窓口経費	 	 	
障がい者相談支援事業

通院ヘルプサービス事業
障がい者福祉計画施策推進事業
高齢者保健福祉計画・第４期介護保険事業計画
策定事業	
介護保険施設利用高齢者送迎サービス	
要介護高齢者用等紙おむつ給付事業／ねたきり
身体障がい者等紙おむつ支給事業	
高齢者用電話等貸与事業／身体障がい者緊急通
報電話貸与事業
地域ネットワーク活性化事業

老人医療費助成事業の拡充	
後期高齢者支援事業	障がい福祉サービス等に
係る利用者負担額助成事業
障がい者医療費助成事業

夜間安心訪問ヘルプサービス委託事業
在宅療養推進会議の設置
浦安市川市民病院の再整備
短期入所施設
通所介護施設
障がい者等一時ケアセンター【再掲】
急病診療所
休日救急等歯科診療所
訪問看護ステーション
かかりつけ医普及冊子の配布【再掲】

高齢者民間賃貸住宅入居支援事業
高齢者世帯等住み替え家賃等助成事業
高齢者住宅改修費助成事業／障がい者住宅改造
費用助成事業	
ケアハウス
特別養護老人ホーム

感染症予防対策事業
各種予防接種事業
浦安市公衆浴場環境整備等補助金
公衆衛生事業（三師会）補助金

地域福祉計画策定事業
ボランティア貯金事業
支部社協活動支援事業
老人クラブ会館有効活用促進事業
福祉避難所支援物資購入事業【再掲】
災害時要援護者支援事業【再掲】
災害時ボランティア養成事業【再掲】
浦安市社会福祉協議会
地域自立支援協議会
家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業）

障がい者就労支援センター整備事業
障がい者等就労支援施設整備事業	
障がい者福祉施設整備事業
ワークステーション整備事業
障がい者福祉センター運営事業
心身障がい者小規模福祉作業所支援事業
雇用促進事業【再掲】
障がい者職場実習奨励事業【再掲】	
シルバー人材センター補助金
就労支援相談事業

こころのバリアフリー支援事業
ボランティア活動推進事業【再掲】	
家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業）【再掲】

❶相談機能・
	 コンサルティング機能の充実

❷日常生活を支える
	 サービスの充実

❸日常生活を支える経済的支援

❹介護・福祉・医療体制の充実

　

❺住まいの充実

❻感染症等公衆衛生対策

❶身近な地域で支えあえる
	 体制づくりの推進

❷就労支援

❸こころのバリアフリーの推進

1）
安心して暮らせる
体制をつくる

2）
ともに生きる
まちをつくる

4
住み慣れた
地域で暮らし
続けられる
環境を整える

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

健康福祉都市
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

原爆展及び被爆体験講話事業
小・中学校被爆体験講話事業
平和学習青少年派遣事業

（仮称）浦安市人権施策指策定事業
人権啓発推進事業

こども条例策定事業【再掲】
高齢者虐待防止ネットワーク運営事業【再掲】
こころのバリアフリー支援事業【再掲】
ＤＶ対策推進事業
女性のための相談事業
児童虐待対策推進事業【再掲】
家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業）【再掲】

女性プラザ事業

男女共同参画プラン推進事業

❶平和事業の推進

❶人権意識の醸成と包括的な
	 取り組みの推進

❷人権に関わる権利救済の推進

❶男女平等に関する情報の
	 収集と提供

❷男女共同参画プランの推進

1）
恒久平和に
取り組む

2）
人権尊重の
まちづくりに
取り組む

3）
男女共同参画社会
の実現に取り組む

1
平和を希求し
人権を尊重する
まちづくりを
めざす

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

市民文化都市



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

54

中学校区学校支援協議会設置事業
学校支援コーディネーター配置事業
学校支援ボランティア推進事業
小・中学校部活動指導者派遣事業

ボランティア活動推進事業
ふるさとふれあい教育活動推進事業【再掲】
災害時の避難所運営推進事業【再掲】

学校施設等の防犯対策事業
通学路の安全対策事業

特別教室、多目的室などの教室開放事業
総合型地域スポーツクラブ設立支援事業【再掲】
学校体育施設開放事業

ふるさとふれあい教育活動推進事業
情報教育推進事業

読書活動推進事業
理科支援ティーチャー配置事業
きめ細かな指導推進事業
少人数教育推進事業
英語教育推進事業

体力向上推進事業
部活動推進事業
読書活動推進事業【再掲】
教育相談推進事業
生徒指導推進事業
小・中学校部活動指導者派遣事業【再掲】
不登校児童・生徒居場所作り推進事業

キャリア教育の推進
まちの起業家養成事業

まなびサポート推進事業
特別支援学級整備事業
学習支援室整備事業

学校種間連携教育推進事業
浦安の高校教育等のあり方検討事業

情報公開指針策定事業
こどもの成長記録提供システムの運用

学校評価推進事業
学校評議員制度事業

授業モデル「うらやす」作成事業
きめ細かな指導推進事業【再掲】
教育研究センター事業【再掲】

小・中学校校舎大規模改修事業
（仮称）東野小学校建設事業
北部小学校増築事業
東小学校屋内運動場建替事業
校庭・園庭芝生化整備事業
普通教室エアコン整備事業
千鳥学校給食センター第3調理場整備事業
特別支援学級整備事業【再掲】
学習支援室整備事業【再掲】

学校適正化推進事業

学校選択制推進事業

教育研究センター事業
教育相談推進事業【再掲】
情報教育推進事業【再掲】

❶地域住民による
	 学校教育への主体的参加

❷地域に貢献する学校づくり

❸安全・安心な学校づくり

❹学校施設開放の推進

　
❶特色ある教育活動の推進

❷学力向上に向けた
	 取り組みの推進

❸健やかな心と体の育成

❹キャリア教育の充実

❺まなびサポート推進体制の
	 充実

❻幼小中高の学びの連続性を
	 重視した連携の推進

❶学校の情報公開の推進

❷学校評議員・学校評価制度の
	 充実

❸教職員の資の向上

❶学校教育施設の整備充実

❷学校施設の適正な配置

❸行きたい学校を選択できる
	 仕組みづくり

❶教育研究センターの充実

1）
地域とともに
こどもを育てる
学校をつくる

2）
一人ひとりの
個性が輝く
学校をつくる

3）
信頼される
学校をつくる

4）
教育環境が
整った
学校をつくる

5）
学校を支える
体制を充実させる

2
魅力ある
学校をつくる

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

市民文化都市



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

55

生涯学習推進方策検討事業

（仮称）うらやす市民大学設置事業
生涯学習支援システム（eラーニング）構築事業
三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
公民館活動推進事業
図書館サービス事業
まちづくり出前講座事業
家庭教育学級開催事業【再掲】
学校・地域連携推進事業
郷土博物館活動の推進【再掲】

高洲地区公民館複合施設整備事業
高洲地区公民館複合施設図書室開館準備事業
日の出公民館隣接用地取得事業
図書館電算システム更新事業
図書館資料管理システム導入事業

生涯学習情報提供システム構築事業
（仮称）うらやす市民大学設置事業【再掲】
公民館活動推進事業【再掲】
図書館サービス事業【再掲】

2010ゆめ半島千葉国体推進事業
スポーツ交流事業【再掲】
学校体育施設開放事業【再掲】
スポーツ・レクリエーション事業

総合型地域スポーツクラブ設立支援事業
生涯健康スポーツ都市宣言
市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金
スポーツ交流事業

運動公園スポーツ施設整備事業
明海球技場整備事業
舞浜地区海岸整備事業【再掲】
学校体育施設開放事業【再掲】

バーチャル美術館開発事業
市役所庁舎建設事業【再掲】
美術展覧会の開催

市民参加型文化芸術事業
芸術鑑賞教室の開催

郷土博物館活動の推進

伝統文化の保護・継承・公開

❶生涯学習推進体制の充実

❷充実した学習情報・機会の提供

❸生涯学習施設の整備充実

❹市民の自主的学習活動の
	 支援と学習成果の活用

　
❶スポーツ機会・情報の提供

❷スポーツ推進体制の整備

❸スポーツ施設環境の整備

❶市民の芸術文化活動の活性化

❷芸術文化を体験する
	 機会の充実

❸郷土の歴史・文化の理解を
	 深める

❹伝統文化の継承

1）
いつでも
学習できる機会の
充実を図る

2）
日頃から
スポーツを
楽しめる環境を
整える

3）
浦安の
芸術・文化を
育てる

3
楽しみと
生きがいを感じる
生涯学習の
充実を図る

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

市民文化都市



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

56

自治会集会所建設事業
自主防犯活動支援事業【再掲】
防犯活動啓発事業【再掲】　
浦安市自治会・自治会連合会補助金
自治会加入促進啓発事業
自主防災組織育成事業【再掲】
防災備蓄用品整備事業【再掲】

（仮称）市民交流の仕組みづくり
浦安市民の森活用事業【再掲】
浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金
市民まつり実施事業【再掲】
多世代交流事業【再掲】

国際化指針策定事業

国際理解推進事業
国際センター管理運営事業
浦安市国際交流協会補助金
浦安在住外国人会補助金

都市交流推進事業
オーランド市交流事業
青少年国際交流事業【再掲】
スポーツ交流事業【再掲】

❶自治会活動に対する支援と
	 活動拠点の整備

❶地域間・世代間を越えた多様な
市民交流の促進

❶新たな国際化指針の策定

❷市民主体の国際交流の推進

　
❸都市交流の推進

1）
自治会活動を
活発にする

3）
多文化共生の
まちづくりを
推進する

4
多様な市民が
交流できる地域
コミュニティを
つくる

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

市民文化都市

2）
多様な市民との
交流を促進し、
地域力の向上を
図る

市民活動団体情報提供事業
市民活動センターホームページの充実

ボランティア貯金事業【再掲】
市民活動フェスティバルの開催
地域オリエンテーション事業

（仮称）うらやす市民大学設置事業【再掲】
ボランティア活動推進事業【再掲】

シニア世代地域活動モデル事業

浦安市市民活動補助金

市民活動センター運営事業

❶きめ細かな市民活動情報の
	 提供

❷市民活動へ参加するきっかけと
なる場や機会の充実

❶社会の担い手を創造する	 	
	 市民活動の人材育成

❷多様な人材を活用する
	 仕組みづくり

❸市民活動支援制度の充実

❹市民活動センターの運営と
	 機能の充実

1）
市民活動への
意識啓発と機会を
充実する

5
地域の新たな
公共の担い手を
支援する

2）
市民活動を
促進する



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

環境マネジメント推進事業
市民環境保全行動推進事業
事業者環境保全行動推進事業
こども環境保全行動推進事業
地球温暖化対策推進啓発事業【再掲】
浦安市エコライフ推進員育成・活用事業
	
環境基本計画進行管理事業
環境基本計画改定事業	 	 	

	 	 	
浦安市環境学習基本方針策定事業
環境学習アドバイザー活用事業
環境学習啓発事業
浦安市エコライフ推進員育成・活用事業【再掲】

自然環境情報提供事業
浦安市民の森事業
三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
環境学習推進事業

地球温暖化対策推進啓発事業
浦安市地球温暖化対策条例制定事業
浦安市地球温暖化対策実行計画進行管理事業
浦安市クリーンエネルギービジョン進行管理事業

総合体育館ESCO事業
浦安市省エネルギー・新エネルギー設備普及促進事業

エコショップ認定制度等実施事業
一般廃棄物処理基本計画の評価・見直し
ごみ減量・リサイクル奨励事業
イベントごみ減量事業
緑のリサイクル事業【再掲】

有料事業系指定ごみ袋制度推進事業
エコセメント推進事業

❶各主体の環境保全行動の推進

❷計画的な環境施策の推進	

❶環境教育・環境学習の
	 総合的な取り組み	

❷環境学習の場と機会の創出

❶総合的な地球温暖化対策の
	 推進

❷省エネルギー対策・新エネル
ギー導入の推進	

❶ごみの減量・再資源化の推進

❷廃棄物の適正な収集・処理

1）
協働による
環境保全行動を
進める

1
持続可能な
社会づくりに
取り組む

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

快適環境都市

2）
環境を大切にする
人づくりを
進める

3）
資源・エネルギー
の有効利用を
進める

4）
ごみの減量と
再資源化に
取り組む

環境監視事業
自動車排ガス、騒音振動等調査事業
	
自動車排出ガス対策事業
浦安市バス利用促進等総合対策補助金【再掲】	
	 	 	 	
緑の駐車場の推進
緑のカーテン推進事業
環境学習啓発事業　【再掲】

公共下水道面整備事業

水洗普及事業

高洲ポンプ場改修事業
下水道耐震対策事業【再掲】
既設下水道施設の補修・更新事業

河川水質測定事業
掘江川水質環境改善事業

環境保全条例制定事業
環境保全ＰＲ事業
羽田空港航空機騒音問題対策事業

ゴミゼロ運動推進事業
ペット適正飼育推進事業

❶大気の監視体制の充実

❷自動車排出ガス対策の推進	

❸ヒートアイランド対策の推進	

❶公共下水道整備の推進

❷下水道未接続世帯の解消

❸既設下水道の適正な管理	

❹河川の水質改善の充実

❶多様化する生活環境問題への
対応

❷まちの美化・環境衛生対策の
充実

1）
大気の環境改善に
努める

2
安心して暮らせる
生活環境の
保全に取り組む

2）
下水道を整備し
水質改善に
努める

3）
静けさや心地良さ
が保たれ、安心し
て暮らせる生活環
境を確保する
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

（仮称）水際線整備の基本計画策定事業

	

境川水辺空間整備事業
猫実川沈砂池周辺整備事業【再掲】
舞浜地区海岸整備事業【再掲】
旧江戸川下流部水辺空間整備事業【再掲】
日の出･明海･高洲地区の緑地整備事業	 	
	
	 	 	
三番瀬環境学習施設整備事業

三番瀬の保全・活用に関する検討事業
三番瀬保全活動支援事業

❶水際線のグランドデザイン
	 づくり

❷豊かな水辺空間の創出	

❶三番瀬を活用できる
	 環境整備を進める

❷三番瀬を保全し、ふれあえる
仕組みをつくる

1）
海辺、河川を
活かした水と緑の
環境を創造する

3
身近で
親しみやすい
豊かな水辺空間
を創出する

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

快適環境都市

2）
三番瀬の
保全と活用を
進める

身近な公園づくり事業
浦安公園整備事業
海楽公園改修事業
舞浜公園改修事業
墓地公園整備事業
日の出･明海･高洲地区の緑地整備事業【再掲】

	
生垣設置奨励事業
	 	 	 	 	

保存樹木指定事業

市民等との協働による緑化推進事業
緑の会議の設置・運営事業
緑のリサイクル事業

浦安植木まつり事業

❶公園・緑地の整備と
	 緑化の推進

❷民有地の緑化推進	

❶樹木や緑地の保全	

❶協働で進める緑のまちづくり

❷緑化意識の向上

1）
新しい浦安の
緑をつくる

4
緑と暮らしが
調和する
豊かな生活空間を
整備する

2）
身近な浦安の
緑をまもる

景観計画・景観条例策定事業

	

	 	 	 	 	

良好なまちづくり支援事業【再掲】

協働による景観まちづくり事業
ゴミゼロ運動推進事業【再掲】

境川水辺空間整備事業【再掲】
パークウェイ（都市計画道路3・3・8号線）整
備事業【再掲】
明海高洲間4号橋りょう整備事業【再掲】
高洲地区公民館複合施設整備事業【再掲】
日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業【再掲】

❶計画的な景観づくりの展開

❶地域主体で景観まちづくりに
	 取り組む

❷身近な景観づくりに取り組む

❶景観に配慮した
	 公共施設等の整備

1）
計画的な景観まち
づくりを進める

5
暮らしに息づく
ふるさとのまち・
浦安の景観を
つくる 2）

協働で景観の
維持・創出に
取り組む

3）
次世代に向かって
浦安の緑を育てる

3）
地域の魅力を
高める公共施設を
整備する
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具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業
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都市計画基本方針改定事業

地域地区等検討事業
都市計画運営事業
開発指導運営費

（仮称）うらやす市民大学設置事業【再掲】

良好なまちづくり支援事業
まちづくり情報提供事業

❶市街地環境を育むための
	 仕組みづくり

❷地域のよさを守るための適正な
土地利用の推進

❶多様な地域の力を
	 まちづくりに活かす

❷まちづくりに関する情報を共
有し、ともに課題解決に取り
組む

1）
地域の特色を
活かした
市街地環境を育む

1
地域の特色を
活かした
まちづくりに
取り組む

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

安全都市

2）
地域主体の
まちづくりに
取り組む

新橋周辺公園拠点整備事業
元町・中町散策路整備事業【再掲】
当代島地区旧県道（市道第１−15号線）再整
備事業【再掲】
境川水辺空間整備事業【再掲】

猫実5丁目東地区密集住宅市街地整備促進事業
過密市街地買収用地活用事業
都市再開発用地取得事業
狭あい道路拡幅整備事業	 	 	
	 	
仮称新中通り線周辺市街地整備事業（堀江・猫
実Ｂ地区土地区画整理事業）
仮称新中通り線周辺市街地整備事業（猫実Ａ地区）

地域地区等検討事業【再掲】
良好なまちづくり支援事業【再掲】
まちづくり情報提供事業【再掲】
分譲集合住宅支援事業【再掲】
マンション耐震改修促進事業【再掲】

地域地区等検討事業【再掲】
良好なまちづくり支援事業【再掲】
パークウェイ（都市計画道路 3・3・8号線）
整備事業【再掲】
明海高洲間4号橋りょう整備事業【再掲】

高洲公民館複合施設整備事業【再掲】
日の出公民館隣接用地取得事業【再掲】
（仮称）水際線整備の基本計画策定事業【再掲】
三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業【再掲】

❶地区のよさや課題に対応した
再整備

❷居住環境の改善

❸仮称新中通り線と
	 周辺市街地の整備

❶良好な市街地環境の保全に
	 地域で取り組む

❶計画的なまちづくりの推進

❷地域の魅力を高める

1）
元町らしさを
活かした再整備を
推進する

2
バランスのとれた
地域の発展に
取り組む

住生活基本計画策定事業
良好なまちづくり支援事業【再掲】

木造建築物耐震改修促進事業【再掲】
マンション耐震改修促進事業【再掲】
高齢者民間賃貸住宅入居支援事業【再掲】
市営住宅大規模修繕事業
障がい者住宅改造費用助成事業／高齢者住宅改
修費助成事業【再掲】	 	 	

分譲集合住宅支援事業
マンション登録制度活用事業
集合住宅実態調査事業
住生活基本計画策定事業【再掲】

❶良好な住環境を守る

❷多様な住宅ニーズに応える
	 住環境の整備

❶コミュニティ組織の充実

❷集合住宅の適正な維持管理に
取り組む

1）
住環境の整備に
総合的に取り組む3

安心して暮らせる
住生活を創造する

2）
集合住宅の
課題に取り組む

2）
中町地域の良好な
市街地環境を
保全する

3）
新町地域の市街地
環境を育む



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業
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パークウェイ（都市計画道路 3・3・8号線）
整備事業
明海高洲間4号橋りょう整備事業

元町・中町散策路整備事業
仮称新中通り線周辺市街地整備事業（堀江・猫
実Ｂ地区土地区画整理事業）【再掲】
狭あい道路拡幅整備事業【再掲】

猫実川沈砂池周辺整備事業
北栄地区総合交通安全モデル事業（ロードピア事業）
当代島地区旧県道（市道第１−15号線）再整備事業
幹線4号道路環境整備事業
今川橋交差点改良事業
電線類地中化に関する検討
交通バリアフリー道路特定事業【再掲】	
視覚障がい者誘導用ブロック設置事業【再掲】

道路や交差点等の愛称募集に関する検討
幹線道路維持事業
橋りょう維持補修費
街灯維持管理経費／街灯新設改修事業

交通安全施設整備事業

自転車安全運転条例制定事業
自転車幼児用ヘルメット普及事業
交通安全運動実施経費
交通安全教室開催等経費

自動車駐車場建設資金利子補給事業

❶自動車交通ネットワークの
	 整備

❷まちづくりや地域の特性にあわ
せた道路整備の推進

❸道路環境の改善

❹道路施設の適正な維持管理

❶交通安全施設の充実

❷交通安全思想の普及

❸駐車場の整備

1）
安全・安心で
快適な道路網を
整備する

4
地域をつなぐ
道路網の充実に
取り組む

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

安全都市

2）
交通安全対策を
充実する

コミュニティバス運行事業
新しい公共交通のあり方に関する検討調査事業
浦安市バス利用促進等総合対策補助金

新浦安駅第2自転車駐車場増設事業
新浦安駅第3自転車駐車場増設事業
新浦安駅第13自転車駐車場運営事業　
自転車駐車場管理運営費
放置自転車対策経費		 	

舞浜駅周辺地区自転車駐車場改良事業

自転車安全運転条例制定事業【再掲】
自転車幼児用ヘルメット普及事業【再掲】
幹線4号道路環境整備事業【再掲】
舞浜地区海岸整備事業【再掲】
日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業【再掲】

❶バスや鉄道などの公共交通網
の充実

❶駅周辺での自転車問題に
	 取り組む

❷自転車駐車場の利用の推進

❸自転車利用環境の整備

1）
地域を結ぶ
公共交通網を
充実させる

5
地域を結ぶ
都市の交通環境を
整える

2）
自転車利用環境を
整える



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業
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消防本部・署庁舎建設事業
高機能消防指令システム整備事業
千葉県消防救急無線共同整備・運用事業
千葉県消防指令業務共同運用事業
消防団車両整備事業
消防車両・資機材整備事業
消火器無償貸し出し事業

救急救命士の養成
自動対外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業

自主防犯活動支援事業
市内見守り隊活動推進事業
移動防犯事業
市内巡回パトロール事業
犯罪発生情報配信事業
浦安市防犯協会運営費補助金

防犯活動啓発事業

公共空間犯罪対策事業
街頭緊急通報装置整備事業

自主防犯活動支援事業【再掲】
市内巡回パトロール事業【再掲】
学校施設等の防犯対策事業【再掲】

❶消防力の充実

❷救急救助体制の充実

❶地域防犯活動の推進

❷犯罪が起こりにくい
	 地域コミュニティづくり

❸防犯まちづくりの推進

❹こどもたちへの防犯対策の
	 推進

1）
地域の特性に対応
した消防体制を
充実する

6
日常の
安全・安心を
より確かにする

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

安全都市

2）
防犯活動を
推進する

防災条例制定事業
地域防災計画推進事業
地域防災計画 (風水害等編・大規模事故編 )改定事業
防災訓練の実施
防災マップの配布

災害時の避難所運営推進事業
福祉避難所支援物資購入事業
自主防災組織育成事業
防災袋無償配布事業
防災備蓄用品整備事業	 	 	

木造建築物耐震改修促進事業
マンション耐震改修促進事業
橋りょう耐震補強事業
災害非常用街灯設置事業
下水道耐震対策事業
災害非常用トイレ整備事業
市役所庁舎建設事業【再掲】
浦安公園整備事業【再掲】
受水槽緊急遮断装置設置補助事業
公共施設水道設備への緊急遮断装置設置事業

地域防災無線システム整備事業
災害時要援護者支援事業
災害対策通信システム維持管理事業（テロップ）【再掲】
防災行政用無線整備事業

防災ボランティア養成事業
事業者との災害時の応援協定の締結

雨水排水施設整備事業
排水機場・ポンプ場維持補修事業

舞浜地区海岸整備事業
旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高
潮対策】)
境川水辺空間整備事業【再掲】
河川管理施設運営事業

❶震災対策に総合的に取り組む

❷自主防災組織の充実

❸災害に強いまちをつくる

❹災害情報の共有化

❺応急・復旧対策の充実

❶雨水排水対策の充実

❷治水能力の向上

1）
地域主体の
震災対策に
取り組む

7
災害に備える

2）
治水・排水体制を
充実する



具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

産業振興ビジョンの改訂
	
創業支援セミナー事業
うらやす企業塾事業
まちの起業家養成事業【再掲】
中小企業資金利子補給事業
商工業振興共同事業補助金	 	 	

商店会活性化事業
子育て支援パスポート事業【再掲】

市民まつり実施事業

職業相談室設置事業
障がい者就労支援センター整備事業【再掲】
障がい者等就労支援施設整備事業【再掲】
就労支援事業
雇用促進事業
障がい者職場実習奨励事業
障がい者福祉センター【再掲】
シルバー人材センター補助金【再掲】

うらやす企業塾事業【再掲】
キャリア教育の推進【再掲】
まちの起業家養成事業【再掲】

消費生活相談事業
消費者啓発及び育成事業
消費生活センターの移設

❶新たな産業ビジョンの策定

❷新たな内発型産業の振興	

❸商業振興の推進	

❹既存産業と地域との交流を
	 促進する

❺就労環境の向上

❻産業を支える人材育成	

❶安全で安心できる消費生活の
実現

1）
長期的な視点に
立った地域産業を
振興する

1
長期的な視点に
立って浦安の
産業を育てる

第1次実施計画基本計画

第2期基本計画施策体系

産業都市

2）
消費生活を
充実する

観光振興計画実施事業
観光人材育成支援事業
観光案内所運営事業
	

舞浜地区海岸整備事業【再掲】
観光人材育成支援事業【再掲】
観光案内所運営事業【再掲】	 	

❶都市型観光の基盤づくり

❶舞浜アーバンリゾートゾーン
と市民の関係を深める	

1）
地域の資源を
活かした都市観光
を振興する

2
浦安の特性を
活かした
市民も楽しめる
観光を振興する

2）
舞浜アーバン
リゾートを
振興する

浦安駅周辺地区再整備事業
浦安駅周辺道路施設維持補修事業

交通バリアフリー道路特定事業【再掲】
新浦安駅第2自転車駐車場増設事業【再掲】
新浦安駅第3自転車駐車場増設事業【再掲】
新浦安駅周辺道路施設維持補修事業

舞浜駅南口東側歩行者専用道路整備事業
舞浜駅周辺地区自転車駐車場改良事業【再掲】
舞浜駅周辺道路施設維持補修事業

市役所庁舎建設事業
浦安公園整備事業【再掲】
（仮称）東野小学校整備事業【再掲】
（仮称）東野小学校地区児童育成クラブ整備事業【再掲】
老人福祉センター整備事業【再掲】
障がい者就労支援センター整備事業【再掲】
障がい者施設等整備事業【再掲】

日の出公民館隣接用地取得事業　【再掲】

❶浦安駅周辺地区の再整備

❷新浦安駅周辺地区の整備	

❸舞浜駅周辺地区の整備

❶シビックセンター地区の整備

❷海辺の生活文化拠点の整備

❸海辺の交歓エリアの形成

1）
駅周辺地区の
整備に取り組む3

都市拠点の
形成に取り組む

2）
魅力と活力にあふ
れた拠点づくりに
取り組む

62



現状と課題

1
具体的施策

浦安で産み育てたい環境を整える

　平成２年の「1.57 ショック」により少子化の認識が一般化しましたが、少子化の進展による影響と

して、生産年齢人口の減少による労働力人口の減少やそれに伴う経済成長率の鈍化、高齢化の進展と相

まった現役世代の社会保障費の負担の増大など、様々なマイナス面の影響が懸念されます。

　少子化対策として、これまで全国的に「保育関係事業」を中心とした施策が進められてきましたが、

働き方の見直しや若者の自立、地域での子育て支援、児童虐待防止対策など、こどもや子育てを社会全

体で大切にしていく「次世代育成」という視点に主軸が移ってきており、浦安市においても、こどもや

子育て家庭を、地域全体で大切にしていく必要があります。

　産まれてくる生命、産まれてきた生命を守り育てていくことは、親としての楽しみといえますが、核

家族化や近所づきあいの希薄化などにより、身近に不安や悩みを相談できる相手や頼ることのできる相

手が少なく、出産や子育てに関する親への負担が身体的にも精神的にも増えているといえます。特に転

入世帯については、人伝いの情報収集力が弱く、また、子育て中の仲間や相談相手と巡り会う機会が少

ないなど、子育て中の親が孤立しやすい状況にあるといえます。

　また、女性の就労が一般化し、産まれてきた生命を大切に育みつつ仕事を続けていきたいと考える共

働き家庭が増えていることにより、親がこどもにかかわることのできる時間が減ってきています。ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の観点から、育児休業制度の普及や活用促進などにより全

国的に ‘働き方’ の見直しが進められていますが、子育てに関する負担は依然母親に偏る傾向があると

いえ、父親が子育てに積極的に参加し、子育ての負担を家庭内で上手に分担していくことが望まれま

す。他方、本市では、在宅で子育てをしている家庭が多く、また、ひとり親家庭も増加傾向にあります。

家庭の状況によって抱えている問題や求めている子育て支援ニーズは様々であるといえ、様々な問題や

ニーズへの対応が必要です。

　浦安でこどもを産みたい、浦安でこどもを育てていきたいと思えるような環境を整えていくためには、

まず、親自身が出産や子育てを通じて学び育ち、親としての自覚を持ち、家庭内で協力し合って家庭の

子育て力を高めていくことが必要です。同時に、安心して産み育てられる環境をつくっていくこと、地

域ぐるみで子育てを支援できる体制をつくっていくことが必要です。

浦安基本計画都市像1章.indd   70 08.10.29   6:45:05 PM

具体的施策の番号と名称です。
番号は、都市像別にふられています。

具体的施策ごとに現
状と課題が示されて
います。

基本計画のページの見方
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1

　安心して出産を迎え、出産後も安心して子育てができるよう、様々な情報の提供や学習機会の充実、

母子の健康管理に関する支援や気軽に相談できる体制の整備など、精神面と身体面の両面から支援する

とともに、医師会や歯科医師会、薬剤師会などと連携した地域の医療体制を確立していきます。

　保育需要の増加や就労形態の多様化に対応するため、保育体制の整備や児童の放課後の居場所づくり

などを進めます。また、在宅で子育てをしている家庭やひとり親家庭など、様々な家庭の状況やニーズ

に対応した多様な子育て支援を展開するとともに、地域で子育て支援に取り組む人材や団体を育成・支

援していきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

「子育て環境が整っている」と感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成20年1月）

41.4％
（19年度）

45％ 50％ 55％

「子育てに自信が持てない（思う・やや思う）」と感じ
ている未就学児保護者の割合

（健康うらやす21市民意識調査　平成15年3月）

51.2％
（14年度）

50％ 45％ 40％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

男性（父親）の育児参加を推進する　　　  　　　
・�企業がワーク・ライフ・バランスを改善し、父親は地域で過ごす時間を増やす。
・男性（父親）の特性を活かした子育てを進める。父親とこどものイベントへの参加・企画提案・自主開催。
女性（母親）の社会参加を支援する　　　　　　　　　　　　　
・�多様な暮らし方、育て方を理解し、相互に助け合う関係を築く。
・地域サポーターとしてかかわっていく。
・ファミリー・サポート・センターへの登録、民間の子育てサポートシステムに積極的にかかわる。
在宅育児家庭を支援する
・子育てを終えた女性などが産前・産後のサポーター（子育てコーディネーター）として活躍する。

・男性（父親）が参加しやすい、休日に集まれる行事を増やす。

・産前・産後の支援体制を強化する。経済的支援（出産手当）。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

期待される事業者の役割

安心して産み育てられる環境をつくる1）

出典：保育幼稚園課資料H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
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保育園の
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保育園数

（園）

【保育園の整備状況】
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基本事業の番号と名
称です。番号は、具
体的施策ごとにふら
れています。

基本計画のページの見方 -2

基本事業ごとにでき
るだけ複数の指標を
設定しています。（具
体的施策でまとめて
設定している場合も
あります。また設定
されていない場合も
あります。）

指標ごとに出典を示
しています。

現状値はできるだけ
新しいものを使って
います。

期待される市民の役割などに
ついて、浦安市民会議提言書
の抜粋を掲載しています

基本事業ごとに、課
題解決のための取り
組みの方向を記述し
ています。
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■ 計画事業

①こども・子育て家庭への総合的支援

　こどもと子育てに関する市の具体的な指針となる子育て支援総合計画を改定し、市民ニーズに沿った

こどもと子育て家庭への支援施策を総合的に展開します。

　こどもの権利保護や自主性の尊重などを目的としたこども条例を制定するとともに、家庭や地域、教

育機関や行政などのこどもの成長に携わる各主体のそれぞれのかかわりや役割などについて検討を進め

ます。

　子育て家庭への情報提供をきめ細かくわかりやすく行うとともに、身近な地域での相談機能を充実さ

せるため、子育て総合窓口を開設するとともに、子育てケアマネージャーを活用した子育て家庭への支

援に取り組みます。

11111 こども条例制定事業 こども家庭課

事業内容 こどもの意思や自主性の尊重、人権保護などを目的としたこども条例を制定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 制定

11112 子育て総合窓口の開設 こども家庭課

事業内容 子育てに関する簡単な助言や担当課の紹介などを行う子育て総合窓口を開設します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 開設

11113 子育て支援ケアプラン事業 こども家庭課

事業内容
子育て支援センターに「子育てケアマネージャー」を配置し、子育てに関する相談や、それぞれの家庭に適した
子育て支援プログラムの作成を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 後期子育て支援総合計画策定事業 こども家庭課

事業内容 子育てに関する市の具体的な指針である子育て支援総合計画を、こどもたちの参画を得ながら改定します。

事務事業名 子育てハンドブック作成事業 こども家庭課

事業内容 市民参加を図りながら子育てハンドブックを毎年発行します。

プロジェクト 1

プロジェクト 1

第１次実施計画

安心して産み育てられる環境をつくる1）

浦安基本計画都市像1章.indd   73 08.11.18   2:33:10 PM

「事業」の4年間の取
り組みの方向性を記述
しています。

実施計画のページの見方

4 年間に実施する具
体的な「事業」を基本
事業ごとに示していま
す。「事業」は、「計画
事業」と「主要事業」
で構成されています。

第Ⅰ編総論第 5章の
リーディングプランを
構成するプロジェクト
に位置づけのある計画
事業は、プロジェクト
番号を示しています。

計画事業の番号と名称

平成20〜 23年度を計画期間
とした第１次実施計画で実施す
る事業を示しています。

担当課

※主要事業　
従来からの取り組みのうち、施策の柱となるべき取
り組みを主要事業として位置づけています。主要事
業の年度ごとの予算については、計画事業とは異な
り、毎年度の予算編成のなかで対応していくことに
なります。

※計画事業　
4年間に実施する具体的な取り組みのうち、新規に実施するものや従来の取り
組みを改善したり、充実させたりしながら実施するものを計画事業として位置
づけています。計画事業に位置づけられると、基本的には計画期間の4年間 (取
り組みが計画期間内に終了する場合はその年度まで )は、取り組みが継続され
るよう、事業費が計画期間中の財政収支見通しの中で設定されます。

計画事業の 4ヵ年で
取り組む事業内容と年
度ごとの実施内容を示
しています。
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健康福祉都市

1
都市像



生き生きと暮らせる心のかよう
健康福祉都市

■

生涯を通じて、心身ともに健康で、明るく、豊かな生活を送れることは、

すべての市民の共通の願いです。

　そのため、市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、

ともに助け合い、支え合いながら、

健康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち

～生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市～

をめざします。
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浦安の将来を担うこどもたちを育てていくために、家庭だけでなく地域や行政
などが一体となってこどもたちを大切に育てていく施策を展開する

・安心して産み育てられる環境の整備

・こどもの健やかな成長を支え、豊かな心を育む

・地域によるこどもと子育て家庭への支援

・子育てにやさしいまちづくり

こどもと
子育て家庭を
大切にするまち

1視点

心身ともに健康で生きがいを持ちながら、住み慣れた地域でともに助け合い、
こころ豊かに安心して暮らし続けることができる施策を展開する

・心と身体の健康づくり、介護予防の推進

・活躍の場づくり、外出のきっかけづくり

・高齢者や障がい者が安心して暮らせる体制づくり

・地域で支え合えるまちづくり

住み慣れた
地域での
暮らしの継続

2視点

　市民誰もが「生涯を通じて、心身ともに健康で、明るく、豊かな生活を送れること」、それは、市民

一人ひとりが「住み慣れた地域で多くの人と交流しながら、健康で、自分らしく生きがいを持ち、とも

に助け合って、こころ豊かに安心して暮らし続けられること」だといえます。

　こうした、市民の共通の願いの実現のためには、‘人＝生命（いのち）’ そのものを大切にする思いが

あります。すなわち、生まれてくる生命、自らの生命、互いの生命……「生まれてから亡くなるまでの

連続する生命の時間、生命の輝きを大切にする」という考えが根底にあります。

　そして、その考えを根底に据えつつ、「保健」・「医療」・「福祉」といった行政による取り組みを念頭

においた従来の分野別の施策展開ではなく、‘人’ を中心として市民や地域、行政などが目標を共有して

取り組みを進めていける施策展開、すなわち、人が生まれ成長し活躍し亡くなる「ライフステージ」を

基調に施策を展開していく発想に転換する必要があります。

　また、「市民はサービスの受け手、行政はサービスの供給主体」という従来の考え方を転換し、市民

自らが自立する「自助」という発想や、地域で共に支え合う「共助」の発想を取り込み、市民と行政の

協働、市民同士の協働により、「市民一人ひとりが互いの存在を理解し、尊重し、助け合う」発想へと

転換し、その仕組みを構築していく必要があります。

　こうしたことから、第２期基本計画では、生き生きと暮らせる心のかよう『健康福祉都市』の具現化

をめざし、次のような視点を持って施策を展開していきます。
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現状と課題

1
具体的施策

浦安で産み育てたい環境を整える

　平成２年の「1.57 ショック」により少子化の認識が一般化しましたが、少子化の進展による影響と

して、生産年齢人口の減少による労働力人口の減少やそれに伴う経済成長率の鈍化、高齢化の進展と相

まった現役世代の社会保障費の負担の増大など、様々なマイナス面の影響が懸念されます。

　少子化対策として、これまで全国的に「保育関係事業」を中心とした施策が進められてきましたが、

働き方の見直しや若者の自立、地域での子育て支援、児童虐待防止対策など、こどもや子育てを社会全

体で大切にしていく「次世代育成」という視点に主軸が移ってきており、浦安市においても、こどもや

子育て家庭を、地域全体で大切にしていく必要があります。

　産まれてくる生命、産まれてきた生命を守り育てていくことは、親としての楽しみといえますが、核

家族化や近所づきあいの希薄化などにより、身近に不安や悩みを相談できる相手や頼ることのできる相

手が少なく、出産や子育てに関する親への負担が身体的にも精神的にも増えているといえます。特に転

入世帯については、人伝いの情報収集力が弱く、また、子育て中の仲間や相談相手と巡り会う機会が少

ないなど、子育て中の親が孤立しやすい状況にあるといえます。

　また、女性の就労が一般化し、産まれてきた生命を大切に育みつつ仕事を続けていきたいと考える共

働き家庭が増えていることにより、親がこどもにかかわることのできる時間が減ってきています。ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の観点から、育児休業制度の普及や活用促進などにより全

国的に ‘働き方’ の見直しが進められていますが、子育てに関する負担は依然母親に偏る傾向があると

いえ、父親が子育てに積極的に参加し、子育ての負担を家庭内で上手に分担していくことが望まれま

す。他方、本市では、在宅で子育てをしている家庭が多く、また、ひとり親家庭も増加傾向にあります。

家庭の状況によって抱えている問題や求めている子育て支援ニーズは様々であるといえ、様々な問題や

ニーズへの対応が必要です。

　浦安でこどもを産みたい、浦安でこどもを育てていきたいと思えるような環境を整えていくためには、

まず、親自身が出産や子育てを通じて学び育ち、親としての自覚を持ち、家庭内で協力し合って家庭の

子育て力を高めていくことが必要です。同時に、安心して産み育てられる環境をつくっていくこと、地

域ぐるみで子育てを支援できる体制をつくっていくことが必要です。
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　安心して出産を迎え、出産後も安心して子育てができるよう、様々な情報の提供や学習機会の充実、

母子の健康管理に関する支援や気軽に相談できる体制の整備など、精神面と身体面の両面から支援する

とともに、医師会や歯科医師会、薬剤師会などと連携した地域の医療体制を確立していきます。

　保育需要の増加や就労形態の多様化に対応するため、保育体制の整備や児童の放課後の居場所づくり

などを進めます。また、在宅で子育てをしている家庭やひとり親家庭など、様々な家庭の状況やニーズ

に対応した多様な子育て支援を展開するとともに、地域で子育て支援に取り組む人材や団体を育成・支

援していきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

「子育て環境が整っている」と感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成20年1月）

41.4％
（19年度）

45％ 50％ 55％

「子育てに自信が持てない（思う・やや思う）」と感じ
ている未就学児保護者の割合

（健康うらやす21市民意識調査　平成15年3月）

51.2％
（14年度）

50％ 45％ 40％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

男性（父親）の育児参加を推進する　　　  　　　
・�企業がワーク・ライフ・バランスを改善し、父親は地域で過ごす時間を増やす。
・男性（父親）の特性を活かした子育てを進める。父親とこどものイベントへの参加・企画提案・自主開催。
女性（母親）の社会参加を支援する　　　　　　　　　　　　　
・�多様な暮らし方、育て方を理解し、相互に助け合う関係を築く。
・地域サポーターとしてかかわっていく。
・ファミリー・サポート・センターへの登録、民間の子育てサポートシステムに積極的にかかわる。
在宅育児家庭を支援する
・子育てを終えた女性などが産前・産後のサポーター（子育てコーディネーター）として活躍する。

・男性（父親）が参加しやすい、休日に集まれる行事を増やす。

・産前・産後の支援体制を強化する。経済的支援（出産手当）。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

期待される事業者の役割

安心して産み育てられる環境をつくる1）

出典：保育幼稚園課資料H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
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指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

「子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある」
と感じている
①乳幼児保護者の割合　②小学生保護者の割合

（子育て支援総合計画基礎調査　平成16年3月）

① 46.0％
②32.7％
（15年度）

① 50％
②35％
（20年度）

① 55％
②40％

①60％
②45％

子育て・家族支援者養成講座卒業者数（単年度）
（こども家庭課資料）

58人
（19年度）

60人 60人 60人

■ まちづくりの目標

情報提供、相談機能の充実　　　  　　　
・�情報提供者としての役割を認識し、自らその役割を担っていく。
地域で子育て支援の輪をつくる　　　　　　　　　　　　　
・�サークルや習い事を超えた縦横のネットワークを強化する。父親・母親のネットワークづくり、先輩ママ・高齢者と
のネットワークづくり。
・�こどもが歩ける範囲での子育てネットワークに積極的に参加する。自治会への参加、学校行事への参加。近所の商店
の利用。身近な公園に顔を出す。

育児不安を軽減する
・多くの場で、こどもを連れて参加している人への理解を持つ。
・多様な子育ての形態があることを積極的に理解する。
・自分と異なる、子育て形態についても受容する心を持つ。
障がい児（者）の子育てを支援する　　　  　　　
・�障がい児（者）を特別な人と見てしまう意識からの脱却。

地域で子育て支援の輪をつくる
・支援センターなど子育て支援の専門の場だけでなく、地域でも子育て支援ができるようなシステムをつくる。
・住民主体の子育てコーディネーターの配置。
・自治会集会所を全ての世代が、集いやすい場にする。

育児不安を軽減する
・高齢者、乳児など、異年齢で触れ合える場の拡大支援。
・自治会などの地域組織で異年齢交流が可能となる行事の開催。餅つき大会、夏祭り、地域運動会の実施など。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

　育児不安や孤独感に陥ることなく、人の輪・情報の輪のなかでいきいきと自信を持って楽しく子育て

ができるよう、子育ての悩みや喜びを共有できるネットワークづくりを促進します。

　地域の子育て力を高めていくため、子育て支援の担い手を育成し、家庭的な環境のなかでの保育体制

づくりを推進するとともに、子育て家庭を地域全体で支えるやさしいまちづくりを進めます。

地域ぐるみで子育てを支援する2）
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■ 計画事業

①こども・子育て家庭への総合的支援

　こどもと子育てに関する市の具体的な指針となる子育て支援総合計画を改定し、市民ニーズに沿った

こどもと子育て家庭への支援施策を総合的に展開します。

　こどもの権利保護や自主性の尊重などを目的としたこども条例を制定するとともに、家庭や地域、教

育機関や行政などのこどもの成長に携わる各主体のそれぞれのかかわりや役割などについて検討を進め

ます。

　子育て家庭への情報提供をきめ細かくわかりやすく行うとともに、身近な地域での相談機能を充実さ

せるため、子育て総合窓口を開設するとともに、子育てケアマネージャーを活用した子育て家庭への支

援に取り組みます。

11111 こども条例制定事業 こども家庭課

事業内容 こどもの意思や自主性の尊重、人権保護などを目的としたこども条例を制定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 制定

11112 子育て総合窓口の開設 こども家庭課

事業内容 子育てに関する簡単な助言や担当課の紹介などを行う子育て総合窓口を開設します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 開設

11113 子育て支援ケアプラン事業 こども家庭課

事業内容
子育て支援センターに「子育てケアマネージャー」を配置し、子育てに関する相談や、それぞれの家庭に適した
子育て支援プログラムの作成を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 後期子育て支援総合計画策定事業 こども家庭課

事業内容 子育てに関する市の具体的な指針である子育て支援総合計画を、こどもたちの参画を得ながら改定します。

事務事業名 子育てハンドブック作成事業 こども家庭課

事業内容 市民参加を図りながら子育てハンドブックを毎年発行します。

プロジェクト 1

プロジェクト 1

第１次実施計画

安心して産み育てられる環境をつくる1）
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②妊娠期・出産期の支援

　妊娠や出産に関する安全性と快適さを確保するため、マタニティマークの普及を図り、妊産婦に対す

る気遣いなど、やさしい環境づくりを推進します。

　妊娠期・出産期の母子の健康や安全の確保、経済的負担の軽減のため、妊婦健康診査に要する費用の

助成を拡大します。

　出産後の育児不安を軽減するため、子育てや保護者の健康状態などに関する相談や支援体制を強化す

るとともに、助産師、保健師などの家庭訪問を充実します。

　親として自覚と責任を持って子育てができるよう、若い時期からの意識づくりや父親の子育てへの主

体的な参加を促進します。

　小児の医療体制を充実するため、医師会や歯科医師会、薬剤師会と連携しながら、急病診療所の運営

やかかりつけ医の普及に努めるとともに、浦安市川市民病院の再整備を促進します。

■ 計画事業

11121 マタニティマーク普及事業 健康増進課

事業内容
妊産婦にやさしい環境づくりに向け、マタニティマークの普及を図るため、母子健康手帳申請時にマタニティマー
クを配布するとともに、広く一般に周知していきます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

11122 妊婦健康診査費用助成事業 健康増進課

事業内容
妊娠期の母子の健康や安全の確保、経済的負担の軽減のため、妊婦健康診査の費用助成を3回から5回に増やし
ます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

11123 こんにちは赤ちゃん事業  （新生児･妊産婦訪問指導及び母子保健推進員活動の拡充） 健康増進課

事業内容
生後4か月未満の乳児を抱える全世帯を助産師、保健師などが訪問し、子育てや母子が心身ともに健康な生活を
送るための相談や情報提供などを行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

14143 浦安市川市民病院の再整備　 再掲 　 市民病院再整備推進プロ
ジェクトチーム

事業内容 運営形態を民設民営方式として、市川市と連携を図りながら整備を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

後継法人の選定・協議 病院運営を委譲
整備促進

整備促進 整備促進
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■ 主要事業

事務事業名 ウェルカムベイビークラス 健康増進課

事業内容
初めて出産を迎える夫婦を対象に、妊娠･出産･育児に関する正しい知識を学ぶとともに、友だちづくりの場とな
るよう、全3回のウェルカムベイビークラスを年間12クラス開催します。なお、3回のうち１回は両親そろっ
て参加できるよう土曜日に開催します。

事務事業名 子育てサポート事業 こども家庭課

事業内容
保護者の出産や病気などの際に、周りからの支援が見込めない未就学児を養育している家庭を対象に、育児支援
を行うエンゼルヘルパーを派遣します。

事務事業名 小児初期救急診療運営事業 健康増進課

事業内容
小児救急体制を充実させるため、日曜日・祝日の昼間に小児科医師が急病診療所に常駐し、急病のこどもの初期
救急医療を行います。

事務事業名 かかりつけ医普及冊子の配布 健康増進課

事業内容 かかりつけ医の普及を図るため、公的施設や医療機関、生後2か月のこどもがいる家庭に啓発冊子を配布します。

③子育てと仕事の両立支援

　保育需要の増加や就労形態の多様化に対応するため、保育園や児童育成クラブ施設の整備を進めると

ともに、認証保育所制度を導入します。

　また、保育園や児童育成クラブ施設の保育環境の向上に取り組みます。

■ 計画事業

11131 高洲保育園増設事業　 プロジェクト 1 保育幼稚園課

事業内容
増加する保育需要に対応するため、高洲保育園を増設し、保育園定員を拡大します。また、在宅で子育てする家
庭を支援するため、地域子育て支援センターを整備します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

用地取得
基本設計
実施設計

増設 開園

11132 新町地域保育園整備事業　 プロジェクト 1 保育幼稚園課

事業内容 増加する保育需要に対応するため、明海地区に確保されている保育園用地を活用し、私立保育園を誘致します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 開園

11133 元町地域保育園整備事業　 プロジェクト 1 保育幼稚園課

事業内容 増加する保育需要に対応するため、元町地域に用地を確保し、私立保育園を誘致します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

用地確保 整備

11134 認証保育所制度の導入 保育幼稚園課

事業内容
認可外保育施設の保育環境の向上や増加する保育需要に対応するため、認可外保育施設の認証制度を導入します。
市独自の認証基準を設定し、その基準を満たす認可外保育施設の運営を支援します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施
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■ 主要事業

事務事業名 認可保育園運営事業 保育幼稚園課

事業内容 市立保育園を運営するとともに、私立認可保育園の運営を支援します。

事務事業名 認可外保育施設補助事業 保育幼稚園課

事業内容 認可外保育施設の運営を支援するとともに、保護者の負担を軽減するため、保育料を補助します。

11135 舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業 青少年課

事業内容 舞浜小学校地区児童育成クラブの児童数の増加に対応するため、施設を再整備し定員の増加を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計 建設 開設

11136 （仮称）東野小学校地区児童育成クラブ整備事業 青少年課

事業内容 （仮称）東野小学校建設にあわせ、児童育成クラブ施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計 建設 開設

11137 児童育成クラブガイドラインの策定　 プロジェクト 1 青少年課

事業内容 児童育成クラブの運営や施設のあり方などに関するガイドラインを策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討
策定

【児童育成クラブ入会児童数の推移】

（人）

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
0

300

600

900

1,200

1,500

821

935
1,008

1,147

1,318

出典：青少年課資料
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④多様なニーズに応じた子育て支援

　在宅で子育てをしている保護者の肉体的・精神的負担を軽減するため、弁天保育園を増設し一時保育

施設を整備します。

　多様な保育ニーズに対応するため、市立幼稚園での預かり保育を拡充するとともに、ファミリー・サ

ポート・センターの機能を充実し、病後児保育や宿泊を伴う保育を実施します。また、市内でのショー

トステイ施設の整備について検討します。

　地域の子育て力の向上を図り、地域主体の子育て活動を支援するため、子育て支援者の養成を継続・

充実し、様々な家庭の状況やニーズに対応できる人材を育成するとともに、子育て支援団体の育成に取

り組みます。

■ 計画事業

11141 子育て・家族支援者養成講座 こども家庭課

事業内容
子育て支援センターなどで、子育てに関する相談や支援プログラムの作成を行う、子育てケアマネージャーを養
成するとともに、地域でグループ保育などの子育て活動を行う支援者や子育て支援リーダーを育成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

3級・2級養成
バックアップ研修

3級・2級養成
バックアップ研修

3級・2級・1級養成
バックアップ研修

3級・2級・1級養成
バックアップ研修

11142 ファミリー・サポート・センター事業の拡充 こども家庭課

事業内容
子育ての援助を受けたい人と援助したい人との相互調整などを行うファミリー・サポート・センターの機能を拡
充し、病後児保育や宿泊を伴う保育を実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

人材育成
実施

人材育成
実施

人材育成
実施

人材育成
実施

11143 弁天保育園増設事業　 プロジェクト 1 保育幼稚園課

事業内容
在宅で子育てをしている家庭への支援施設として、弁天保育園を増設し、一時保育施設と地域子育て支援センター
を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

増設 開園

■ 主要事業

事務事業名 子育てサポート事業　 再掲 こども家庭課

事業内容
保護者の出産や病気などの際に、周りからの支援が見込めない未就学児を養育している家庭を対象に、育児支援
を行うエンゼルヘルパーを派遣します。

事務事業名 こどもショートステイ事業 こども家庭課

事業内容 保護者の病気や出産などの一時的な事情により、家庭での養育が困難な児童を施設で預かります。

事務事業名 一時保育事業 保育幼稚園課

事業内容
保育園などを利用しないで在宅で子育てしている家庭を対象に、週３日以内の継続的な就労や保護者が傷病など
により入院･通院する場合など、一時的に家庭での保育が困難となった児童を保育園で預かります。

事務事業名 幼稚園預かり保育事業 保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や傷病などの理由により、家庭での保育が困難となった園児を、幼稚園の保育時間前後や長期休業
中も幼稚園で預かります。
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⑤ひとり親家庭への支援

　ひとり親家庭の生活の安定を図るため、様々な経済的支援に加え、母子家庭などを対象とした個別の

自立支援プログラムの策定や就労支援を実施します。

　また、民間の賃貸住宅へ入居する際、連帯保証人が確保できない場合に必要な保証料の一部を助成す

るなど、ひとり親家庭の住宅の確保を支援します。

■ 計画事業

11151 母子家庭等就労支援事業の拡充 こども家庭課

事業内容
就職や転職、スキルアップを考えている母子家庭などを対象に、就労支援講座を開催するとともに、個別の支援
プログラムを策定し就労を支援します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

11152 ひとり親世帯民間賃貸住宅入居支援事業 こども家庭課

事業内容
民間賃貸住宅への入居の際、自分で保証人を確保できないひとり親家庭を対象に、家賃等債務保証取扱企業との
家賃等債務保証契約を結ぶ際の保証料の一部を助成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 母子家庭自立支援給付金事業の実施 こども家庭課

事業内容 母子家庭の母親の就労を促進していくため、職業能力の開発に対して給付金を支給します。

事務事業名 母子家庭・父子家庭等医療費等助成事業 こども家庭課

事業内容
母子家庭などの生活の安定を図るため、当該世帯の父母や児童が保険医療給付を受けた場合、その一部を助成し
ます。

事務事業名 母子家庭住宅手当 こども家庭課

事業内容 母子家庭の世帯主が住宅を借りた場合、月額15,000円を限度に住宅手当を支給します。
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■ 計画事業

①子育て支援のネットワークづくりの推進

　気軽に集い、うち解けた雰囲気のなかで交流を図り、子育ての相談や子育てに関する情報を得ること

ができる身近な場として、つどいの広場や地域子育て支援センターを整備します。幼稚園や保育園、つ

どいの広場や地域子育て支援センターなどの子育て支援施設が、それぞれの特色を活かしながら地域の

子育て支援の拠点となるよう、情報交換などを行うための連携会議を設置します。

11211 つどいの広場整備事業 保育幼稚園課

事業内容
親と子が気軽に集い、うち解けた雰囲気のなかで語り合い相互に交流を図るつどいの広場を新たに１ヶ所整備し
ます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 整備 開設

11212 地域子育て支援センター整備事業 保育幼稚園課

事業内容
親と子が自由に遊び、交流する場として、また、子育てに関する相談や情報交換の場となる地域子育て支援センター
を、既存の保育園を増設して整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 開設（弁天保育園内）
整備

開設（高洲保育園内）

■ 主要事業

事務事業名 子育て支援センター事業 保育幼稚園課

事業内容
地域での育児支援やこどもたちの健全育成を図るため、0歳～未就学児とその保護者を対象に、集い、交流、遊
びの場を提供するとともに、子育てに関する相談や情報提供を行います。

事務事業名 つどいの広場事業 保育幼稚園課

事業内容
子育て中の親の子育てに対する負担感の緩和・軽減を図り、親子の交流やこどもの遊び、育児相談などを行うため、
NPOなどの民間団体を活用し、利用者が相互に楽しく交流しながら、遊び、学び、支え合う場を提供します。

事務事業名 子育てすこやか広場事業 保育幼稚園課

事業内容 市立幼稚園を子育て中の親子に開放し、地域の子育て支援や在園児との交流を図ります。

地域ぐるみで子育てを支援する2）
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■ 主要事業

事務事業名 子育てバリアフリーマップ（子育てハンドブック作成事業） こども家庭課

事業内容
乳幼児とその親が外出する際の遊び場や授乳コーナー、トイレなどの場所を示したマップを年度ごとにテーマを
きめて作成します。

■ 計画事業

11221 子育て支援パスポート事業　 プロジェクト 1 こども家庭課

事業内容 市内の商店などで子育て中の家庭が様々な特典を受けることができる子育て支援パスポート制度を実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
試行

検証 実施 実施

11222 あかちゃんほっとすてーしょん整備事業 こども家庭課

事業内容
こどもを連れて外出した際に、授乳やオムツ替えなどができるスペースを市役所や公民館などの公共施設や商店
街などに設置します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
設置

設置 設置 設置

11121 マタニティマーク普及事業　 再掲 健康増進課

事業内容
妊産婦にやさしい環境づくりに向け、マタニティマークの普及を図るため、母子健康手帳申請時にマタニティマー
クを配布するとともに、広く一般に周知していきます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

13222 交通バリアフリー道路特定事業　 再掲 道路管理課

事業内容
交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、新浦安駅を中心とする半径1.0km圏内の重点整備区域に設定し
た特定経路のバリアフリー化を推進します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

駅前広場整備
EV設置 ( 駅前広場側）

境川沿い美浜・海楽側（市
道第5-1 号線）富岡・東
野側（幹線3号）整備

照明・案内板設置
視覚障がい者用ブロック
設置

②子育てにやさしいまちづくりの推進

　地域で子育て家庭を応援する気運を高めていくため、商店などの協力のもと、子育て家庭が様々な特

典を受けることができる制度を実施します。

　また、乳幼児を連れて安心して外出できるよう、道路や公共施設、交通機関などのバリアフリー化を

進めるとともに、授乳やオムツ替えなどができるスペースを公共施設や人が多く集まる場所に設置する

など、子育てにやさしいまちづくりを推進します。
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●ファミリー・サポート・
　センター事業の充実
●病後児・宿泊対応

子育てケア
マネージャー

子育て・家族支援者養成講座
（2 級・3 級）

○子育て・家族支援者の養成
○支援者のバックアップ

○受講後の支援活動
　�保育園、児童育成クラブ、ファミ
リー・サポート・センターなど

地域の子育て支援力の向上

【子育て・家族支援者養成講座を核とした 子育て支援イメージ】
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2
具体的施策

こどもが元気に成長できる環境を整える

　「こどもが何かおかしい。」こう言われるようになって久しくなりました。

　基本的な生活習慣の欠如、コミュニケーション能力の不足、集団生活への不適応、自制心や規範意識

の不足に加え、自尊感情を抱けないこどもや心の病を抱えるこどもの増加など、こどもの育ちが大きく変

化してきています。また、身体的な面においても、運動能力の低下や栄養の偏りなどの食の問題、性行動

の低年齢化による性感染症の増加などが指摘されており、生涯にわたる健康への影響が懸念されます。

　この背景には、社会構造の変化をはじめ様々な要因が影響していると考えられます。少子化や核家族

化による世帯規模の縮小や共働き家庭の増加、それに伴う親や兄弟姉妹、祖父母などとのかかわりの減

少、また、地域における人間関係の希薄化やこどもに対する大人の無関心、こどもが犯罪の被害者とし

て巻き込まれる事件の増加や安心して遊ぶことのできる場や機会の減少、それに伴う年齢や世代を超え

たかかわりの減少、さらに、社会問題となっている児童虐待など、様々な要因が複合的に影響し、様々

な形でこどもの育ちの変化となって現れてきていると考えられます。

　浦安市においても、全国的な問題認識と同様の傾向にあると考えられることから、基礎体力・運動能

力の向上や生活習慣の確立、思春期における健康教育やこころの問題など、様々な問題に対応していく

ことが必要です。

　乳幼児期から少年期は、生活習慣を身に付け確立していく重要な時期であり、青年期は、ライフスタ

イルの変化のなかで生活習慣に配慮が必要な時期です。この時期の日々の生活は、その後の健康観や行

動に大きく影響を与えていきます。また、乳幼児期から少年期、青年期にかけ、人格や生涯にわたって

の生きる力の基礎が培われる時期でもあり、多くの人とかかわりながら大切にされ育っていくことで、

人への愛情や信頼、豊かな感性が育まれます。

　こどもの育ちは、親など身近な周りの人からの影響が大きいことから、身近な大人が、自覚を持ち、

健全な生活習慣の形成へと導く必要があるとともに、人とのかかわり方や社会のルールなど生きていく

うえで必要な教育を行う必要があります。同時に、成長の段階に応じて、自分のこころや身体について

学習する機会や様々な人とかかわりあう機会を得て、元気な身体や豊かなこころ、自主性や自立心を育

てていくことができる体制づくりが必要です。

　また、障がい児や心身の発達遅滞により療育を必要とするこども、幼稚園や保育園、小学校などの集

団の場にうまく適応できないこどものライフステージに応じて高度化・多様化していくニーズに対応し

ていく必要があります。地域のなかでいきいきと成長していける体制づくりが必要であるとともに、自

立へ向けた一貫した支援が必要です。

　未来を担うこどもたちのために、家庭や地域、教育機関、行政などが相互に連携・補完し合いながら、

安心してのびのびと健やかに成長できる環境を整えていく必要があります。

現状と課題
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　成長の各過程において健康診査を実施し、きめ細かなフォローアップを行っていくとともに、基礎体

力・運動能力の向上や健全な生活習慣の確立のため、家庭や地域、教育機関や行政などが一体となり、

成長過程にあわせた健康づくりを推進していきます。また、こどもたちに対する健康教育や保護者に対

する相談体制や健康知識の普及などを充実していきます。

　障がい児や療育を必要とするこどもなどが、地域のなかでいきいきと生活できるよう、障がいの種類

や程度などに応じた様々な支援を充実していくとともに、地域と連携した支援体制づくりを行っていき

ます。また、個々の能力を最大限に発揮し、将来、自立を期していけるよう、一貫した支援体制を構築

していきます。

　こどもたちを犯罪から守り、地域のなかでのびのびと成長していけるよう、関係機関や市民、地域と

協力して、見守り体制を構築していきます。また、児童虐待に関する防止対策や相談体制を充実させ、

関係機関との連携のもと、発生予防から早期発見、早期対応、保護、支援まで切れ目なく総合的に対応

していきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

「健診などの保健サービスが充実している」と感じて
いる
①乳幼児保護者の割合　②小学生保護者の割合

（子育て支援総合計画基礎調査　平成16年3月 )

① 73.8％
②62.9％
（15年度）

① 75％
②65％
（20年度）

① 75％
②70％

①75％
②70％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

こどものからだの健康づくりを進める　　　  　　　
・��外遊びや運動に親しむことの大切さを親が理解する。
・�親自身の健康力を増進する（外遊びや運動に親しむ習慣を持つ）。
・�こどもに遊びを教える。
食育を推進する　　　　　　　　　　　　　
・��食事の楽しさ、大切さをこどもに伝える。家族全員で食事を食べる機会を増やす。

・�地域で企画する行事に、「食育」の概念を取り入れる。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

こどもの健やかな成長を支える1）
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　こどもたちが安心してのびのびと遊ぶことができる場や過ごせる場などを確保していきます。また、

世代を超えた交流や様々な人とのかかわりを通じて人とかかわる力や豊かな心・感性を育んでいける環

境づくりを、地域と連携しながら進めます。

　こどもたちの成長に応じて生じる様々な問題に対応するため、家庭や地域、教育機関や行政が、それ

ぞれの立場からこどもたちとしっかりと向き合い、相互に連携・補完し合いながら、こどもたちの育ち

を支えていきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

「こどもの居場所や安全な遊び場が整っている」と感
じている
①乳幼児保護者の割合　②小学生保護者の割合

（子育て支援総合計画基礎調査　平成16年3月）

① 46.2％
②35.8％
（15年度）

① 50％
②40％
（20年度）

① 55％
②45％

①60％
②50％

■ まちづくりの目標

こどもの心の健康づくりを進める　　　  　　　
・�主体性、社会性を養う（あいさつのできるこどもに）。こどもの話をじっくり聞ける心理的、時間的余裕を持つ。
・地域活動へこどもを参加させる。山やキャンプなどの計画や参加。

こどものからだの健康づくりを進める　　　　　　　　　　　　　
・安心して自由に遊べるように、こどもを見守っていく。
こどもの心の健康づくりを進める　　　　　　　　　　　　　
・他人に思いやりを持てるこどもを育てる。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

〇他のこどもとの集団生活
〇�家庭では体験できない社会･文化
との接触、豊かさとの出会い

〇教員・保育士の専門的な支え

こどもの育ちを支える三者の連携
——家庭・地域・教育施設——

幼児の健全な育ち

青少年の健全育成

家庭

地域
教育機関

（幼稚園・保育園等）

（学校）〇様々な人との交流　
○自然との触れ合い
○市民団体の支え

〇愛情やしつけ
〇規則正しい生活習慣

行政

支援

豊かな心を育む2）
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■ 計画事業

①健康づくりの推進

　こどもたちの健康管理を支援するため、ライフステージごとにきめ細かく健康診査を実施し、必要に

応じてフォローアップを行うとともに、かかりつけ医の普及に努めます。

　また、こどもの健康を守るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、医療費の助成対象を

拡大します。

　集団行動への不適応などを早期に発見し、よりきめ細やかな支援や指導を行い就学へとつないでいく

ため、５歳児を対象にした健康診査の方法や相談体制、支援体制について検討します。

　部活動の強化を図るなど児童・生徒の基礎体力や運動能力の向上を図るとともに、家庭や地域などと

連携して食育や歯科保健などに取り組みます。

12111 こども医療費助成事業　 プロジェクト 1 こども家庭課

事業内容
こどもたちの健康を守るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、医療費の助成を小・中学生まで拡
大します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

条例制定
実施

実施 実施 実施

22231 体力向上推進事業　 再掲 保健体育安全課

事業内容
児童・生徒の実態を踏まえた体力向上の取り組みについて、千葉県の指定校を中心に研究を進め、全市的な展開
を図ります。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

研究校指定
（中学校1校）

研究推進 推進校指定
（小学校2校）
（中学校1校）

推進

22232 部活動推進事業　 再掲 保健体育安全課

事業内容
心豊かでたくましい生徒の育成をめざすため、外部指導員の積極的な活用や、必要な備品の整備・充実を図り、
各校の特色ある部活動の強化を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

外部指導員の活用
活動備品整備

外部指導員の活用
活動備品整備

外部指導員の強化 外部指導員の強化

第１次実施計画

こどもの健やかな成長を支える1）
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■ 主要事業

事務事業名 「健康うらやす 21」計画推進事業 健康増進課

事業内容
平成16年度から25年度までを計画期間とした「健康うらやす21」について、平成20年度に中間評価を行い、
最終年度へ向け後期5ヵ年の計画内容を改定します。

事務事業名 孤食児童対策事業 健康増進課

事業内容
コミュニケーションの場として食事を楽しむ習慣の重要性を伝えるとともに、健康教育の一環として、夏休みに
小学校の教室などを利用し、こどもたちがお弁当を持参して一緒に食べる場を設けていきます。

事務事業名 地域･学校保健との連携の推進 健康増進課

事業内容
こどもの生活習慣の確立・改善のため、家庭や地域、学校が一体となり、食育や歯科保健などに関する乳幼児期
から青年期まで一貫性のある取り組みを推進します。

事務事業名 1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査 健康増進課

事業内容
1歳6か月児及び3歳児を対象に健康診査を行います。また、子育てに関する心配や保護者の健康状態も含めた
相談を行うことにより、必要な支援を行います。

事務事業名 幼児歯科健診 健康増進課

事業内容
むし歯の早期発見や早期治療を図るため、2歳児から未就学児とその保護者を対象に、歯科健診と個別歯科保健
指導を実施し、乳歯のむし歯予防に関する知識や正しいみがき方の習得を図ります。また、希望者に対し、栄養
士による個別相談を実施します。

事務事業名 就学時健康診断事業 保健体育安全課

事業内容
次年度の小学校入学予定者とその保護者を対象に、学校医などによる健康診断を行い、疾病などについて必要な
指導や助言を行います。

事務事業名 児童生徒健康診断事業 保健体育安全課

事業内容
市立幼稚園や小・中学校に在籍する児童・生徒を対象に、定期健康診断を実施し、事後指導などの必要な措置を
講じます。

事務事業名 歯科疾患予防教室事業 健康増進課

事業内容
生涯を通じて健康な口腔を保つためには幼児期や学童期からの衛生教育が重要なことから、保育園や幼稚園、小・
中学校などを巡回し、歯科衛生士による歯科疾患予防の講話と歯みがきレッスンを実施します。

事務事業名 小児初期救急診療運営事業　 再掲 健康増進課

事業内容
小児救急体制を充実させるため、日曜日・祝日の昼間に小児科医師が急病診療所に常駐し、急病のこどもの初期
救急医療を行います。

事務事業名 かかりつけ医普及冊子の配布　 再掲 健康増進課

事業内容 かかりつけ医の普及を図るため、公的施設や医療機関、生後2か月のこどもがいる家庭に啓発冊子を配布します。

②障がい児の地域生活や自立の支援

　障がい児や心身の発達に心配のあるこどもなどに対し、専門的できめ細やかな支援を行います。また、

関係機関との連携を強化し、乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行います。

　障がいのある児童・生徒が地域のこどもたちと一緒に教育が受けられるよう、交流や共同学習を積極

的に進めるとともに、特別支援学級や学習支援室の設置、学習指導員の配置や相談体制の充実に取り組

みます。また、放課後に安心して過ごすことのできる場や見守りの体制について検討します。

　市川市内の特別支援学校高等部への通学を支援するため、千葉県が実施するまでの間の措置として、

スクールバスを運行します。
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12121 個別支援計画の策定（発達支援推進事業） こども家庭課

事業内容
発達障がい児（者）の特性に応じた個別支援計画を策定し、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し
た一貫した支援を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

12122 市川特別支援学校高等部通学支援事業　 障がい福祉課

事業内容 市川市内の特別支援学校高等部へ、自力での通学が困難な生徒の通学を支援するため、スクールバスを運行します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

22251 まなびサポート推進事業　 再掲 教育研究センター

事業内容
幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導、支援が行われるよう、計画的な訪問活動や巡回相談
体制の充実を図るとともに、医療や福祉分野と連携し、就学にかかわる専門家チームを立ち上げ、就学支援体制
の充実を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

推進 推進 推進 推進

22252 特別支援学級整備事業　 再掲 教育研究センター

事業内容
特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小・中学校への特別支援学級の整備
を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

22253 学習支援室整備事業　 再掲 教育研究センター

事業内容 学習の支援が必要な児童・生徒に効果的な指導ができるよう、各小・中学校へ学習支援室の整備を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 こども発達センター事業 こども家庭課

事業内容
ことばや運動、行動、情緒などの発達に心配のあるこどもや育児に不安を持つ家族を対象に、年齢に応じた集団
療育、グループ療育、個別相談の充実を図ります。

事務事業名 1 歳 6 か月児健康診査等事後指導 健康増進課

事業内容
主に言葉や情緒面の発達に不安がある児童を対象に、集団のなかでの遊びを通じて、親が意図的に働きかけ発達
を促すことができるよう支援します。

事務事業名 療育費用助成 障がい福祉課

事業内容 障がい児が民間事業所の療育事業に参加する場合の費用の一部を助成します。
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事務事業名 障がい者等一時ケアセンター 障がい福祉課

事業内容
障がい者（児）の自立に向けた社会参加の促進や家族の負担を軽減するため、障がい者等一時ケアセンターを運
営します。

事務事業名 心身障がい児一時預かり事業 障がい福祉課

事業内容
小学校4年生から高校3年生までの障がい児または特別支援学校の児童・生徒を家庭において介護することが一
時的に困難になった場合、介護者が障がい児を有料で介護人に委託したときの費用を助成します。

③こどもの安全を守る環境の整備

　幼稚園や保育園、学校などこどもたちが多く集まる公共施設の防犯対策を実施するとともに、地域な

どと連携し通学路の安全確保に取り組みます。

　子育て家庭への相談機能を充実するなど、関係機関と連携しながら児童虐待の防止や早期発見に努め

るとともに、発見後、早期に対応し、保護や支援に切れ目なく取り組みます。

11113 子育て支援ケアプラン事業　 再掲 こども家庭課

事業内容
子育て支援センターに「子育てケアマネージャー」を配置し、子育てに関する相談や、それぞれの家庭に適した
子育て支援プログラムの作成を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

46211 自主防犯活動支援事業　 再掲 防犯課

事業内容
自治会やPTAなどの地域団体、また、学生防犯委員会V5やNPOなどの団体に対し、パトロールに必要な物資
の貸与や防犯パトロールカーの貸し出しなどの支援をします。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 市内巡回パトロール事業　 再掲 防犯課

事業内容
市民の身近な場所で発生する犯罪の抑止を目的とし、特に、路上犯罪が発生しやすい夜間や、不審者や変質者の
出没が多発する小・中学校の通学路を中心に、市内巡回パトロールを毎日実施します。

事務事業名 学校施設等防犯対策事業
保育幼稚園課／青少年課
教育施設課／指導課
保健体育安全課

事業内容
小・中学校、保育園や幼稚園などの防犯対策に取り組みます。各施設に防犯用具を配備するとともに、防犯訓練
を実施します。また、小学校への警備員の配置や小学校新入生への防犯ブザーの配布を行います。さらに、防犯
教育を推進するとともに、各学校や関係機関との間での不審者情報の共有化を図ります。

事務事業名 児童虐待対策推進事業 こども家庭課

事業内容
要保護児童対策地域協議会を中心に、児童相談所などの関係機関と連携しながら、虐待を受けているこどもの早
期発見や保護に努めます。

事務事業名 児童相談 こども家庭課

事業内容 こども家庭支援センターなどで相談事業を実施し、各機関連携のもと、相談者への必要な支援を行います。
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■ 計画事業

①心を育む遊び環境の整備

　こどもたちが、遊びのなかから様々な学びを得て豊かな感性や心を育んでいけるよう、児童館の整備

や公園の改修に取り組みます。また、地域の協力を得ながら、こどもたちの多様な遊び環境を整備します。

12211 高洲児童館整備事業　 こども家庭課

事業内容
こどもたちに健全な遊びの場を提供し、健康を増進するとともに、情操豊かな発達を促すため、高洲地区公民館
の複合施設として児童館を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計
整備

整備 開設

12212 プレイパーク整備事業 こども家庭課

事業内容
地域の市民や団体が主体的に管理・運営するこどもたちの自由な遊び場であるプレイパークの整備に向け、活動
の中心となるプレイリーダーの養成や場所の選定を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

場所の選定
リーダーの養成

22415 校庭・園庭芝生化整備事業　 再掲 教育施設課

事業内容 これまで進めてきた園庭芝生化の効果を検証し、幼稚園芝生化整備を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備2園
芝生化効果報告書作成

整備2園 整備2園 整備2園

34111 身近な公園づくり事業　 再掲 みどり公園課

事業内容
元町地域や中町地域にある老朽化した街区公園を改修の計画段階から自治会やこども会、学校などの市民ニーズ
を反映した安全性や利便性、快適性に配慮した公園として整備します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

弁天児童中央公園再整備
当代島地区街区公園再整
備

東野・北栄地区街区公園
再整備

猫実・富士見地区街区公
園再整備

当代島・美浜地区街区公
園再整備

34112 浦安公園整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容
元町地域の住環境の向上を図るため、市役所第2庁舎の位置で都市計画決定されている近隣公園規模の浦安公園
を、ワークショップ形式により計画段階から市民との協働で整備します。防災機能を充実させた安全で安心な公
園として整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

基本計画 基本設計

34113 海楽公園改修事業　 再掲 みどり公園課

事業内容
地域に親しまれる公園となるようワークショップ形式により計画段階から市民との協働による公園づくりに取り
組み、地域の特性に合った多機能な公園として再整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施設計 改修 改修

豊かな心を育む2）
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34114 舞浜公園改修事業　 再掲 　 みどり公園課

事業内容
地域に親しまれる公園となるようワークショップ形式により計画段階から市民との協働による公園づくりに取り
組み、地域の特性に合った多機能な公園として再整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

基本設計 実施設計

■ 主要事業

事務事業名 児童センター事業 こども家庭課

事業内容
総合福祉センターに設置されている児童センターを活用し、遊びを通じたこどもの育ちを支援するための各種事
業を展開します。

事務事業名 放課後異年齢児交流促進事業 青少年課

事業内容
学校施設を利用し児童の放課後の遊びの場を確保するとともに、こどもたちの社会性を育む場として、異年齢児
間の交流を促進します。

②こどもを育む親力・地域力の向上

　親力（家庭の教育機能）の向上を図るため、家庭教育学級を開催し、家庭教育に関する学習機会や情

報提供などを行います。また、ＰＴＡやこども会などの地域活動の活性化を図るとともに、学校支援協

議会などの新たな取り組みを通して、地域の教育力の向上を図ります。

■ 主要事業

事務事業名 家庭教育学級開催事業 公民館

事業内容
家庭教育の重要性を認識し、より良い家庭を営むことができるよう、園児や児童・生徒の保護者を対象に家庭教
育学級を開催しています。

事務事業名 学校支援ボランティア推進事業　 再掲 指導課

事業内容
児童・生徒の多様化した興味や関心に対応するため、専門的な知識・技能・体験を有する地域住民を学校支援ボ
ランティアとして登録し、学校教育をサポートします。
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③幼児期の学び環境の整備

　幼児期の学び環境を充実するため、市立幼稚園の３歳児保育を拡充します。また、幼稚園と保育園と

の連携を図るためのカリキュラムを策定するとともに、幼稚園と地域の子育て家庭との交流を深めます。

12231 市立幼稚園 3 歳児保育の拡大 保育幼稚園課

事業内容
市民ニーズの高い3歳児保育について、現在実施している3園の定員を拡大するとともに、新たに3園で実施
します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

既存3園定員拡大 新規2園実施 新規1園実施

12232 浦安市就学前保育 ( 教育 ) カリキュラム策定事業　 保育幼稚園課

事業内容
すべての幼児が豊かな学び環境で成長できるよう、幼保連携のもと、浦安市就学前保育（教育）カリキュラムを
策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 策定 実施 実施

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 子育てすこやか広場事業　 再掲 保育幼稚園課

事業内容 市立幼稚園を子育て中の親子に開放し、地域の子育て支援や在園児との交流を図ります。
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⑤青少年の健全育成

　地域における青少年の活動をより充実させるため、リーダー養成研修の対象年齢を拡大するとともに、

青少年の自主的な活動を促すため、様々な活動の場や交流の機会を提供します。

　青少年の健全育成を図るため、青少年の非行防止や青少年にとって好ましくない環境の改善などに地

域と連携して取り組みます。

12251 青少年リーダー養成事業 青少年課

事業内容 既存の研修をよりステップアップした研修会を実施し、青少年ボランティアを育成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 青少年交流活動センター事業 青少年課

事業内容 宿泊も可能な青少年交流活動センター（うら・らめ～る）を活用し、青少年の健全育成や指導者の養成を行います。

事務事業名 青少年交流施設運営事業 青少年課

事業内容
青少年の健全育成の場として、新浦安駅前プラザ (マーレ ) に開設した青少年交流施設で、芸術や音楽、文化など
の青少年向け各種事業を行います。

事務事業名 青少年館運営事業 青少年課

事業内容 青少年が自由に集まり、交流や自発的な学習など、様々な自主的活動ができる青少年館を運営します。

④自分を大切にする気持ちを育てる

　人に言いづらい悩みや不安を多く抱える思春期の児童・生徒が相談しやすい体制を確立するとともに、

不登校となった児童・生徒への支援体制を充実します。

■ 主要事業

事務事業名 教育相談推進事業　 再掲 指導課／教育研究センター

事業内容
学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに関する相談を行うにあたり、スクールライフカウンセラーやまなび
サポート相談、適応指導教室との連携を図ります。

事務事業名 生徒指導推進事業　 再掲 指導課

事業内容
いじめ110番による相談を実施し、いじめ問題の早期発見、早期対応を図るとともに、病児指導や訪問指導な
どを行います。

事務事業名 思春期セミナー 健康増進課

事業内容
思春期または思春期を迎えるこどもたちの保護者を対象に、小児科医などの外部講師による、思春期のこどもた
ちの心とからだの変化や家庭でのこどもたちとのかかわり方に関するセミナーを開催します。
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事務事業名 青少年国際交流事業 青少年課

事業内容
市内の中・高生を姉妹都市オーランドに派遣し、現地青少年との交流やホームステイ、教育施設や福祉施設への
訪問などの体験を通じて、国際的な視野を広め、国際社会を担うにふさわしい人間を育成するとともに、市民主
体の国際交流を促進します。

事務事業名 洋上研修事業 青少年課

事業内容
日頃体験できない洋上での生活と研修により、人間形成に必要な心の豊かさやたくましさを育むとともに、異年
齢間での集団生活を通して友情と連帯感を高揚させ、次代を担う青少年の健全育成を図ります。

事務事業名 ジュニアリーダー研修会 青少年課

事業内容
地域や子ども会活動の中心となるジュニアリーダーを養成するため、市内の子ども会や地域から参加者を募り、
ジュニアリーダー研修会を開催します。

事務事業名 多世代交流事業 青少年課

事業内容 地域の老人クラブと児童育成クラブとの交流活動を推進し、地域でのこどもたちの育ちを支えます。

事務事業名 青少年健全育成団体活動の推進 青少年課

事業内容
浦安市青少年相談員連絡協議会などの青少年健全育成団体の活動を支援するとともに、地域におけるこどもたち
への積極的なかかわりを促進します。

事務事業名 青少年補導活動推進事業　 青少年センター

事業内容 青少年の非行防止と健全育成を図るため、青少年補導員を委嘱し補導活動を推進します。

事務事業名 社会環境浄化事業 青少年センター

事業内容

青少年の健全な育成に好ましくない図書などを、青少年が書店やコンビニエンスストアなどで容易に閲覧したり、
購入したりしないよう、販売店に協力を依頼します。また、法令に従い、午後6時以降は16歳未満の者がゲー
ムセンターに立ち入らないよう、事業者に協力を依頼します。
さらに、不審者情報をもとに、不審者の出没する場所を把握し、警告表示板を設置するとともに巡回を行います。
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3
具体的施策

大人がいきいきと活躍できる環境を整える

　生涯を通じて、自分らしく、いきいきとした暮らしを維持していくためには、心身ともに健康で、生

きがいを持って生活していくことが重要です。

　できる限り健康でいることは、時代を超えて変わらぬ望みです。しかし、糖尿病や高血圧性疾患など

生活習慣病の増加が全国的な問題となっており、生活習慣病は、今や、国民の全死亡原因の約３分の２

近く、国民医療費の約３分の１を占め、多くの疾病発生や障がいの発生要因になっています。浦安市に

おいても例外ではなく、生活習慣病の件数と医療費は右肩上がりに上昇しています。介護保険制度にお

いても、要介護認定者数や介護給付費が年々増加の一途をたどっており、今後も増加し続けると予想さ

れます。医療費や介護給付費の増加は、保険料の形で現在及び将来の経済的負担として返ってくること

になります。

　また、ストレス社会といわれる現代では、職場や地域の人間関係、家庭内の問題など様々な場面でス

トレスを受け、こころの問題で悩み、心身のバランスを崩して健康を損なう人が増えています。ストレ

ス社会のなかでこころの健康を維持していくためには、市民一人ひとりが上手にストレスとつきあって

いくことが必要です。

　健康づくりの基本は、「自分の健康を自らつくり・守る」ことにあります。市民一人ひとりが健康を

意識して生活すること、つまり自分の健康状態を把握し、自分にあった健康づくり・介護予防の方策や

ストレスの解消方法などを見つけ出し、実践していくことが必要です。

　さらに、いきいきとした暮らしには、心身の健康に加え、生きがいが必要です。特に高齢期になると、

新しい取り組みを始めることや外出することが億劫になり、家に閉じこもる傾向がみられます。また、

障がい者が、気軽に外出できる移動空間や交通手段の整備なども課題です。高齢者や障がい者が、身近

な地域で活動や活躍ができる場が広がるとともに、家から外へ踏み出すきっかけづくりや活躍しやすい

環境づくりが必要です。

現状と課題
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　市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康づくりや介護予防に取り組んでいけるよう、情報提

供を工夫するなど、取り組みのきっかけづくりを強化していくとともに、日常の生活のなかで取り組み

を継続していけるよう地域と一体となった仕組みづくりや体制づくりを行います。

　疾病を早期に発見し早期治療へと結び付けていく二次予防を促進するとともに、一次予防を重視し、

生活習慣病有病者や予備軍に対して健全な生活習慣への改善支援を強化していきます。

　こころの健康維持を支援していくため、様々な相談窓口を広く周知していくとともに、メンタルヘル

スケアを充実していきます。

課題解決のための取り組みの方向

健康に対する意識を高めていく　　　  　　　
・��市民一人ひとりが健康づくりに積極的に取り組んでいく。
身近な場所で気軽に健康づくりを行えるようにする　　　　　　　　　　　　　
・��健康づくりに取り組むように呼びかける。共に取り組む仲間を増やすよう、周囲に声をかける。
健康に注意が必要な人に対して、自分の身体を知る仕組みをつくる　　　  　　　
・���自分の健康状態を把握し、健康づくりに取り組む。市から提供される情報だけでなく、自分で聞くことも大切。
そのため、日常からの医者とのコミュニケーションの大切さを理解する。

・���健康づくりのためにかかりつけ医 ( 主治医 ) をもつ。市民は、病気の有無にかかわらず、一人ひとりがかか
りつけ医をもつようにする。また、健康に注意が必要な段階からかかりつけ医とつきあうことが、万一、病
気になった時でも、安心して診てもらえる秘訣でもある。

不安・悩みを相談しやすい仕組みを充実させる　　　  　　　
・��日々の生活の中で声をかけるように取り組む。

健診を受けていない人に対して、健康に関心をもってもらう　　　  　　　
・���地域の情報ネットワークを充実させる。地域のネットワーク（自治会広報、老人クラブ、防災訓練など）を
利用して情報を伝える。

地域の力を活用して健康づくり・介護予防を継続する　　　  　　　
・����地域で健康づくり・介護予防の取り組みを広めていく。介護予防などの教室の参加者ＯＢが、自分が学んだ
ことを広めていく場を設定する。

・����身近な話し相手、相談窓口になる。傾聴ボランティアの養成を継続し、自宅へ出向いていって話し相手にな
りながら悩み相談を受ける訪問型悩み相談を実施する。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

①特定健康診査の実施率　②特定保健指導の実施率　
③内臓脂肪症候群の該当者・予備軍の減少率

（平成20年度との比較：健康増進課資料）

①42％
②10％
③－

①53％
②30％
③－

①65％
②45％
③10％
（24年度）

① 80％
②60％
③25％
（27年度）

介護予防教室に参加された特定高齢者のうち「改善さ
れた」と答えた人の割合

（介護保険課資料）

48.8％
（19年度）

50％ 55％ 60％

日頃の健康状態について「とても健康だと思う」及び「ま
あ健康だと思う」と答えた高齢者の割合

（高齢者等実態調査に関するアンケート調査　平成20年3月）

66.6％
（19年度）

70％ 75％ 75％

■ まちづくりの目標

期待される社会福祉協議会の役割

心と身体の健康を維持・増進する1）
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　高齢者や障がい者が地域とふれあいながら、生きがいを持って暮らしていけるよう、地域で活躍でき

る場や機会を広げていきます。

　地域への貢献意識や意欲の高い高齢者や団塊の世代が、地域づくりの新たな担い手として、今まで培っ

てきた経験やノウハウ、比較的自由に使えるようになった時間を様々な分野で活かすことができる仕組

みをづくりを進めます。

　高齢者や障がい者が地域社会へ参画する基礎となる安全・安心・快適な移動空間を整備していくため、

公共交通機関や公共施設などのバリアフリー化を推進します。また、移動やコミュニケーションを円滑

に行うための支援を行い、高齢者や障がい者が活躍するための環境づくりに取り組みます。

地域で活躍する　　　  　　　
・��身近なところでボランティア活動に取り組んでいく。
趣味で活躍する　　　　　　　　　　　　　
・���趣味活動を発表して、楽しさを広げられるように取り組んでいく。福祉施設への慰問などを通じて交流を深
める。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

生きがいや楽しみが「ある」と答えた成人の割合
（健康うらやす21市民意識調査　平成15年3月）

78.0％
（14年度）

80％ 80％ 80％

歩道の段差解消など、まちのバリアフリー化が進んで
いると感じている市民の割合　 再掲

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年１月）

31.7％
（19年度）

35％ 40％ 45％

■ まちづくりの目標

【老人福祉センター（Ｕセンター）利用者数推移】

地域で活躍できる環境をつくる2）
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■ 計画事業

①健康づくり・介護予防の推進

　市民一人ひとりの主体的な健康づくりを推進するための総合的な指針である「健康うらやす 21」の

これまでの取り組みについて、検証・評価しながら改定します。

　医療制度改革により、平成 20年度から、各医療保険者にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

に焦点をあてた特定健康診査や特定保健指導の実施が義務付けられたことから、40～ 74 歳の国民健

康保険加入者などに対して特定健康診査を実施し、生活習慣病有病者や予備軍の生活習慣の改善を支援

します。また、市民一人ひとりの健康維持に向け、引き続き、がん検診や歯科検診などを実施します。

　継続的な健康づくりや健康意識の向上を図るためのきっかけづくりとして、健康に関する情報提供の

充実を図るとともに、市民の主体的な健康づくりを支援するボランティアの養成を行います。

　介護予防が必要と思われる高齢者を把握し、各種介護予防教室への参加などを促すとともに、参加が

難しい場合は電話や訪問による支援を行います。また、介護予防の取り組みを広げていくため、地域の

活動組織を育成・支援するとともに、ボランティアなどの育成を行います。

　楽しみながら健康づくりができるよう、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる緑地や自転車走

行空間の整備に取り組みます。

13111 健康メールマガジン事業 健康増進課

事業内容 健康に関連する情報を定期的に電子メールで配信します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

13112 メタボリックシンドローム予防ボランティアの養成　 健康増進課

事業内容 メタボリックシンドロームに関する研修などを行い、予防や改善を推進するボランティアを養成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

13113 転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業の拡充 介護保険課

事業内容
介護予防を目的として実施している運動器機能向上のための教室（ハツラツ体操教室）を受講した市民を対象に、
体操が習慣化するためのフォローアップ教室を開催します。また、栄養改善のための教室や口腔機能向上のため
の教室の開催回数を増やすなど、事業を拡充します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

第１次実施計画

心と身体の健康を維持・増進する1）
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13114 地域介護予防活動支援事業 介護保険課

事業内容 介護予防ボランティアなどを育成するとともに、地域で介護予防に取り組む組織や団体を育成・支援します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

14131 老人医療費助成事業の拡充　 再掲 高齢者支援課

事業内容
68歳以上75歳未満の高齢者が保険診療を受けた際に支払う医療費 ( 自己負担分 )について、75歳以上の高齢
者と同じ負担になるよう、医療費の一部を助成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

47221 舞浜地区海岸整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

■ 主要事業

事務事業名 「健康うらやす 21」計画推進事業　 再掲 健康増進課

事業内容
平成16年度から25年度までを計画期間とした「健康うらやす21」について、平成20年度に中間評価を行い、
最終年度へ向け後期5ヵ年の計画内容を改定します。

事務事業名 特定健診・保健指導 国保年金課／健康増進課

事業内容
特定健康診査や特定保健指導の実施が各医療保険者に義務付けられたことから、国民健康保険加入者など（40
～74歳）を対象に保健指導を行います。

事務事業名 各種がん健診 健康増進課

事業内容 各種がん検診を充実し、がんの早期発見に努めます。

事務事業名 成人歯科検診（歯と歯ぐきの健診） 健康増進課

事業内容 歯科疾患を予防するため、口腔衛生に関する正しい知識の普及に取り組みます。

事務事業名 健康推進員経費 健康増進課

事業内容
市民の健康づくりを推進するため、健康づくりを推進するボランティア「健康推進員」により、ウォーキングな
どの運動の推進や食生活改善などの普及・宣伝を行います。

事務事業名 特定高齢者把握・評価事業 介護保険課

事業内容
65歳以上の高齢者を対象に、介護予防が特に必要と思われる高齢者（特定高齢者）を把握し、介護予防の実践
へと結び付けていきます。

事務事業名 訪問型介護予防事業 介護保険課

事業内容
特定高齢者のなかでも、特に通所による介護予防事業への参加が難しい市民を対象に、保健師などが定期的に訪
問や電話などを行い、介護予防に必要な相談や指導を行います。

事務事業名 介護予防教室 介護保険課

事業内容
市内4ヶ所の各在宅介護支援センターにおいて、独自のテーマやプログラムを設け介護予防教室（いきいき元気塾）
を開催します。
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事務事業名 地域包括支援センター介護予防支援事業（予防給付） 介護保険課

事業内容 要支援1・2の市民を対象に、介護予防ケアマネジメントを実施します。

事務事業名 障がい者スポーツ大会参加事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
障がい者の体力と健康の保持や増進、社会参加の促進を図るため、障がい者スポーツ大会の全国大会予選を兼ね
た千葉県障害者スポーツ大会に参加するための諸経費を支出するなどの支援を行います。

事務事業名 日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。

■ 計画事業

②こころのケアの充実

　保健師や精神保健福祉士などが専門的な観点から相談を受けるほか、身近な地域や電話による相談窓

口でこころの悩みを相談することができるよう、在宅介護支援センターや障がい者にかかわる相談支援

事業所などの様々な相談窓口を広く市民に周知していきます。

　うつ病などに対するメンタルヘルス対策に取り組むため、関係機関などによるネットワーク会議を設

置します。

13121 いのちとこころの支援事業 障がい福祉課

事業内容
うつ病やアルコール依存症、生きがいづくりなど、メンタルヘルス対策を講じるため、関係機関などによるメン
タルヘルスネットワーク連絡会を設置します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 設置

■ 主要事業

事務事業名 精神保健福祉推進事業 障がい福祉課

事業内容
精神保健福祉士が電話や窓口で相談に対応するとともに、訪問による相談にも応じます。また、精神疾患や精神
障がい者福祉、こころの健康づくりに関する講座などを開催し、精神保健福祉に対する正しい知識と理解の普及
に努めます。

事務事業名 障がい者相談支援事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
障がい者の自立と社会参加を促進するため、在宅で生活する障がい者を対象に、在宅サービスの利用補助を行う
とともに、社会生活力を高めるためのアドバイスやピアカウンセリングなどの情報提供を総合的に行います。
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①活躍の場・機会の充実

　高齢者の社会参画や生きがいづくりの場である老人クラブの活動を支援するとともに、活動の拠点と

して老人クラブ会館を整備します。

　また、狭あい化している老人福祉センターについては、施設規模や機能などを見直し、シビックセン

ター東野地区へ移転再整備します。

　障がい者が創作活動や生産活動などにより地域との交流を図るとともに、地域住民ボランティアの育

成や障がい者に対する理解の促進を図るための普及啓発活動の拠点として、地域活動支援センター（Ⅰ

型）を整備します。また、障がい者の地域での自立した生活を支援するとともに、社会参加を促進します。

　自然のなかで農業体験を行い収穫の喜びを味わえる場として、市内での市民農園の開設を検討します。

　シニア世代も含めた幅広い層の市民が、様々な経験や知識を活かしながら身近な地域での活動に参加

していけるよう、きっかけづくりや人材育成、ネットワークづくりに取り組みます。

■ 計画事業

13211 明海地区（海園の街）老人クラブ会館建設事業 高齢者支援課

事業内容 地域の高齢者のコミュニティ活動の拠点として、明海地区海園の街団地に盛年会老人クラブ会館を建設します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備
開設

13212 老人福祉センター整備事業　 プロジェクト 3 　 高齢者支援課

事業内容
老人福祉センター（Ｕセンター）の施設規模や機能などを見直し、高齢者の生きがいや健康づくりの場、地域と
の交流の場として東野地区に再整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 開設

13213 地域活動支援センター（Ⅰ型）整備事業　 プロジェクト 3 障がい福祉課

事業内容
地域活動支援センターの基礎的な事業に加え、地域の住民ボランティアの育成や障がいに対する理解の促進を図
るための活動拠点として、地域活動支援センター（Ⅰ型）を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備

23121 （仮称）うらやす市民大学設置事業　 再掲 　 企画政策課／生涯学習課

事業内容 市民活動を担う人材育成の場や生涯学習活動、情報提供の拠点となる市民大学を設立します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備委員会設立 開校

地域で活躍できる環境をつくる2）
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25221 シニア世代地域活動モデル事業　 再掲 市民活動推進課

事業内容

団塊世代の豊かな知識や経験を地域で活かせる仕組みとして、人材データバンク（知識や経験を登録）と団体デー
タバンク（団体情報を登録）を設置し、マッチングを図ります。その後、対象を拡大し、より多くの市民と団体
をつなぐシステムをめざします。また、市民活動へのきっかけづくりとして、団塊世代を中心としたイベント事
業やインフォメーション事業などを実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

導入
運用

運用 運用
再検討

運用
（対象拡大）

■ 主要事業

事務事業名 「花いっぱい」みんなで育む健康づくり事業 高齢者支援課

事業内容
園芸を通じ高齢者の閉じこもり予防や生きがいづくりを推進するとともに、各施設への花の提供や植栽を行うこ
とにより、社会参加の実現を図ります。

事務事業名 老人クラブ連合会補助金 高齢者支援課

事業内容
高齢者の生きがいづくりや社会参加の実現を図るため、老人クラブ連合会が実施する文化活動や奉仕活動、クラ
ブ相互の親睦などの活動を支援します。

事務事業名 身体障がい者福祉センター 障がい福祉課

事業内容
障がい者が住み慣れた地域のなかで自立した生活が送れるよう、通所による機能訓練や創作活動を実施します。
また、通所が困難な障がい者を対象とした訪問リハビリなどを実施します。

事務事業名 障がい者スポーツ大会参加事業 障がい福祉課

事業内容
障がい者の体力と健康の保持や増進、社会参加の促進を図るため、障がい者スポーツ大会の全国大会予選を兼ね
た千葉県障害者スポーツ大会に参加するための諸経費を支出するなどの支援を行います。
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②活躍を後押しする支援

　高齢者や障がい者が安全・安心・快適に移動できるよう、歩行空間のバリアフリー化を推進するとと

もに、高齢者や障がい者の移動を支援するため、移動に要する費用の助成などを行います。また、障が

い者の社会参加や日常生活の利便性の向上を図るため、手話通訳者や要約筆記者を派遣するなど、障が

い者のコミュニケーションを支援します。近隣公園を改修する際、トイレをオストメイトに対応したも

のに改修していきます。また、公共施設などのトイレのオストメイトへの対応について検討します。

■ 計画事業

13221 自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

事業内容 重度の障がい者を対象に、外出支援や社会参加の実現を推進するため、自動車の燃料費を助成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

13222 交通バリアフリー道路特定事業 道路管理課

事業内容
交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、新浦安駅を中心とする半径1.0km圏内の重点整備区域に設定し
た特定経路のバリアフリー化を推進します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

駅前広場整備
EV設置 ( 駅前広場側）

境川沿い美浜・海楽側（市
道第5-1号線）富岡・東
野側（幹線3号）整備

照明・案内板設置
視覚障がい者用ブロック
設置

13223 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業 道路管理課

事業内容 視覚障がい者の意見を聞きながら、誘導用ブロックの設置や交差点周辺の勾配の改修を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

■ 主要事業

事務事業名 リフト付き大型バス運行管理事業 障がい福祉課

事業内容 障がい者や高齢者団体などの社会参加を促進するため、リフト付大型バスを貸し出します。

事務事業名 障がい者等移動支援事業 障がい福祉課

事業内容 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がい者（児）の円滑な移動を支援します。

事務事業名 福祉乗車券支給事業 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容 障がい者や高齢者などの社会参加を促進するため、福祉乗車券 (バス券回数乗車券 )を支給します。

事務事業名 福祉タクシー乗車券交付事業 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
障がい者や高齢者が通院などのためにタクシーを利用する際の負担の軽減を図るため、福祉タクシー乗車券を交
付し、料金の一部を助成します。

事務事業名 コミュニケーション支援事業 障がい福祉課

事業内容
聴覚障がいまたは音声機能もしくは言語機能に障がいのある市民の社会参加や日常生活を支援するため、手話通
訳者及び要約筆記者を派遣します。
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4
具体的施策

住みなれた地域で暮らし続けられる環境を整える

　住みなれた地域で元気に多くの人々と交流し、最期まで誰の世話になることなく生涯をまっとうする

ことを理想とする人は多いですが、誰もが理想通りに暮らしていけるとは限りません。介護や医療など

が必要になっても、障がいをもっても、住みなれた地域で暮らしていけることが望まれています。

　しかし、核家族化や少子化の進展による世帯規模の縮小、高齢者夫婦のみの世帯や一人暮らしの高齢

者世帯の増加など、世帯状況の変化により家庭内の介護機能が著しく低下してきています。また、近隣

の人々や知人との交流が少ない社会的に孤立した状況にある一人暮らしの高齢者が孤独死するケースが

社会的に問題視されていますが、浦安市は都心部に近く、未だ住宅開発により転入者が多い地域もある

ため、「都会の砂漠化（地域内のコミュニケーション不足やネットワーク力の低下）」や地域の見守り機

能の低下が懸念されます。一方、障がい者や認知症高齢者が様々な「壁」を感じることなく地域で暮ら

していくためには、まず地域の人々が、障がいや認知症などを「知る」「知っている」ことが必要です。

加えて、障がいがあっても、できる限り身近な地域で仕事を持って活躍できることが望まれます。

　住みなれた地域での暮らしの基礎は、地域内の支え合いと理解にあります。市民同士が互いの違いや

特性を理解し、互いの存在を尊重し、思いやりを持ち、助け合い、心を寄せ合って暮らしていける地域

をつくる必要があります。

　地域内の支え合いに加えて、住みなれた地域で暮らし続けていくためには、高齢者や障がい者などの

生活を支える介護や福祉、医療などのサービスのさらなる充実も求められています。

　介護保険法や障害者自立支援法により、民間事業者を中心に様々なサービス提供体制が整備されてき

ていますが、介護保険制度においては、地域に密着したサービスが制度化された一方で、介護療養型病

床の再編成が進められようとしており、施設整備だけではなく、住みなれた自宅や地域で暮らし続けら

れる体制づくりが、今後ますます必要になってきています。

　また、千葉県保健医療計画により、本市を含む東葛南部保健医療圏では既に病床数は過剰となってお

り、原則として今後病床数が増える見通しはありませんが、地域の医療体制に対する市民の期待は大き

く、医療ニーズが多様化・高度化しており、在宅医療へのニーズも高まっています。現在は、全国に比

べ非常に低い水準にある本市の高齢化率も、今後確実に上昇するため、介護給付費や医療費は増加し続

けると予想されます。また、比較的軽症な患者の大病院への集中や救急搬送の利用の増加も問題視され

ており、これらの問題への対応が必要です。

　さらに、被（要）保護世帯数に関しても漸次増加傾向にあり、できる限り自らの能力を活かし、社会

的に自立し、自らの生活を自ら築いていくための支援が必要です。

　地域内の支え合いとともに、介護や福祉、医療などのサービスを効率的に活用しながら、安心して暮

らしていける環境を整えていく必要があります。

現状と課題
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　高齢者や障がい者などが介護や福祉など様々なサービスを適切に利用できるよう、専門的見地から総

合的にアドバイスやサポートをする相談機能やコンサルティング機能を充実していきます。

　高齢化の進展に伴い、在宅療養に対するニーズの増加が予想されることから、介護や福祉、医療に関

する関係機関との連携を図り、在宅療養を推進していきます。

　民間事業者や関係機関などと連携を深めながら、介護や福祉、医療体制を充実していくとともに、介

護保険制度などの財政運営の健全性を維持しながら様々な支援やサービスを充実させます。

　また、生活の拠点となる「住まい」に関する様々な支援を行い、介護や医療などが必要になっても、

障がいをもっても、住みなれた地域で安心して暮らしていける体制を築いていきます。

課題解決のための取り組みの方向

介護や福祉を支える人材を確保する　　　  　　　
・���介護する側の気持ちを理解して介護を受ける。介護を受ける人は、介護する側の気持ちを理解し、こころの
繋がりを大切にしながら介護を受けることも大切。

相談・情報提供など市民生活のコンサルタント機能を充実させる　　　　　　　　　　　　　
・���高齢者や障がい者など、情報が届きづらい人が身近にいる場合、積極的な情報提供に協力する。
身近な地域の医療体制を活用する　　　  　　　
・��かかりつけ医を持つことのメリットを理解し、上手につきあう。

・���在宅医療体制を強化する。在宅療養支援診療所など在宅医療を担う医療機関、夜間にも対応してくれる往診
医を増やし、安心して自宅で療養でき、終末期を迎えられる医療体制を整えていく。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される医師会の役割

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

現在利用している介護保険サービス全般に「満足して
いる」及び「やや満足している」と答えた居宅サービ
ス利用者の割合
（介護保険事業計画策定に伴うアンケート調査　平成20年3月）

51.0％
（19年度）

55％ 60％ 65％

病気やケガの際に適切な医療サービスが「受けられる」
と感じている市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年1月）

51.7％
（19年度）

53％ 60％ 70％

■ まちづくりの目標

安心して暮らせる体制をつくる1）
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1　地域が抱える問題を地域のなかで解決していくという視点から、地域福祉の中核を担う支部社会福祉

協議会や自治会などによる福祉活動やボランティア活動を促進します。

　また、被災時に要援護者の避難を速やかに行い、互いに助け合うことのできる体制を築いていきます。

　高齢者や障がい者などが、自らの意思や能力を活かした職に就くことができるよう、訓練機能やコー

ディネート機能を強化していくとともに、就労の場を拡充していきます。

　障がいや認知症などに関する知識や理解を広げ、障がい者や認知症高齢者の社会参加や日常生活を支

援します。

　また、こどもの頃からの体験などを通じ、障がい者や認知症高齢者などが地域のなかでまわりの人か

ら距離を置かれることなく、暮らしていけるまちづくりを進めます。

地域活動・市民活動の活性化、交流の活性化を図る　　　  　　　
・���地域活動への参加の歩み出しを促す。一人ひとりに声をかけ外に連れ出し、その輪を広げていく。
高齢者・障がい者と地域で共に暮らし、見守れる体制をつくっていく            　　　　　　　　     　　　　
・���日常的な交流を図る。隣近所や地域で一人ひとりが独居高齢者などに声をかける。回覧板をポスティングで
はなく手渡しする。

・��イベントなど、特別な機会だけでなく、町会活動などを通して日常的な交流の機会をつくる。緊急時を考えて、
必要な自分の情報は地域の人に伝える。

こころのバリアフリー化を進める            　　　　　　　　     　　　　
・���高齢者や障がい者の問題を自分の問題としてとらえて、互いを尊重して行動していく。高齢者や障がい者を
見かけたときに一声かける。

・�障がい者が行う地域活動に市民も参加し、また一緒に活動するようＰＲする。
・���介護する側の気持ちを理解して介護を受ける。介護を受ける人は、介護する側の気持ちを理解し、こころの
繋がりを大切にしながら介護を受けることも大切。

地域活動・市民活動の活性化、交流の活性化を図る　　　  　　　
・���地域の施設を有効に活用する。自治会館や老人クラブ会館など地域の施設の地域外利用を進め、地域の施設
を有効に使えるようにしていく。

・���自治会やマンションの管理組合などのコミュニティ単位で、市や民生委員と連携して高齢者や障がい者のサ
ポート体制を整備し、災害時に助けられる体制をつくる。高齢者が地域の中でコミュニケーションを取りや
すいように間を取り持つ人を育成する。

・���独居老人など高齢者の状況を地域で把握できる仕組みをつくる。

・���市民に対してもっと身近な社協にしていく。市役所が中心でなく、市民が自分たちで動かす方向へ。市民か
ら活動企画を募集して取り入れる。

・���高齢者や障がい者などの雇用を積極的に行う。法定雇用率を満たす障がい者の雇用について、その対象とし
て市内在住の障がい者を雇用する。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される地域の役割

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

福祉就労から一般就労への移行する障がい者数
（障害者福祉計画　平成19年3月）

1人
（17年度）

10人 15人
（23年度）

20人

■ まちづくりの目標

期待される企業の役割

期待される社会福祉協議会の役割

ともに生きるまちをつくる2）
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■ 計画事業

①相談機能･コンサルティング機能の充実

　より身近な場所で高齢者の生活を総合的・包括的に支援するため、認知症や虐待など高齢者を取り巻

く様々な問題に対応する地域包括支援センターを地域の状況に応じて整備し、保健師や社会福祉士、介

護支援専門員などが専門的な見地から高齢者の生活を総合的にバックアップします。

　障がい者からの相談に対応するとともに、民間事業者と連携して、高齢者や障がい者に関する情報提

供や相談体制、福祉サービスの利用支援などの充実を図ります。

14111 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
高齢者虐待の予防と早期発見、早期対応、再発防止を図り、高齢者の尊厳の保持や権利権益の擁護、健康で平穏
な生活を確保するため、関係機関や民間団体との連携体制を構築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 地域包括支援センター運営事業 介護保険課

事業内容

総合的な相談業務として、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援などを広く把握し、相談に対応すると
ともに、地域における適切な保健や医療、福祉サービスの利用につなげるなどの支援を行います。相談対応や家
庭訪問など様々な活動を通じて、地域の状況を把握し課題を整理します。さらに、地域の様々な関係者とのネッ
トワークを構築します。

事務事業名 在宅介護支援センター運営事業 介護保険課

事業内容
身近な場所で高齢者とその家族からの介護に関する相談に対応するとともに、高齢者が各種福祉サービスを利用
できるよう、市内4ヶ所の在宅介護支援センターを運営します。

事務事業名 介護相談員派遣事業 介護保険課

事業内容
介護相談員が介護保険施設などの介護サービスの提供現場を訪ね、利用者と事業者の橋渡しをしながら、問題の
改善や介護サービスの質的向上を図ります。

事務事業名 手話相談窓口経費 障がい福祉課

事業内容 障がい福祉課の窓口に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者などとの円滑な意思疎通を図ります。

事務事業名 障がい者相談支援事業 障がい福祉課

事業内容
障がい者の自立と社会参加を促進するため、在宅で生活する障がい者を対象に、在宅サービスの利用補助を行う
とともに、社会生活力を高めるためのアドバイスやピアカウンセリングなどの情報提供を総合的に行います。

安心して暮らせる体制をつくる1）
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■ 計画事業

②日常生活を支えるサービスの充実

　平成 20年度に障がい者福祉計画・障がい福祉計画及び高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を見

直し、介護保険法や障害者自立支援法に基づく介護や支援だけでなく、地域性に対応した様々なサービ

スを展開・充実し、高齢者や障がい者などの生活を支援します。

　要介護者や障がい者が、在宅での自立した日常生活が継続できるよう、介護と医療の狭間にあって介

護保険の対象とならない、病院や診療所内での移動や医療機関から他の医療機関への移動などを支援す

る市独自のサービスを実施します。

14121 通院ヘルプサービス事業 障がい福祉課／介護保険課

事業内容
要介護者や障がい者を対象に、通院時にヘルパーを派遣し、病院や診療所内での移動や医療機関から他の医療機
関への移動などを支援します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 障がい者福祉計画施策推進事業 障がい福祉課

事業内容
平成15年度に策定した障害者計画（計画期間平成16～20年度）と平成18年度に策定した障害福祉計画（計
画期間平成18～20年度）を、見直します。

事務事業名 高齢者保健福祉計画・第 4 期介護保険事業計画策定事業 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
平成17年度に策定した高齢者保健福祉計画（計画期間平成18～ 20年度）と介護保険事業計画（計画期間平
成18～20年度）を見直します。

事務事業名 介護保険施設利用高齢者送迎サービス 介護保険課

事業内容 短期入所施設の利用者を対象に、利用施設と利用の居宅との間を送迎します。

事務事業名 要介護高齢者用等紙おむつ給付事業／ねたきり身体障がい者等紙おむつ支給事業 障がい福祉課／介護保険課

事業内容
要介護3～5の高齢者や寝たきりの身体障がい者などを対象に、紙おむつを支給します。また、紙おむつの持ち
込みができない病院などに入院し、おむつを使用した場合は、その費用の一部を助成します。

事務事業名 高齢者用電話等貸与事業／身体障がい者緊急通報電話貸与事業 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
一人暮らし高齢者や身体障害者手帳1 ･ 2級を所持している一人暮らしの市民を対象に、緊急時に簡単な操作で
通報できる電話機を貸与します。

事務事業名 地域ネットワーク活性化事業 高齢者支援課

事業内容
一人暮らしや高齢者世帯、一時的に独居となる高齢者のいる世帯を対象に、メール機能付きの携帯電話を貸与し、
毎朝メールでメッセージを届けます。
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③日常生活を支える経済的支援

　高齢者に対する医療費の助成や障がい者が福祉サービスを利用した際の助成など、高齢者や障がい者

などへの経済的支援を行います。

　特に、高齢者への医療費の助成については、老人医療費助成の対象年齢を拡大するとともに、75歳

以上の高齢者については、後期高齢者医療制度の創設に伴い生じる負担の軽減を図ります。

■ 計画事業

14131 老人医療費助成事業の拡充 高齢者支援課

事業内容
68歳以上75歳未満の高齢者が保険診療を受けた際に支払う医療費 ( 自己負担分 )について、75歳以上の高齢
者と同じ負担になるよう、医療費の一部を助成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

14132 後期高齢者支援事業　 プロジェクト 4 高齢者支援課

事業内容
後期高齢者医療制度の創設に伴い、同制度に基づき保険料を負担することとなる75歳以上の高齢者を対象に、
その生活を支援するため、2年間に限り年額１万円の後期高齢者支援臨時給付金を支給します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 障がい福祉サービス等に係る利用者負担額助成事業 障がい福祉課

事業内容
障がい者や障がい児の保護者の負担の軽減を図るため、その保護者を対象に、障がい福祉サービスなどを利用し
た際の負担額の全部または一部を平成20年度まで助成します。

事務事業名 障がい者医療費助成事業 障がい福祉課

事業内容 重度障がい者が、保険診療を受けた場合、医療費の一部を助成します。

【高齢化率の推移】
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④介護・福祉・医療体制の充実

　高齢者や障がい者の介護体制を充実するため、介護保険制度のうえでは、サービスのひとつとして位

置づけられているものの、採算面などから民間事業者の参入が難しい夜間の訪問介護について、浦安市

独自のサービスとして、緊急通報システムを活用した随時訪問介護サービスや定期訪問介護サービスを

実施します。また、平成 20年度に障がい者福祉計画・障がい福祉計画及び高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画を見直し、介護・福祉のサービス提供体制の整備を促進します。

　今後、高齢化の進展に伴い、在宅療養者や在宅療養に対するニーズの増加が予想されることから、介

護・福祉・医療の各関係機関と連携を図りながら、在宅療養体制を築いていきます。

　浦安市川市民病院については、運営形態を民設民営方式として、市川市と連携を図りながら、再整備

を促進します。

　市民一人ひとりが「かかりつけ医」を持つため、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携を取りながら

情報提供の充実を図るとともに、救急医療については、急病診療所などを開設し、三師会と連携を図り

ながら救急医療体制の整備を推進します。

　外出先で不慮の事故や病気で倒れた場合に、現在患っている病名や緊急連絡先などがわかる仕組みを

研究します。

■ 計画事業

14141 夜間安心訪問ヘルプサービス事業　 プロジェクト 4 障がい福祉課／介護保険課

事業内容
高齢者や障がい者を対象とした夜間の訪問介護サービスとして、緊急通報システムを活用した随時訪問介護サー
ビスや定期訪問介護サービスを実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

14142 在宅療養推進会議の設置 介護保険課／健康増進課

事業内容 医療機関や関係機関と協議・連携の場を設け、在宅療養を推進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設置

14143 浦安市川市民病院の再整備　 プロジェクト 4 市民病院再整備推進プロ
ジェクトチーム

事業内容 運営形態を民設民営方式として、市川市と連携を図りながら整備を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

後継法人の選定・協議 病院運営を委譲
整備促進

整備促進 整備促進
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【要介護認定者数の推移】

■ 主要事業

事務事業名 短期入所施設 高齢者支援課

事業内容
主に居宅において介護を受けることが一時的に困難となった要支援・要介護の市民が短期間入所し、入浴や食事、
機能訓練などの介護サービスの提供を受ける短期入所施設を運営します。

事務事業名 通所介護施設 高齢者支援課

事業内容
要支援・要介護認定を受けた市民が、日帰りで通所し、入浴や食事、機能訓練などの介護サービスの提供を受け
る通所介護施設を運営します。

事務事業名 障がい者等一時ケアセンター　 再掲 障がい福祉課

事業内容
障がい者 (児 ) の自立に向けた社会参加の促進や家族の負担を軽減するため、障がい者等一時ケアセンターを運営
します。

事務事業名 急病診療所 健康増進課

事業内容
１年を通した夜間と休日、年末年始の昼間に、内科や外科、小児科の初期診療を急病診療所に開設します。（外科
は土・休・年末年始夜間のみ）（小児救急医療の充実のため、日曜・祝日の昼間は小児科医が常駐します。）

事務事業名 休日救急等歯科診療所 健康増進課

事業内容
歯科医師会と薬剤師会と連携しながら、日曜日や祝日、年末年始午前中に、休日救急等歯科診療所で歯科の応急
処置を行います。

事務事業名 訪問看護ステーション 高齢者支援課

事業内容
家庭で療養生活をおくっている要支援･要介護認定者や心身障がい者などを対象に、主治医の指示に基づき看護師
などが家庭を訪問し、看護サービスを提供します。

事務事業名 かかりつけ医普及冊子の配布　 再掲 健康増進課

事業内容 かかりつけ医の普及を図るため、公的施設や医療機関、生後2か月のこどもがいる家庭に啓発冊子を配布します。

出典：介護保険課資料
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⑤住まいの充実

　高齢者や障がい者が、できる限り住みなれた身近な地域のなかで暮らしていけるよう、住まいに関す

る支援を充実するとともに、平成 20年度に見直す障害者福祉計画・障害福祉計画及び高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画に基づき、障がい者グループホーム、認知症グループホームや認知症対応型共

同生活介護施設などの整備を促進します。

■ 計画事業

14151 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業 高齢者支援課

事業内容
家賃の支払いが可能であるにもかかわらず、連帯保証人が確保できないため、民間賃貸住宅への入居に苦慮して
いる高齢者世帯に対して、住宅情報を提供するとともに、所得の低い世帯については、家賃等債務保証取扱企業
との家賃等債務保証契約を結ぶ際の費用の一部を補助します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 高齢者世帯等住み替え家賃等助成事業 高齢者支援課

事業内容
民間の賃貸住宅に居住している障がい者や高齢者が、住宅の取り壊しなどの理由で立ち退きを求められ、市内の
他の民間の賃貸住宅に転居した場合、転居に要する費用を助成します。

事務事業名 高齢者住宅改修費助成事業／障がい者住宅改造費用助成事業 障がい福祉課／介護保険課

事業内容
重度の身体障がい者や要介護高齢者などが暮らしやすいよう、浴室やトイレ、台所、居室、玄関などで、手すり
の取付けや段差の解消などの改修を行う際の費用の全部または一部を助成します。

事務事業名 ケアハウス 高齢者支援課

事業内容
自炊ができない程度の身体機能の低下などが認められる60歳以上の市民を対象に、入居施設で食事や入浴など
のサービスを提供します。

事務事業名 特別養護老人ホーム 高齢者支援課

事業内容
常時介護が必要な要介護高齢者を対象に、入浴や排泄、食事などの日常生活に必要な介護サービスを提供する施
設を運営します。

⑥感染症等公衆衛生対策

　市民が安全かつ安心に生活するための公衆衛生の向上に向け、市内の公衆衛生にかかわる団体の活動

を支援します。また、感染症発生時には市川健康福祉センター（市川保健所）とともに、迅速に対応し

ます。

　予防接種法に基づき、各種予防接種を実施し、感染症の発生防止や蔓延防止に努めます。

■ 主要事業

事務事業名 感染症予防対策事業 健康増進課

事業内容
新型インフルエンザなどの感染症について周知を図るとともに、市川健康福祉センター（市川保健所）と事前に
対応を協議し、発生時には迅速に対応します。性感染症については、正しい知識と適切な行動によって予防でき
ることなどを市民に周知していきます。
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事務事業名 各種予防接種事業 健康増進課

事業内容
予防接種の意義と副反応の周知を図り、適切な意思決定と選択ができるよう情報提供を図ります。また、予防接
種法の改正に迅速に対応します。

事務事業名 浦安市公衆浴場環境整備等補助金 健康増進課

事業内容 公衆衛生の向上を図るため、事業者が行う公衆浴場の環境整備を支援します。

事務事業名 公衆衛生事業（三師会）補助金 健康増進課

事業内容
公衆衛生の向上を図るため、市民に向けた健康教育や地域医療や災害医療、市関係職員の指導や市の各種保健衛
生事業などを推進するための三師（医師・歯科医師・薬剤師）の編成や連絡調整に必要な経費の一部を補助します。

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

　やすらぎの街構想によるこれまでの取り組みの成果や残された課題を整理し、新たな 10ヵ年の取り

組みの方向性を示す地域福祉計画を策定し、地域福祉を推進します。

　ボランティア活動の発展を図るため、より多くの市民がボランティア活動に参加するためのきっかけ

や仕組みづくりを行います。また、支部社会福祉協議会の特性に応じた活動をさらに支援するとともに、

活動の核となる拠点づくりに取り組みます。

　災害時の安否確認や避難支援などが迅速に行えるよう、民生委員などと連携し、高齢者や障がい者な

どの災害が発生した際に援護が必要な人々の生活状況などを把握します。また、災害時のボランティア

受け入れを円滑に行えるよう災害ボランティアコーディネーターの養成などを行います。

　ボランティア団体の活動を支援するため、老人クラブ会館の利用されていない時間帯を有効利用でき

る仕組みをつくるとともに、各老人クラブにボランティア団体などへの理解と協力を求めていきます。

■ 計画事業

14211 地域福祉計画策定事業　 社会福祉課

事業内容
「うららか�やすらかプラン」（浦安市地域福祉計画）を見直し、様々な人々がともに助け合い、支え合う“やすら
ぎの街”の実現をめざし、新たな10ヵ年計画を策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 策定

14212 ボランティア貯金事業 社会福祉課

事業内容
ボランティア活動の推進を図るため、ボランティア活動の実績をポイント化し、そのポイントを有効活用できる
制度をつくります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討
実施

実施 実施

ともに生きるまちをつくる2）
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14213 支部社協活動支援事業 社会福祉課

事業内容
南2支部が実施している「お役にたちたい事業」のような、地域の特性に対応した各支部社協の取り組みを、社
会福祉協議会を通じて支援します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

14214 老人クラブ会館有効活用促進事業 高齢者支援課

事業内容 老人クラブ会館の利用されていない時間帯を有効利用するルールづくりなどを行い、施設の有効利用を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
実施

実施 実施 実施

47122 福祉避難所支援物資購入事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
障がい者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児など、避難所での生活に特に配慮が必要な市民を保護し、収容する
福祉避難所に、災害時の支援物資を備蓄します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施

47142 災害時要援護者支援事業　 再掲 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
災害が発生した際に、災害時要援護者に対し安否確認や避難支援などが迅速に行えるよう、災害時要援護者を事
前に把握するなど、災害時の支援体制を構築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
実施

実施 実施 実施

47151 災害時ボランティア養成事業　 再掲 社会福祉課

事業内容
災害時の円滑な対応を図るため、災害ボランティアコーディネーターを養成するとともに、災害ボランティアセ
ンターの設置・運営マニュアルを作成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 浦安市社会福祉協議会 社会福祉課

事業内容
地域福祉の推進や地域の福祉コミュニティの構築を図るため、浦安市社会福祉協議会補助金交付要綱に基づき、
社会福祉協議会の運営や事業を支援します。

事務事業名 地域自立支援協議会 障がい福祉課

事業内容
障がい者などが自立した地域生活を営むことができるよう、地域の様々な課題の解決に向け協議していく場とし
て、各関係機関によるネットワークを構築します。

事務事業名 家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業） 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
認知症高齢者に関する地域の見守り・支援体制を構築するため、認知症に対する家族や地域住民の偏見や無理解
の解消を図るための広報や啓発活動を行います。また、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みを構築し、徘徊高齢
者の見守り活動に取り組みます。
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②就労支援

　高齢者や障がい者の就労機会や雇用の拡大に向けた取り組みを推進します。

　働く意欲と能力を有する障がい者の就労の場や機会を拡大するため、障がい者就労支援センターや障

がい者等就労支援施設を整備するなど、一般就労へのコーディネート機能や訓練の場、就労の場などの

充実を図るとともに、福祉的就労の場である小規模作業所の運営を支援します。

　高齢者の雇用機会の拡大を図るため、シルバー人材センターの活用を公共機関へ働きかけるとともに、

シルバー人材センターが自ら取り組む民間事業者などに対する開拓や受注活動を支援します。

　被（要）保護世帯の経済的自立を促すため、キャリアカウンセラーによる就労を支援します。

■ 計画事業

14221 障がい者就労支援センター整備事業　 プロジェクト 3 障がい福祉課

事業内容
市内に居住する障がい者が就労の機会や場を得られるよう支援するとともに、障がい者を雇用している事業者ま
たは雇用を希望している事業者に対し、障がい者の就労の定着を図る支援を行います。また、旧第一福祉作業所
を活用し、障がい者と事業者との架け橋となる障がい者就労支援センターを整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備
開設

14222 障がい者等就労支援施設整備事業　 プロジェクト 3 障がい福祉課

事業内容
障がい者の就労の機会を拡大するため、働く意欲と能力を有する障がい者がその適性に応じて働ける施設を千鳥
地区余熱利用施設用地に整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 整備 開設

14223 障がい者福祉施設整備事業 障がい福祉課

事業内容 旧第一福祉作業所の再整備やニーズを踏まえた、障がい者のための福祉施設を東野地区に整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 基本計画
基本設計

実施設計
整備

整備
開設

14224 ワークステーション整備事業 人事課／障がい福祉課

事業内容 障がい者の就労の場及び職業訓練の場を確保するため、市役所にワークステーションを整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 整備
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■ 主要事業

事務事業名 障がい者福祉センター運営事業 障がい福祉課

事業内容
障がい者の健康保持と生活の自立を支援するため、障がいの程度に応じた仕事の提供や自立のための生活訓練、
作業能力の向上に必要な指導や訓練、福祉的就労や一般就労に向けたコーディネートなどを行う障がい者福祉セ
ンターを運営します。

事務事業名 心身障がい者小規模福祉作業所支援事業 障がい福祉課

事業内容 福祉的就労の場を確保するため、市内の小規模福祉作業の運営を支援します。

事務事業名 雇用促進事業　 再掲 商工観光課

事業内容 高齢者や障がい者を雇用する事業主に対して、雇用促進奨励金を交付することにより雇用機会の拡大を図ります。

事務事業名 障がい者職場実習奨励事業　 再掲 商工観光課

事業内容
市内に居住する障がい者を職場実習に受け入れた事業主に対し、職場実習奨励金を交付することにより、障がい
者の雇用機会の拡大を図ります。

事務事業名 シルバー人材センター補助金 高齢者支援課

事業内容 高齢者の雇用機会の拡大や高齢者福祉の増進を図るため、浦安市シルバー人材センターの運営を支援します。

事務事業名 就労支援相談事業 社会福祉課

事業内容 被（要）保護者の就労を支援するため、キャリアカウンセラーなどによる相談業務を行います。
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③こころのバリアフリーの推進

　障がいや障がい者への理解と関心を深めるため、学校で福祉教育を行うとともに、地域と連携したボ

ランティア活動を推進します。

　認知症に対する偏見や無理解を解消するため、広報活動や啓発活動を行います。

■ 計画事業

14231 こころのバリアフリー支援事業　 障がい福祉課

事業内容
市民一人ひとりが障がいや障がい者への理解と関心を深めるため、「こころのバリアフリーハンドブック」を作成
し、福祉教育などに活用します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

22121 ボランティア活動推進事業　 再掲 指導課

事業内容
学校が、ボランティア活動をはじめとする地域での活動などに積極的に参加し、学校と地域の連携をより一層促
進します。また、効果的な活動が推進できるよう、体験活動推進委員会の設置や「ボランティアの日」を設定し
ます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

■ 主要事業

事務事業名 家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業）　 再掲 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
認知症高齢者に関する地域の見守り・支援体制を構築するため、認知症に対する家族や地域住民の偏見や無理解
の解消を図るための広報や啓発活動を行います。また、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みを構築し、徘徊高齢
者の見守り活動に取り組みます。
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創造と交流で築く
市民文化都市

■

市民がその能力を生かし、

お互いの価値観を尊重し合いながら、

個性を十分に発揮できる地域社会を築くことが重要です。

　そのため、市民が、ふれあい、相互に交流し、

様々な活動を通じて、創造性と個性が発揮され、

はつらつとした生活と活動のできるまち

～創造と交流で築く市民文化都市～

をめざします。



　市民がその能力を生かし、互いの価値観を尊重し合いながら、個性を十分に発揮できる地域社会、そ

れは、すべての市民が浦安の自治を担う能動的な意識を持ち行動する、真の「市民」として役割を担っ

ている自立した地域社会の姿です。

　豊かな地域社会づくりの基礎として、人間尊重の精神を基礎に互いが知り合い認めあえる意識、平和

を希求する意識づくりをさらに進めていく必要があります。

　そして、市民が生涯にわたって学び、その能力や知識を自治への実践的な取り組みのなかで発揮でき

るよう、「育て合う・学び合う」総合的な環境づくりが重要となります。学校教育については ､次世代

を担うこどもたちが生き生きと成長できるよう、家庭・地域・学校の連携を一層進め、互いに協力し合っ

てこどもたちを育て合う魅力ある学校づくりを進めることが必要です。また、市民相互の多様な交流や

対話を進めるなかで市民同士が知り合い、互いの育て合い、学び合いを通じて、主体的な活動への意識

を醸成していくとともに、能動的な意識を持ち、地域社会で活躍する人材の育成が必要です。

　また、新しい公共の担い手として市民活動や地域活動を促進する仕組みづくりが必要です。

　さらに、市民の創造性と個性が発揮された様々な能動的な活動が、浦安の歴史文化と融合し、個性あ

る魅力的な市民文化として発信される土壌を築いていくことも重要です。

　こうしたことから、第２期基本計画では、市民一人ひとりの創造性と個性が発揮され、はつらつとし

た生活と活動のできる『市民文化都市』の具現化をめざし、次のような視点を持って施策を展開してい

きます。
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豊かな地域社会づくりの基礎として、人権の大切さや尊さについて市民一人ひ
とりの正しい理解を進めるための施策を展開する

・�市民一人ひとりが、互いの人権を尊重して暮らすことのできる
まちを実現する

・�平和を希求し、異文化を知り、認めあえる交流を推進する

人権尊重
平和希求

1視点

生涯にわたって学び、その能力や知識を発揮できるよう、「育て合う・学び合う」
総合的な環境づくりを進める施策を展開する

・誰もが学びあえる総合的な環境をつくる
・�市民が主体的に参画する、新しい発想による学校教育を進める
・�スポーツを楽しみ誰もが健康で生き生きと暮らす環境をつくる
・�歴史文化の保護や芸術活動への支援を通じて、浦安の芸術文化
を育てる

学校教育
生涯学習
市民文化

2視点

市民同士の多様な交流や対話を進め、新しい公共の担い手として市民活動や地
域活動を促進する施策を展開する

・�日常の交流を充実させ、浦安市独自の多様な市民交流の仕組み
をつくる

・�市民活動の促進と、公共サービスの新たな担い手の育成を図る
・�地域の活動をみんなが知り、認めあう社会を育てる

市民交流
市民活動
地域活動

3視点
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現状と課題

1
具体的施策

平和を希求し人権を尊重するまちづくりをめざす

　世界では、いまだに民族や宗教に起因した地域的紛争やテロ行為、核兵器保有問題などが後を絶たず、

決して平和な世界とは言い難い状況が続いています。一方で、国内では時間の経過とともに、戦争体験

も風化しつつあります。

　人々の生活や交流、都市の活発な活動は、人々の間に争いがなく、安全な暮らしが守られてこそ保障

されるものです。

　浦安市では、昭和 60年３月に非核平和都市を宣言し、人類共通の願いである恒久平和の実現に向け、

平和施策の推進に取り組んでいます。今後も、非核平和理念の浸透と平和意識の高揚を図り、市民一人

ひとりが平和について学び、考え、行動することが重要であり、様々な機会を捉えて平和についての普

及・宣伝活動の強化を図る必要があります。

　また、恒久平和の基本は人権尊重であり、平和の実現には市民一人ひとりの人権意識を持つことも大

切です。

　法務省の人権擁護推進審議会（平成 11年７月 29日付け）の答申は、「わが国の人権尊重主義は次第

に定着しつつある。」とする一方で、「国民一人一人が自分自身の課題として人権尊重の理念についての

理解を深めるよう努めることが肝要である。」と指摘しています。

　浦安市では、基本構想において、「人間尊重のまちづくり」を基本理念の一つに掲げ、これまでも様々

な施策や事業を展開してきました。

　しかし、差別や偏見による人権問題が大きな課題として残っており、情報社会や少子高齢化など、社

会の変化によって、人権問題は複雑化・多様化するとともに、新しい人権課題も発生してきました。

　このようなことから、これまで高齢者や障がい者、女性、こどもなど、従来個別に対応がなされてき

た人権課題について、より包括的・総合的に取り組む必要があります。
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　浦安市は、核兵器の完全禁止と廃絶を希求し、世界の恒久平和確立のため、非核平和都市宣言にのっ

とり、市民活動団体と連携・協力を図りながら、生涯学習における平和に関する学習機会の充実や、様々

な機会を捉えて、平和意識の普及・啓発を進め、市民一人ひとりの平和意識の高揚に取り組みます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

原爆展及び被爆体験講話の参加者数
（広島・長崎原爆被災展及び被爆体験講話実施報告書）

744人
（18年度）

770人 800人 850人

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

　人権に関する学習機会の充実や人権意識の普及・啓発に取り組みます。また、現在の人権課題が複雑

化・多様化していることから、人権意識を高める啓発や、人権を守る仕組み、持続的な支援、市民・団

体・行政の連携を視点に捉え、総合的な取り組みを展開していきます。

　特に、こどもや高齢者、障がい者が地域社会のなかで安心して暮らしていく権利やドメスティック・

バイオレンス（DV）による人権侵害に対する救済など、人権に関する権利救済の推進に取り組みます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

人権が尊重されていると感じる市民の割合
（人権尊重のまちづくりに向けた市民意識調査）

53.3％
（18年度）

58％
（23年度）

60％ 63％
（28年度）

■ まちづくりの目標

恒久平和に取り組む1）

人権尊重のまちづくりに取り組む2）
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指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

家庭生活で男女平等を感じる市民の割合
（男女共同社会づくりに関する市民意識調査）

43.3％
（17年度）

48％ 50％ 53％
（27年度）

地域社会で男女平等を感じる市民の割合
（男女共同社会づくりに関する市民意識調査）

37.6％
（17年度）

42％ 45％ 47％
（27年度）

■ まちづくりの目標

　男女がともに一人の人間として、人権が尊重され、精神的・生活的・経済的に自立し、家庭や職場、

地域社会の一員としての役割を果たしていける社会の実現に努めます。このため、市民意識の醸成を図

るため、情報誌の発行などの情報提供や講座・講演会の開催及び女性の能力を高めるための学習機会の

充実を図るなど、「女（ひと）と男（ひと）が認めあい、共にかがやくまち・うらやす」の実現に向け

て総合的に取り組みます。

男女共同参画社会の実現に取り組む3）
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①平和事業の推進

　非核平和理念の浸透と平和意識の高揚を図るため、非核平和関連事業に取り組みます。なかでも、戦

争を知らない若い世代や次代を担う児童・生徒に平和の尊さの理解を深めるため、平和学習青少年派遣

事業や小・中学生を対象とした被爆体験講話事業などを推進します。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 原爆展及び被爆体験講話事業 地域ネットワーク課

事業内容
原爆あるいは戦争の記憶が風化しないよう、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さを多くの市民に伝え、さらに平和
の尊さを理解してもらうために原爆展及び被爆体験講話を行います。

事務事業名 小・中学校被爆体験講話事業 地域ネットワーク課

事業内容 次代を担う児童・生徒に、被爆体験講話を聴講させることで、平和意識の醸成を図ります。

事務事業名 平和学習青少年派遣事業 地域ネットワーク課

事業内容
市内の中学生16名を浦安市平和使節団として毎年長崎へ派遣し、現地での平和記念式典やフィールドワークに
参加し、青少年への平和意識の高揚を図ります。

①人権意識の醸成と包括的な取り組みの推進

　市民の人権意識を醸成し、人権擁護の社会を維持するため、市民への啓発活動を推進するとともに、

より総合的な人権施策の推進のため、（仮称）浦安市人権施策指針を策定し、全庁的に取り組んでいき

ます。また、毎年度事業の進捗状況調査を実施します。

恒久平和に取り組む1）

人権尊重のまちづくりに取り組む2）
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②人権に関わる権利救済の推進

　こどもが安心して生きる権利や自分らしく生きる権利に関する条例の制定や、市川児童相談所などの

関係機関と連携した総合的・広域的な児童虐待対策の推進を図ります。

　また、障がい者や認知症の高齢者が地域社会のなかで暮らしていけるためのまちづくりに取り組みま

す。

　さらに、ドメスティック・バイオレンス（DV）が暴力であるという認識を深め、女性の人権を尊重

する意識を育むとともに、人権が侵害されたときの相談体制の充実や救済対策を整備するなど総合的に

取り組みます。

■ 計画事業

11111 こども条例制定事業　 再掲 こども家庭課

事業内容 こどもの意思や自主性の尊重、人権保護などを目的としたこども条例を制定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 制定

14111 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業　 再掲 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
高齢者虐待の予防と早期発見、早期対応、再発防止を図り、高齢者の尊厳の保持や権利権益の擁護、健康で平穏
な生活を確保するため、関係機関や民間団体との連携体制を構築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施 実施 実施 実施

14231 こころのバリアフリー支援事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
市民一人ひとりが障がいや障がい者への理解と関心を深めるため、「こころのバリアフリーハンドブック」を作成
し、福祉教育などに活用します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 実施 実施 実施

■ 計画事業

21211 （仮称）浦安市人権施策指針策定事業 企画政策課

事業内容 浦安市の人権尊重に向けた施策や事業を総合的、体系的にまとめた（仮称）浦安市人権施策指針を策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

策定 進捗状況調査 進捗状況調査 進捗状況調査

■ 主要事業

事務事業名 人権啓発推進事業 企画政策課

事業内容
個別人権課題をテーマに、講演会と人権作文の朗読で構成する「ヒューマンフェスタうらやす」を開催します。また、
人権手帳を作成し人権意識の醸成に努めます。
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■ 主要事業

事務事業名 ＤＶ対策推進事業 企画政策課

事業内容
ＤＶ相談支援カード、ＤＶ被害者の自立に向けた支援などをまとめた冊子の発行、ＤＶ被害者の自立を支援する
民間団体への援助を行います。

事務事業名 女性のための相談事業 企画政策課

事業内容 女性プラザにおける相談機能を拡充します。

事務事業名 児童虐待対策推進事業　 再掲 こども家庭課

事業内容
要保護児童対策地域協議会を中心に、児童相談所などの関係機関と連携しながら、虐待を受けているこどもの早
期発見や保護に努めます。

事務事業名 家族介護支援事業（認知症高齢者見守り事業）　 再掲 高齢者支援課／介護保険課

事業内容
認知症高齢者に関する地域の見守り・支援体制を構築するため、認知症に対する家族や地域住民の偏見や無理解
の解消を図るための広報や啓発活動を行います。また、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みを構築し、徘徊高齢
者の見守り活動に取り組みます。
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■ 計画事業

①男女平等に関する情報の収集と提供

　市民一人ひとりに広く男女平等に関する情報の周知を図ることを目的に、的確に情報を収集し、女性

プラザにおける情報発信事業の充実を図ります。

21311 女性プラザ事業 企画政策課

事業内容
男女共同参画に関する情報を発信するため、女性プラザニュースの内容を見直し、年2回作成、広報と併せて全
戸配布します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

女性プラザニュース制作
委託

ＨＰリニューアル
女性プラザニュース制作
委託

女性プラザニュース制作
委託

女性プラザニュース制作
委託

■ 計画事業

②男女共同参画プランの推進

　男女共同参画社会の促進に関する施策を総合的･効果的に推進するため、プランの事業調査による評

価・把握を行います。また、次期プラン策定に向けての基礎資料の収集や庁内職員への研修を行います。

21321 男女共同参画プラン推進事業 企画政策課

事業内容

改定うらやす男女共同参画プランの課題や成果を把握し、プランの着実な進行が図られるよう事業調査を実施す
るとともに、市職員の理解を深めるための研修を実施します。また、現在のプランの計画期間が平成23年度で
終了することから、市民意識調査や事業所実態調査、職員意識調査などを実施しながら、次期男女共同参画プラ
ンを策定します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

事業調査
庁内職員研修

事業調査
庁内職員研修

事業調査
市民意識調査
事業所実態調査
職員意識調査

事業調査
次期プランの策定

男女共同参画社会の実現に取り組む3）
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　現在、わが国では、こどもの学力向上や心の成長を図り、一人ひとりが生き生きと成長できるよう、様々

な教育改革が進められています。そのような動きのなかで、多様性をキーワードに、学校も大きくその

姿を変えようとしています。

　浦安市においては、住宅開発に伴い、平成 10年度に小・中学校合わせて 20校だった学校数が、平

成 19年度には 25校と 10 年間で大きく増加しています。これらの学校では、調和のとれた人間性の

育成をめざし、確かな学力の定着と一人ひとりの個性に応じた教育を推進するために、地域とともに歩

む特色ある学校づくりが展開されています。

　しかしながら、学校が地域の多様な人材や社会教育団体などと十分に連携しきれていないのも事実で

す。登下校時を含めたこどもの安全確保という面から見ても、こどもの教育が学校の中だけで完結でき

る時代ではなくなりました。その意味からも、こどもへの教育の担い手である「学校・家庭・地域・行

政」が、それぞれの役割に応じて連携することは重要です。そのため、学校教育に保護者や地域の方が、

より主体的に参画する仕組みづくりや学校を核とした地域の教育力を高める取り組みが必要です。

　それらと共に、学校が地域の意見を取り入れた学校評価を行い、その結果をもとに学校運営が改善さ

れなくてはなりません。また、評価を受ける前提として、学校の状況について積極的に情報提供する必

要があり、それらの取り組みを通して、保護者や地域の方から信頼される学校づくりを進めることが大

変重要です。また、こどもたちを育む基盤である家庭での教育力の向上に引き続き取り組んでいくこと

も重要です。

　教育方法や内容についても、一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育や少人数教育の推進、

学校種を超えた「学びの連続性」を重視した教育の展開など、さらなる充実を図る必要があります。

　また、これら社会の変化に伴う教育課題の迅速かつ適切な対応を図り、学校を支える体制を充実する

ためにも、より効果的な組織・体制づくりが重要となります。

現状と課題

2
具体的施策

魅力ある学校をつくる
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　学校教育が、学校の中だけでとどまることなく、「学校・家庭・地域・行政」がそれぞれの役割に応

じて連携し、地域コミュニティの核としての学校づくりをめざします。

　「地域が参画する学校づくり・地域に根ざした学校づくり」を実現するため、学校支援協議会＊1 による、

児童・生徒の健全育成、体験学習、児童・生徒一人ひとりに対するきめ細かな指導など、学校教育の様々

な場面において、地域の方々との連携協力を推進し、それらの活動を通じて、地域の教育力の向上を図

るとともに、こどもたちを育む基盤である家庭での教育力の向上に努めます。

　さらには、学校支援コーディネーター＊2 を各学校に派遣することにより、学校支援協議会の円滑な

運営を推進するとともに、教師が児童・生徒と向き合う時間を拡充していきます。

　また、学校が地域の財産であるとの認識に立ち、地域活動や生涯学習活動などのために特別教室や校

庭・体育館など、学校施設の多面的な活用に努めます。

課題解決のための取り組みの方向

自治会

PTA

学校を核とした地域コミュニティの実現

学校支援コーディネーター

支援
・教育課程の支援（教科指導等）
・教育課程外の支援（部活指導等）
・学校運営の支援など

学校教育

【「地域の教育力」の考え方（概念図）】

家庭教育

中学校区学校
支援協議会

（地域の実情に
応じた活動）

おやじの会

支援
・�地域の教育力が家庭の教育力を
支える

・家庭の教育力の向上

「地域の教育力」基盤
（中学校区を基本単位とする）

老人クラブ

NPO

住民ボランティア

福祉・医療・教育機関

地元企業・商店街

派遣

支援
教育資源や情報の提供

健全育成連絡会

中学校支援協議会

小学校
支援協議会

小学校
支援協議会

教育委員会

地域とともにこどもを育てる学校をつくる1）
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指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

学校支援ボランティア登録者数
（指導課資料）

195人
（19年度）

300人 400人 500人

「PTAやクラス役員などへの参加」について「進んで
している」と「できる限りしている」を合わせた割合

（保護者の教育に関する意識調査　平成19年7月）

60.3％
（19年度）

63％ 65％ 70％

■ まちづくりの目標

【学校支援協議会イメージ図（地域の実情に応じた組織づくり）】

学校支援協議会
運営委員会

学力向上推進部会
・授業支援ボランティア
・授業講師
・読み聞かせ　等

体験活動推進部会
・こどものボランティア活動
・地域文化祭
・職場体験　等

情報提供・学校評価推進部会
・学校ホームページの作成
・学校評価の実施と結果の公表　等

防犯・防災推進部会
・こどもの見守り活動
・防犯訓練
・防災訓練　等

＊１　学校支援協議会
　学校支援コーディネーターが中心となって、学校教育に参加する地域の方々や幼稚園等の教育機関等を学校支援協議会として組織し、学校
と地域の方々の情報交換や企画調整の場として活動します。
＊２　学校支援コーディネーター
　授業や部活動指導、学校行事などで学校教育を支援していただく地域の方々と学校を結び、日程や企画の調整・連絡を図るため、教育委員
会より学校支援コーディネーターを各中学校区に派遣する人材。
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　こどもたち一人ひとりが個性を発揮し活躍できるよう、基礎学力を向上させ、意欲的に学ぶ力を育て

るなど「確かな学力」と「心豊かな人間性」を育む教育を推進します。

　また、ノーマライゼーションの理念を大切にした教育を推進するとともに、一人ひとりの教育的ニー

ズを把握し、持てる力を高めるなど、特別支援教育の充実を図ります。

　さらに、キャリア教育や環境教育など、時代や社会の変化に対応した教育を推進するとともに、幼稚

園と小学校、小学校と中学校間での教育の円滑な接続ができるよう連携を強化します。また、その取り

組みを通して、浦安市にあった小中一貫校のあり方について、検討を進めます。

　また、学校・家庭・地域・行政が一体となってこどもたちを育てるために、地域の実態に応じた特色

ある学校づくりを推進します。

　市内の公立高校については、地域からより親しまれる学校となるため、浦安市の特色を活かした取り

組みや教育内容の充実について協力するとともに、千葉県に対し要望していきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

学校からの情報の提供に満足している保護者の割合
（保護者の教育に関する意識調査　平成19年7月）

68.0％
（19年度）

70％ 73％ 75％

■ まちづくりの目標

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

学校が「楽しい」及び「まあ楽しい」と回答する児童・
生徒の割合
①中学2年生の割合、②小学5年生の割合

（市内小中学校学力調査及び学習意識調査　平成18年6月）

① 72.8％
②75.9％
（18年度）

① 75％
②78％

①75％
②78％

①80％
②85％

「自分には、将来の夢や目標がある」と回答する児童・
生徒の割合

（小･中学生の生活実態調査　平成18年11月）

68.9％
（18年度）

70％ 75％ 75％

■ まちづくりの目標

　各学校において、こどもたちの活動状況などを家庭や地域の人々に広く知ってもらうよう、様々な媒

体での情報発信の機会を充実するとともに、教育活動の具体的な目標、取り組み状況やその成果に対す

る評価を公表するなど、学校の情報公開の確立に努め、地域から信頼される学校づくりを推進します。

　また、教職員が経験年数や職務に応じてその能力を確実に高めていけるように、効果的で計画的な研

修体系の整備を図り、研修の充実に努めます。

一人ひとりの個性が輝く学校をつくる2）

信頼される学校をつくる3）
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　充実した教育活動を展開するため、学校施設や設備を整備するとともに、校舎などの老朽化や機能向

上を図るための大規模改修を計画的・効率的に進め、教育環境の改善や充実に努めます。

　また、地区による住宅開発などにより、児童・生徒数の差があり、学校規模の違いが見られるため、

解決に向け検討を進め、学区の編成や新たな学校建設なども視野に入れた学校規模の適正化をめざしま

す。

　さらには、学校が地域コミュニティの核となるという役割や教育の機会均等という考え方を基本とし

つつも、保護者や児童・生徒が学校選択できる仕組みを整え、学校の活性化や意識向上を図ります。

　学校をサポートしていく体制を強化するため、教育委員会の充実強化を図ります。

　また、教育研究センターについては、教職員の研究・研修、カリキュラム開発の調査・研究、特別支

援教育の推進、情報発信の拠点となるよう、機能の充実・強化を図り、本市の教育課題の研究や実態に

応じた教育活動を強化するとともに、より効果的な教育活動を展開できるような施設整備を進めます。

地域でこどもを育てる学校づくりの取り組み
・�学校ボランティアとして教育に参加
・地域の個人・団体による学習内容と学校環境整備への参加
・公共心の育成に協力
・登下校の安全確保
・講話・体験学習・体育授業などへの協力
・家庭での読書意欲の向上
・家庭や地域で健全育成に関心を持つ
・地域の高校支援
・いじめを傍観しない
・学校への理解・支援
・学校選択制に対する正しい理解と有効活用�
・新しい学校の仕組みの提案

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

教育環境が整った学校をつくる4）

学校を支える体制を充実させる5）
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■ 計画事業

22111 中学校区学校支援協議会設置事業　 プロジェクト 2 指導課

事業内容
小・中学校ごとに、各団体や機関、住民で組織する学校支援協議会を立ち上げ、学校と地域の連携を一層促進す
ることで、地域とともに歩む特色ある学校づくりを推進します。また、各中学校区単位での中学校区学校支援協
議会において、中学校区内でのネットワークを強化します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

22112 学校支援コーディネーター配置事業　 プロジェクト 2 指導課

事業内容
各学校区にある組織や団体、個人と学校を結び、地域と学校の連携をより一層促進するため、学校支援コーディネー
ターを配置し、地域とともに歩む学校づくりを推進します。また、地域の人が、ともに活動していく中で、地域
からのコーディネーターを育成します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

①地域住民による学校教育への主体的参加

　教育課程（教科指導）や教育課程外（部活動指導）、学校運営などの支援のために、地域住民の学校

教育への主体的参加を図ります。

　また、学校教育に参加する各団体が情報交換や実践交流を図るために、各小・中学校に学校支援協議

会を設置するとともに、中学校区学校支援協議会を開催し、地域住民の学校教育への関心を高め、地域

全体で学校教育を支援する体制づくりを整備します。さらに、学校支援協議会の運営をサポートするた

め、地域と学校を結び、各種事業などの企画立案の調整・連絡を図るための学校支援コーディネーター

の配置を進めます。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 学校支援ボランティア推進事業 指導課

事業内容
児童・生徒の多様化した興味や関心に対応するため、専門的な知識・技能・体験を有する地域住民を学校支援ボ
ランティアとして登録し、学校教育をサポートします。

事務事業名 小・中学校部活動指導者派遣事業 保健体育安全課

事業内容 小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な指導力を備えた社会人指導者を必要とする学校に派遣します。

地域とともにこどもを育てる学校をつくる1）



133

 

市
民
文
化
都
市

都
市
像

2

②地域に貢献する学校づくり

　学校が地域コミュニティの活動に積極的に参加しながら、ボランティア活動などに取り組み、地域に

貢献した学校づくりを進めます。

■ 計画事業

22121 ボランティア活動推進事業　 指導課

事業内容
学校が、ボランティア活動をはじめとする地域での活動などに積極的に参加し、学校と地域の連携をより一層促
進します。また、効果的な活動が推進できるよう、体験活動推進委員会の設置や「ボランティアの日」を設定し
ます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

22211 ふるさとふれあい教育活動推進事業　 再掲 指導課

事業内容
各園・学校が地域住民とともに特色ある教育活動を進めることを支援し、地域に信頼される学校づくりを推進し
ます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

活動推進 活動推進 活動推進 活動推進
活動報告書作成

47121 災害時の避難所運営推進事業　 再掲 教育総務課

事業内容
学校における避難所運営マニュアルモデルプランを策定し、それをもとに各学校の避難所運営マニュアルを作成
します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証
運営マニュアルの策定
訓練実施

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

③安全・安心な学校づくり

　刺又や催涙スプレーなどの防犯器具の配備や小学校への警備員の配置、防犯ブザーの配布、PTA な

どの防犯パトロール活動への支援、警察をはじめとする関係機関と連携した防犯訓練や防犯教室の実施

などの防犯活動に引き続き取り組むとともに、学校における安全対策や警察・地域との連携の一層の充

実を図ります。

　また、市内の交通事情を的確に把握し、児童・生徒が安全に通学することができるよう、通学路の安

全点検などの安全対策を強化します。
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④学校施設開放の推進

　学校がより地域に開かれた存在となるために、学校施設の開放を進め、生涯学習の場、スポーツの場

として活用します。

　また、図書室、音楽室、図工室、多目的室などの特別教室などの開放について検討を進めます。

■ 計画事業

22151 特別教室、多目的室などの教室開放事業 教育施設課

事業内容 開放に向けての課題を調査・研究しながら、今後の学校施設開放のあり方を検討します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
報告書作成

23221 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業　 再掲 市民スポーツ課

事業内容
地域でのスポーツ活動を通じ、健康増進や地域コミュニケーションが図れる総合型地域スポーツクラブづくりの
支援を行います。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

（仮称）日の出スポーツク
ラブ設立
（仮称）明海スポーツクラ
ブ設立準備

（仮称）明海スポーツクラ
ブ設立

■ 主要事業

事務事業名 学校体育施設開放事業 市民スポーツ課

事業内容 小・中学校の体育館や校庭を市民団体に開放し、スポーツ機会の提供に努めます。

■ 主要事業

事務事業名 学校施設等の防犯対策事業
保育幼稚園課／青少年課
／教育施設課／指導課／
保健体育安全課

事業内容
小・中学校や保育園、幼稚園などについて、防犯設備の充実や防犯用具の配備を進めるとともに、防犯訓練を実
施します。また、小学校への警備員配置や小学校新入生への防犯ブザーの配布、不審者情報の各学校や関係機関
への提供協力などを行うとともに、防犯教育を推進します。

事務事業名 通学路の安全対策事業 保健体育安全課

事業内容 安全確保が必要な通学路に交通整理員を配置します。
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■ 計画事業

①特色ある教育活動の推進

　こどもたちが生き生きと楽しく学べるよう、時代や地域の状況、こどもたちの実情にあった特色ある

教育活動を推進します。

22211 ふるさとふれあい教育活動推進事業 指導課

事業内容
各園・学校が地域住民とともに特色ある教育活動を進めることを支援し、地域に信頼される学校づくりを推進し
ます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

活動推進 活動推進 活動推進 活動推進
活動報告書作成

■ 計画事業

22221 読書活動推進事業 指導課

事業内容
こどもたちの読書活動の現状を把握しながら、「こどもの読書活動推進計画」を策定し、より豊かな読書活動を推
進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
読書活動推進計画策定

推進 推進 推進

22222 理科支援ティーチャー配置事業　 プロジェクト 2 指導課

事業内容
児童の理科離れの解消や学力の向上のため、理科の観察や実験などの体験的学習をサポートする、理科支援ティー
チャーの配置を推進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討・準備 配置（3人） 配置（6人） 配置（10人）

22223 きめ細かな指導推進事業 教育研究センター

事業内容
これまで積極的に進めてきた少人数教育での指導事例や課題などを整理しながら、よりきめ細かな指導方法につ
いて研究を進め、浦安市にあった指導方法について推進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

研究推進委員会設置 研究
指導資料発行

研究
指導資料発行

研究
指導資料発行

■ 主要事業

事務事業名 情報教育推進事業 教育研究センター

事業内容
コンピュータ教室や普通教室、特別教室のコンピュータの整備や保守などを行います。また、コンピュータを円
滑に運用するためのサポートを行うとともに、小・中学校への教育用の動画やコンテンツの配信などを行う学校
教育支援システムの積極的な活用を図ります。

②学力向上に向けた取り組みの推進

　児童・生徒が基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるとともに、学ぶ意欲や、思考力、判断力、

表現力など「確かな学力」の向上に取り組みます。

一人ひとりの個性が輝く学校をつくる2）



136

■ 主要事業

事務事業名 少人数教育推進事業 指導課

事業内容
きめ細かな指導や分かりやすい授業の実現のため、サポートする教員として各学校規模に応じて、少人数教育推
進教員を配置するとともに研修の充実を図ります。

事務事業名 英語教育推進事業 指導課

事業内容 児童・生徒の語学力を伸ばし、国際理解を深めるため、ALT( 外国語指導助手 )を小・中学校に配置します。

■ 計画事業

22231 体力向上推進事業 保健体育安全課

事業内容
児童・生徒の実態を踏まえた体力向上の取り組みについて、千葉県の指定校を中心に研究を進め、全市的な展開
を図ります。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

研究校指定
（中学校1校）

研究推進 推進校指定
（小学校2校）
（中学校1校）

推進

22232 部活動推進事業 保健体育安全課

事業内容
心豊かでたくましい生徒の育成をめざすため、外部指導員の積極的な活用や、必要な備品の整備・充実を図り、
各校の特色ある部活動の強化を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

外部指導員の活用
活動備品整備

外部指導員の活用
活動備品整備

外部指導員の強化 外部指導員の強化

22221 読書活動推進事業　 再掲 指導課

事業内容
こどもたちの読書活動の現状を把握しながら、「こどもの読書活動推進計画」を策定し、より豊かな読書活動を推
進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
読書活動推進計画策定

推進 推進 推進

③健やかな心と体の育成

　道徳の時間の工夫や体験学習などを中心に、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育を積極的に進

め、豊かな人間性を育む「心の教育」を充実します。

　また、児童・生徒の体力や運動能力が低下している実態を踏まえ、日常生活のなかで体を動かす機会

を増やし、運動に親しむ態度や能力の育成と体力の向上を図ります。

　生徒の自主性や個性を伸ばすとともに、新たな自分の発見につながる部活動について、生徒の参加を

促すとともに、必要な備品の整備や充実を図り、積極的な活動支援をしていくことで、生徒の心身の健

康の増進に寄与します。

　さらに、スクールライフカウンセラーの配置や適応指導教室、教育相談室の活用を通じ、児童・生徒

の心のサインを見逃さない学校の指導体制の充実を図ります。
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■ 主要事業

事務事業名 教育相談推進事業 指導課／教育研究センター

事業内容
学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに関する相談を行うにあたり、スクールライフカウンセラーやまなび
サポート相談、適応指導教室との連携を図ります。

事務事業名 生徒指導推進事業 指導課

事業内容
いじめ110番による相談を実施し、いじめ問題の早期発見、早期対応を図るとともに、病児指導や訪問指導な
どを行います。

事務事業名 小・中学校部活動指導者派遣事業　 再掲 保健体育安全課

事業内容 小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な指導力を備えた社会人指導者を、必要とする学校に派遣します。

事務事業名 不登校児童・生徒居場所作り推進事業 青少年課

事業内容 学校や適応指導教室に通えない児童・生徒を支援するため、こどもたちの居場所づくりを青少年館内で実施します。

■ 計画事業

22241 キャリア教育の推進　 プロジェクト 2 指導課

事業内容
キャリア教育推進委員会を設置し、児童・生徒の発達段階に応じた組織的、系統的なキャリア教育を推進します。
また、千葉県の事業である小学校での「ゆめ・仕事ぴったり体験」やキャリア教育推進教員養成講習と連携しながら、
より充実したキャリア教育の展開を図ります。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

④キャリア教育の充実

　児童・生徒が ｢生きる力 ｣を身に付け、それぞれが直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくまし

く対応し、社会人、職業人として自律していくことができるよう、児童・生徒一人ひとりの勤労観、職

業観を育てるキャリア教育の充実を図ります。

■ 主要事業

事務事業名 まちの起業家養成事業 商工観光課

事業内容 小・中学生を対象に総合学習の授業を活用するなど、起業家精神を養成します。
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⑤まなびサポート推進体制の充実

　特別に支援を必要とする児童・生徒に対して、その一人ひとりの教育的ニーズを把握し、当該児童・

生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するために適切な指導や支援を行います。

また、障がいのある児童・生徒が地域のこどもたちと一緒の教育を受けられるよう、交流や共同学習を

積極的に進めるとともに特別支援学級、学習支援室の充実や学習指導員の配置、相談体制の整備を図り

ます。

■ 計画事業

22251 まなびサポート推進事業 教育研究センター

事業内容
幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導、支援が行われるよう、計画的な訪問活動や巡回相談
体制の充実を図るとともに、医療や福祉分野と連携し、就学にかかわる専門家チームを立ち上げ、就学支援体制
の充実を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

推進 推進 推進 推進

22252 特別支援学級整備事業　 プロジェクト 2 教育研究センター

事業内容
特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小・中学校への特別支援学級の整備
を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

22253 学習支援室整備事業　 教育研究センター

事業内容 学習の支援が必要な児童・生徒に効果的な指導ができるよう、各小・中学校へ学習支援室の整備を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校
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⑥幼小中高の学びの連続性を重視した連携の推進

　こどもの発達と学びの連続性を重視し、こどもの発達の過程に沿ったなめらかな成長を促し、確かな

学力を育むことをめざして、学校種間連携教育を推進します。

　特に小中一貫校については、第２次学校適正化検討委員会での検討結果や明海中学校での小・中連携

教育、中町地域の小規模小学校を対象にした小・中連携教育の活動などを踏まえ、浦安市に合った小中

一貫校の調査研究を進めます。

　また、市内の公立高校が、地域からより親しまれる学校となるよう、浦安市の特色を活かした取り組

みや教育内容の充実について協力するとともに、千葉県に対し要望していきます。

■ 計画事業

22261 学校種間連携教育推進事業　 プロジェクト 2 指導課

事業内容
幼保小中連携教育推進委員会を設置し、幼保小中連携教育に関する基本方針を作成するとともに、「浦安モデルプ
ラン」を作成し、学校種間の連携教育を推進します。また、その成果や第2次学校適正化検討委員会の検討結果
及び市内小・中学校における連携教育を踏まえ、浦安市にあった小中一貫校の調査研究を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

小中連携教育推進協議会
設置 (１中学校区 )
基本方針作成
モデルプラン作成

研究・検討
モデルプラン作成

試行
検証
小中一貫校検討協議会の
設置

改善プランの試行

小中一貫校検討

22262 浦安の高校教育等のあり方検討事業 学務課

事業内容
市民や有識者で組織する高等教育あり方検討委員会を立ち上げ、市内公立高校の現状や私立高校の経営戦略、特
色ある高校のあり方、市民ニーズなどを整理し、浦安市にあった中等教育のあり方について検討します。また、
それらの検討を通じて、本市の市立学校の学校教育の課題や進路指導の充実に寄与します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討会議設置 検討
報告書作成
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■ 計画事業

22321 学校評価推進事業　 プロジェクト 2 学務課

事業内容 学校評議員やPTA役員、保護者、地域住民などで組織する学校評価委員会を設置し、学校評価を実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

調査
検討

評価委員会設置　6校
報告書作成

拡充
25校

推進

②学校評議員・学校評価制度の充実

　地域に開かれた学校づくりを進めるため、学校評価委員会を設置し、浦安市独自の学校評価手法につ

いて検討を進め、内部評価及び外部評価を実施しながら、その結果を魅力ある学校づくりに活かすとと

もに、学校評価の結果を積極的に公表・PRし、信頼される学校づくりを推進します。

　また、学校評議員制度のこれまでの取り組みを振り返るとともに、学校評価への積極的なかかわりな

ど制度の充実に取り組みます。

■ 主要事業

事務事業名 学校評議員制度事業 学務課

事業内容
保護者や地域の方々の意見を幅広く聞き、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進するための学校評議員制
度の充実を進めるとともに、活動内容の公表を推進します。

■ 計画事業

①学校の情報公開の推進

　開かれた学校として、市民に信頼される学校教育を実現するため、保護者の理解を得ながら、様々な

学校情報を保護者や地域に積極的に公開します。また、効果的な情報公開が推進できるよう、公開すべ

き情報や公開方法などを定めた学校情報公開指針を策定します。

22311 情報公開指針策定事業 教育研究センター

事業内容
学校情報公開指針を策定し、情報公開の推進を図ります。また、情報提供推進委員会を設置し、地域や保護者、
学校の連携のもと、情報発信の充実を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

指針策定 モデル校実施
（１中学校区）

検証 拡充

■ 主要事業

事務事業名 こどもの成長記録提供システムの運用 教育研究センター

事業内容
学校でのこどもたちの行動や成長過程などの記録をデータベース化し、家庭にこどもの様子を詳しく伝えること
のできるシステムの運用を図ります。

信頼される学校をつくる3）
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③教職員の質の向上

　多様化する教育課題解決と、教職員の資質や力量の向上を図るために、現行の研修のあり方を見直し、

さらなる教職員の資質向上をめざす研修体系を策定します。また、各教科、領域ごとに市独自の授業モ

デルを作成し、教職員が共有化、活用することで、教職員の研究活動を推進するとともに授業力の向上

に努めます。

22331 授業モデル「うらやす」作成事業 教育研究センター

事業内容 全教科・領域の年間計画・学習指導案・評価計画・評価材料の浦安市モデルを作成します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

研究
モデル作成

研究
モデル作成

研究
モデル作成

研究
モデル作成

22223 きめ細かな指導推進事業　 再掲 教育研究センター

事業内容
これまで積極的に進めてきた少人数教育での指導事例や課題などを整理しながら、よりきめ細かな指導方法につ
いて研究を進め、浦安市にあった指導方法について推進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

研究推進委員会設置 研究
指導資料発行

研究
指導資料発行

研究
指導資料発行

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 教育研究センター事業　 再掲 教育研究センター

事業内容
教職員の資質や力量を高めるための研修、教職員と保護者や市民がともに教育について考えあうフォーラム、こ
どもの学習状況や意識の実態を把握し学校や家庭での教育に役立つ研究などに取り組みます。

①学校教育施設の整備充実　

　より豊かな教育環境の形成や既存施設の機能向上を図るため、校舎の計画的・効率的な大規模改修や、

園庭の芝生化、特別支援教育推進のための改修、普通教室のエアコン整備などに取り組みます。

　また、老朽化した東野学校給食センターに対応するため、平成 23年度を目途に千鳥学校給食センター

第 3調理場の整備を進めます。

■ 計画事業

22411 小・中学校校舎大規模改修事業 教育施設課

事業内容 小・中学校校舎の老朽化対策や教育環境、機能向上のため、校舎の大規模改修を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

１期工事　2校 2期工事　2校

教育環境が整った学校をつくる4）
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22412 （仮称）東野小学校建設事業　 プロジェクト 2 教育施設課

事業内容 東野地区の児童増加に対応するため、（仮称）東野小学校を建設します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計 建設 開校

22413 北部小学校増築事業 教育施設課

事業内容 北部小学校区の児童増加に対応するため、校舎を増築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

増築

22414 東小学校屋内運動場建替事業 教育施設課

事業内容 耐震対策が必要であると判断されるとともに、老朽化が進んでいる、東小学校屋内運動場の建て替えを行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計 建て替え

22415 校庭・園庭芝生化整備事業 教育施設課

事業内容 これまで進めてきた園庭芝生化の効果を検証し、幼稚園芝生化整備を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備2園
芝生化効果報告書作成

整備2園 整備2園 整備2園

22416 普通教室エアコン整備事業 教育施設課

事業内容 学習環境の向上を図るため、小・中学校、幼稚園にエアコンを整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

中学校整備 小学校・幼稚園整備

22417 千鳥学校給食センター第 3 調理場整備事業 保健体育安全課

事業内容 千鳥地区に中学校の給食調理を行う学校給食センター（第3調理場）をPFI により整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施方針の公表 事業者選定
設計

建設 運用開始

22252 特別支援学級整備事業　 再掲 　　 教育研究センター

事業内容
特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小・中学校への特別支援学級の整備
を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

整備
小学校1校
中学校1校

22253 学習支援室整備事業　 再掲 教育研究センター

事業内容 学習の支援が必要な児童・生徒に効果的な指導ができるよう、各小・中学校へ学習支援室の整備を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校

整備
小学校2校
中学校2校



143

 

市
民
文
化
都
市

都
市
像

2

■ 計画事業

22421 学校適正化推進事業　 プロジェクト 2 学務課

事業内容 第2次学校適正化検討委員会を設置し、学校の統合や学区の再編も含めた検討を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討
報告

②学校施設の適正な配置

　市内全域の学校規模の適正化について、市民委員を含めた第２次学校適正化検討委員会を設置し、平

成 14年に実施された学校適正化検討委員会（第 1次）の検討結果をもとに、各学校間の調整を図りな

がら、学校の統合や学区の再編も含めた検討を進めます。

■ 計画事業

22431 学校選択制推進事業　 プロジェクト 2 学務課

事業内容 現行の選択制度を継続するとともに、有益な制度にするために学校情報や相談体制の整備を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

継続 調査・検討

③行きたい学校を選択できる仕組みづくり

　小規模学校を対象にした現行の学校選択制度について、これまでの取り組みの検証と学校規模の適正

化に関する検討を踏まえ、より浦安市の実情にあった新たな制度の確立も含めて現行制度の改善につい

て検討を進めます。

　また、現行制度を充実するため、学校情報や相談体制の整備を図ります。

【児童・生徒数の推移】

H15年度

（人）

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

2,668

8,227

2,748

8,857

2,852

9,627

3,020

10,044

3,154

10,464

3,424

10,682

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

生徒数

児童数

出典：学務課資料
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■ 主要事業

事務事業名 教育研究センター事業 教育研究センター

事業内容
教職員の資質や力量を高めるための研修、教職員と保護者や市民がともに教育について考えあうフォーラム、こ
どもの学習状況や意識の実態を把握し学校や家庭での教育に役立つ研究などに取り組みます。

事務事業名 教育相談推進事業　 再掲 指導課／教育研究センター

事業内容
学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに関する相談を行うにあたり、スクールライフカウンセラーやまなび
サポート相談、適応指導教室との連携を図ります。

事務事業名 情報教育推進事業　 再掲 教育研究センター

事業内容
コンピュータ教室や普通教室、特別教室のコンピュータの整備や保守などを行います。また、コンピュータを円
滑に運用するためのサポートを行うとともに、小・中学校への教育用の動画やコンテンツの配信などを行う学校
教育支援システムの積極的な活用を図ります。

①教育研究センターの充実　　

　学校のカリキュラムに関する調査研究・開発や、授業に役立つ資料および情報を各学校に提供するシ

ンクタンクとしての教育研究センター機能を一層充実します。

　また、一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育を推進するとともに、保護者や児童・生徒

の相談を受け付ける相談センターとしての機能向上を図ります。

　さらには保護者や地域住民にこれらの活動に関する情報を発信しながら、浦安市における教育のオピ

ニオンリーダーとしての役割を担っていきます。

学校を支える体制を充実させる5）
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現状と課題

3
具体的施策

楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

　浦安市は、公有水面埋立事業から始まった開発も最終段階を迎え、急激に変化してきた新興住宅地と

してのまちから、成熟したまちへと向かいつつあります。また、市民も社会状況の変化に伴い、物の豊

かさから、精神的な豊かさ、新たな価値観を求めていく傾向が見られます。また、退職世代の人々の増

加に伴い、自由に活動できる時間を多くもった市民が増加していくことが予想されます。

　自由時間を活用し、健康で文化的な生活や地域コミュニティなどの充実を求めて、生涯学習や生涯ス

ポーツへの関心もますます高まっていくものと考えられます。

　浦安市はこれまでも、生涯学習・生涯スポーツの支援や施設の充実に取り組んできましたが、今後は

市民一人ひとりのライフステージに合わせた主体的かつ継続的に活動できる機会の充実や場の提供、生

涯学習推進体制の確立とともに、学んだ成果を地域に還元し、新たな市民文化の礎としていくことが必

要です。

　また、学習をさらに深め、かつ学習活動の成果を活かし、市民自身の手で浦安をより暮らしやすいま

ちにしていきたいという生涯学習ボランティア活動の機運の高まりのなかで、地域社会を活性化し、様々

な問題解決に貢献できる人材を育成していく仕組みが求められています。新たな公共サービスの担い手

としての市民が、自らの知恵と経験を基礎としつつ研鑽を積み、それを地域のなかで発揮できる環境を

つくることが必要です。

　さらに、多くの市民が芸術文化に触れる機会を提供するとともに、主体的に芸術文化活動を行う市民

や団体などを支援し、文化の薫り高いまちづくりを進めていく必要があります。
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　市民の学習機会と学習支援体制の充実を図るため、生涯学習施策の総合的、体系的な推進体制の構築

を進めます。

　また、市民のライフステージに応じた学習ニーズや、様々な社会的課題に対応し、市民の自主的学習

活動を支援するため、生涯学習施設の整備や充実を図るとともに、学習メニューの改善や IT などを活

用した、より充実した学習機会や学習情報の提供を進めます。また、市民個人の持つ技術や知識などの

学習資源を掘り起こし、その情報を発信することにより地域の学習資源を市民が共有、活用し、さらに

は市民の学習成果を新たな学習資源として市民間で循環していく仕組みづくりを進めます。

　また、市民大学を設置し、市民が集い、学び、コミュニケーションづくりの場とするとともに、地域

社会を活性化する人材を育成し、市民大学を市民の生涯学習活動の中心拠点としていきます。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

生涯学習環境が整っていると感じている市民の割合
（平成16年度市民アンケート）

79.4％
（16年度）

80％ 80％ 85％

日頃から学習活動に取り組んでいる市民の割合
（平成16年度市民アンケート）

40.3％
（16年度）

45％ 50％ 55％

図書館の実質貸出し利用数（年に１回以上貸出利用し
た市民の人数）�　　　　　　（浦安市立図書館概要　平成19年）

46,732人
（18年度）

51,000人 52,000人 52,000人

■ まちづくりの目標

　こどもから高齢者まで、市民個々の体力や年齢に応じてスポーツを楽しみ、交流を深め、健康増進や

体力の向上を図るとともに、爽快感、達成感、満足感、連帯感などといった精神的な充足を得ることが

できるよう、スポーツ機会や情報の提供を充実します。

　さらには、体育協会や軽スポーツ協会など各種スポーツ団体への育成支援や連携強化を図るとともに、

市内大学のスポーツ関係学科や民間スポーツ機関との連携を進め、生涯スポーツ推進体制の充実に取り

組んでいきます。

　また、生涯スポーツ人口の増加に対応し、身近なところでスポーツできる環境を整えるため、既存ス

ポーツ施設の有効活用や改修・改善を図るとともに、より利用しやすい施設の活用方法について検討を

進めます。

　また、スポーツ関連施設の運営について、多様化するニーズやスポーツ環境の変化を踏まえ、市民の

いつでも学習できる機会の充実を図る1）

日頃からスポーツを楽しめる環境を整える2）
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利用しやすい施設の管理運営を図ります。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

何かスポーツや運動をしている市民の割合
（平成16年度市民アンケート）

39.7％
（16年度）

45％ 47％ 50％

総合型地域スポーツクラブ数
（市民スポーツ課資料）

2ヵ所
（18年度）

4ヵ所 5ヵ所 6ヵ所

体育施設年間のべ利用者数
（平成16年度市民アンケート）

914,861人
（16年度）

1,150,000人 1,180,000人 1,200,000人

■ まちづくりの目標

　市民の暮らしの中に多彩な芸術文化が息づく、豊かなまちを実現するため、市民が主体的に行う芸術

文化活動を支援するとともに、優れた芸術作品が鑑賞できる機会の充実を図ります。

　また、芸術文化団体の相互交流により、他分野間の相互理解を図り、人と人、地域と地域のつながり

により芸術文化を創造する地域基盤づくりを進めていきます。

　浦安に住む人びとの間で、世代をこえて伝えられてきた民俗文化は、浦安の歴史や文化などの正しい

理解のための貴重な財産であり、これからの文化向上の基礎をなすものです。心の豊かさの創出、地域

社会の連帯感の形成に寄与するため、浦安の地域文化や文化財を保護し、人々に元気を与え地域社会全

体を活性化させ、魅力ある社会づくりを推進する文化の持つ力の向上に努めていきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

芸術、文化活動を行っている市民の割合
（平成16年度市民アンケート）

42.2％
（16年度）

45％ 50％ 55％

博物館･文化財住宅の延べ入館者数
（郷土博物館資料）

125,058人
（16年度）

128,000人 130,000人 135,000人

■ まちづくりの目標

いつでも学習できる環境への取り組み
・�市民大学設立準備組織への参画と協力
・学習情報提供業務のサポート
・生涯学習コーディネーターとして活動
・サークル同士の積極的な交流活動の推進
・市民大学での学習効果を地域に還元していく、市民大学同窓会の設立
・学校現場や地域活動グループなどで、各人のスキルを生かして活動する
・趣味活動や資格を生かした活動（こどもへの昔遊びの伝授など）の実施
・ボランティア、公民館、自治会、老人クラブなどの活動に積極的に参加し、地域との関わりを深めていく。
・地域の青少年育成団体の活動の活性化
・地域のこどもたちの「たまり場」づくり
・各学習講座への積極的な参加と講座充実に向けた提案
・地域単位の勉強会や発表会などを独自に開催

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

浦安の芸術・文化を育てる3）
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■ 計画事業

23121 （仮称）うらやす市民大学設置事業　 プロジェクト 8 企画政策課／生涯学習課

事業内容 市民活動を担う人材育成の場や生涯学習活動、情報提供の拠点となる市民大学を設立します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備委員会設立 開校

23122 生涯学習支援システム（ｅラーニング）構築事業 生涯学習課

事業内容 市民の学習意欲に応じて、いつでもどこでも学習できる環境を整えるシステムを構築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備
教材作成

開設

①生涯学習推進体制の充実

　時代や社会変化に対応できるよう生涯学習基本構想を見直し、中長期的視野に立った、新たな基本構

想の策定に向けて取り組み、生涯学習推進体制の充実を図ります。

第１次実施計画

■ 計画事業

23111 生涯学習推進方策検討事業 生涯学習課

事業内容
社会状況の変化により、市民ニーズが多様化する中で、平成7年に策定した生涯学習基本構想の見直しに取り組
みます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 策定

②充実した学習情報・機会の提供

　若者や働き盛りの世代、高齢者などあらゆる世代の人たちが、いつでも学習に必要な情報にアクセス

ができるよう、アクセシビリティの高い情報提供についての取り組みを進めるとともに、市民が幅広い

分野にわたり、学びあい、お互いに教えあう場として「（仮称）うらやす市民大学」を創設し、市民の

生涯学習活動の中心拠点としながら、地域における市民活動を担っていく人材の育成を図ります。

　また、公民館や図書館などにおいて、生涯学習に触れる機会の充実を図り、市民の積極的な生涯学習

活動への参加を促進するとともに、市内の企業や大学との連携や自然環境の活用など、浦安市ならでは

の地域資源を活かした学習に取り組みます。

いつでも学習できる機会の充実を図る1）
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③生涯学習施設の整備充実

　今後も増大する生涯学習の需要に応えるために生涯学習施設の整備や充実を図ります。また、市民の

生涯学習関連施設の活用の利便性を一層高めるために施設のネットワーク化を推進します。

　また、生涯学習機能、市民活動などの充実を図るため、日の出公民館の利用状況や生涯学習に関する

今後の施策展開を考慮しながら、日の出公民館隣接地を活用した施設整備について検討します。

33211 三番瀬環境学習施設整備事業　 再掲 生涯学習課

事業内容 日の出地区墓地公園付近に、用地を確保し、三番瀬の水辺環境を活用した環境学習施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

用地取得 整備検討委員会の設置
設計

建設 開設

■ 主要事業

事務事業名 公民館活動推進事業 公民館

事業内容
多様な学習機会や集会の場の提供など、市民の地域における学習意欲への対応や、より地域のための施設として、
公民館活動の推進・充実に努めます。

事務事業名 図書館サービス事業 中央図書館

事業内容
一般･児童向けサービスをはじめ、レファレンス、ハンディキャップサービスなどを推進し、市民の多様な要望に
対応した学習機会の充実を図ります。

事務事業名 まちづくり出前講座事業 生涯学習課

事業内容 市行政に関する様々な取り組みについて、市民の要望に応じ講師として市職員を派遣します。

事務事業名 家庭教育学級開催事業　 再掲 公民館

事業内容
家庭教育の重要性を認識し、より良い家庭を営むことができるよう、園児や児童・生徒の保護者を対象に家庭教
育学級を開催します。

事務事業名 学校・地域連携推進事業 生涯学習課

事業内容
学校休業日などを利用し、学校や地域、社会教育関係団体などが連携して、こどもの体験活動などの充実を図り
ます。

事務事業名 郷土博物館活動の推進　 再掲 郷土博物館

事業内容
郷土浦安の自然や文化、歴史に関する資料などを収集・保管・展示するとともに、体験学習や「もやいの会」な
どのボランティア活動を通じた交流を図りながら、郷土理解を深めるための各種事業を実施します。
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23131 高洲地区公民館複合施設整備事業　 プロジェクト 8 生涯学習課

事業内容 高洲地区に児童館や軽運動スペース、地域の防犯拠点などの機能を持った公民館複合施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施設計
建設

建設 開設

23132 高洲地区公民館複合施設図書室開館準備事業 中央図書館

事業内容 高洲地区公民館複合施設内に図書室を整備するため、図書購入などの準備を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備 準備 開設

23133 日の出公民館隣接用地取得事業 生涯学習課

事業内容
生涯学習機能、市民活動などの充実を図るため、日の出公民館に隣接する用地を取得し、今後の施設整備につい
て検討を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

用地取得 検討

23134 図書館電算システム更新事業 中央図書館

事業内容 図書の貸し出しや予約を管理する情報システムについて、導入経過年数を考慮し、更新を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

システム更新 運用

23135 図書館資料管理システム導入事業 中央図書館

事業内容
貸出しや返却の待ち時間の短縮や予約サービスの向上など、利用者の利便性を高めるとともに、図書管理業務の
効率化によるコスト削減につながる図書館資料管理システムを導入します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

システム構築 運用

■ 計画事業

④市民の自主的学習活動の支援と学習成果の活用

　各種サークル、文化団体などの自主的な活動、これら団体が開催するイベントなどの促進を図るとと

もに、既存の生涯学習施設の活用や、情報提供システムの構築を図り、市民一人ひとりの自主的な学習

活動支援体制の充実を図ります。

　また、市民の持つ技術や知識を学習資源として蓄積、活用できるような仕組みを構築します。
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■ 主要事業

事務事業名 公民館活動推進事業　 再掲 公民館

事業内容
多様な学習機会や集会の場の提供など、市民の地域における学習意欲への対応や、より地域のための施設として、
公民館活動の推進・充実に努めます。

事務事業名 図書館サービス事業　 再掲 中央図書館

事業内容
一般･児童向けサービスをはじめ、レファレンス、ハンディキャップサービスなどを推進し、市民の多様な要望に
対応した学習機会の充実を図ります。

■ 計画事業

23141 生涯学習情報提供システム構築事業 生涯学習課

事業内容
市内で行われている講座やイベント、サークル、講師などの生涯学習情報を一元化し提供するとともに、市民自
らが生涯学習情報を発信できる情報システムを構築します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

構築
一部運用

運用

23121 （仮称）うらやす市民大学設置事業　 再掲 企画政策課／生涯学習課

事業内容 市民活動を担う人材育成の場や生涯学習活動、情報提供の拠点となる市民大学を設立します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備委員会設立 開校

【公民館事業別利用状況】

年度

区分

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

利用件数 延人数 利用件数 延人数 利用件数 延人数 利用件数 延人数

主催事業 1,815 66,085 1,908 73,125 2,072 74,678 2,551 78,455

団体（有料） 12,736 175,694 13,946 183,865 14,614 192,240 15,272 197,519

団体（無料） 12,767 203,119 12,865 196,074 12,404 199,703 12,233 190,592

行政事業 1,024 27,812 854 22,861 777 18,339 826 22,405

合　計 28,342 472,710 29,573 475,925 29,867 484,960 30,882 488,971

出典：教育のあゆみ�2008

【図書館貸出冊数の推移】

出典：教育のあゆみ�2008

（冊）

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度
1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

1,710,513

1,776,082
1,823,905 1,855,356

1,937,852

2,039,884
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①スポーツ機会・情報の提供

　こどもから高齢者までみんなで楽しめる「スポーツフェア」、「みんなの軽スポーツの集い」などの全

市的なイベントを中心に、生涯スポーツの総合的な普及や啓発を続け、スポーツに親しむ市民を一人で

も増やしていくとともに、市民がスポーツに接する機会の充実を図るため、総合体育館、屋内水泳プー

ル、中央武道館で行っているスポーツ事業などの充実を図ります。

　また、ホームページによるスポーツ団体紹介や大会情報提供を図るとともに、市民がより使いやすい

施設予約管理システムを運用し、市民が手軽にスポーツに取り組めるような生涯スポーツ環境を整備し

ます。

　また、平成 22年に浦安市で開催される「ゆめ半島千葉国体」の空手道競技会において、市民が日本

のトップ選手の一流の力と技に身近に接することにより、スポーツに対する興味や関心、意欲を高める

とともに、市民みんなが参加する国体をめざし、市民との協働による魅力ある大会運営を推進します。

■ 計画事業

23211 2010 ゆめ半島千葉国体推進事業 市民スポーツ課

事業内容 2010年度ゆめ半島千葉国体の空手道競技を総合体育館で開催します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

開催準備 リハーサル大会（関東空
手道大会）の開催

2010ゆめ半島千葉国体
開催

■ 主要事業

事務事業名 スポーツ交流事業　 再掲 市民スポーツ課

事業内容
東京ベイ浦安シティマラソン大会の市内在住優秀者をオーランド市マラソン大会に市の代表として派遣し、マラ
ソンを通じて姉妹都市との交流を図ります。

事務事業名 学校体育施設開放事業　 再掲 市民スポーツ課

事業内容 小・中学校の体育館や校庭を市民団体に開放し、スポーツ機会の提供に努めます。

事務事業名 スポーツ・レクリエーション事業 市民スポーツ課

事業内容
市民の健康増進、体力づくりなどを目的に、東京ベイ浦安シティマラソンや市民体育大会、スポーツフェア、軽
スポーツ大会などを実施し、多様なスポーツ機会の提供を図ります。

日頃からスポーツを楽しめる環境を整える2）

ゆめ半島千葉国体2010

マスコットキャラクター

「チーバくん」
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②スポーツ推進体制の整備

　市民一人ひとりの体力や年齢に応じたスポーツへの参加や、地域住民の自主性に基づいた新たな生涯

スポーツを推進するため、総合型地域スポーツクラブの設立を支援します。

　また、市民の生涯スポーツの振興を図るため、浦安市体育協会、浦安市軽スポーツ協会、浦安市体育

指導員連絡協議会、総合型地域スポーツクラブなどのスポーツ団体の育成支援や連携強化、指導者育成

に努めます。

　特に、中高年者にも簡単に出来る軽スポーツの普及を促進するため、浦安市軽スポーツ協会の組織強

化に取り組み、新しい軽スポーツなどを紹介しながら、各軽スポーツ団体の組織化及び育成支援などに

取り組みます。

　また、市民がスポーツを通じて自らの健康づくりを行う機運を高めるための取り組みを進めます。

■ 主要事業

事務事業名 市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金 市民スポーツ課

事業内容
市民の健康増進と競技力向上に向けて、体育協会をはじめとする市民スポーツ団体の活動に対して補助金を交付
し支援を図ります。

事務事業名 スポーツ交流事業 市民スポーツ課

事業内容
東京ベイ浦安シティマラソン大会の市内在住優秀者をオーランド市マラソン大会に市の代表として派遣し、マラ
ソンを通じて姉妹都市との交流を図ります。

■ 計画事業

23221 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業 市民スポーツ課

事業内容
地域でのスポーツ活動を通じ、健康増進や地域コミュニケーションが図れる総合型地域スポーツクラブづくりの
支援を行います。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

（仮称）日の出スポーツク
ラブ設立
（仮称）明海スポーツクラ
ブ設立準備

（仮称）明海スポーツクラ
ブ設立

23222 生涯健康スポーツ都市宣言　 プロジェクト 3 健康増進課／市民スポーツ課

事業内容
市民がスポーツを通して健康的に過ごそうとする気持ちを高めるとともに、市民スポーツの振興を促進するため、
生涯健康スポーツ都市の宣言に取り組みます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備 準備 宣言・周知・啓発
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■ 計画事業

23231 運動公園スポーツ施設整備事業　 プロジェクト 3 市民スポーツ課

事業内容 暫定的に整備した運動公園スポーツ施設について、市民の需要動向を踏まえた施設整備を行います。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

多目的グランド及び陸上
競技場実施設計
多目的グランド整備

陸上競技場整備
スポーツコート等実施設計

陸上競技場竣工
スポーツコート等整備
野球場実施設計

野球場整備

23232 明海球技場整備事業 市民スポーツ課

事業内容 明海球技場の管理棟や照明施設の整備を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

管理棟・夜間照明の設置
工事

47221 舞浜地区海岸整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

③スポーツ施設環境の整備

　将来的にも需要が増えるスポーツ種目などの動向などを踏まえ、サッカーやラグビーなどができる陸

上競技場やスタンド付の野球場、多目的グラウンドの整備を進め、運動公園施設の充実を図ります。

　また、施設利用時間の需要をもとに地域住民と協議をしながら、既存スポーツ施設などの夜間照明の

整備を行うとともに、スポーツ施設運営にあたり、市民の生活スタイルや多様化したニーズの変化など

に応じた一層の有効活用を図るため、利用区分や利用時間、休館日、施設利用料などについて検討を進

めます。

　また、海岸、河川などの水辺空間を利用した、ウォーキング、ジョギングコース、サイクリングコー

スなどの整備を促進し、気軽に行えるスポーツ・レクリエーション環境の充実を図ります。

■ 主要事業

事務事業名 学校体育施設開放事業　 再掲 市民スポーツ課

事業内容 小・中学校の体育館や校庭を市民団体に開放し、スポーツ機会の提供に努めます。
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①市民の芸術文化活動の活性化

　市民や団体と連携協力し、芸術文化活動を地域に根ざした文化とし、活力あるまちづくりに取り組み

ます。

　浦安市所有の貴重な美術品や市民による創作作品のインターネットによる公開や、新庁舎建設にあわ

せ市民ギャラリーを整備し、身近に文化芸術を鑑賞する機会を充実します。

　また、市民の芸術・文化活動や自己表現の場の提供について検討します。

■ 主要事業

事務事業名 美術展覧会の開催 生涯学習課

事業内容 美術の振興と、市民の創作活動の発表の場とするため、美術作品、手工芸作品などの展覧会を開催します。

■ 計画事業

23311 バーチャル美術館開発事業 市民活動推進課

事業内容
浦安市が所蔵している美術品をインターネットにより発信し、身近に文化芸術を鑑賞できる機会の充実を図りま
す。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

システム開発・稼動 運用 運用 運用

53211 市役所庁舎建設事業　 再掲 庁舎建設課

事業内容
市民ギャラリーや市民交流機能、防災機能を備えた、便利でだれもが利用しやすい市役所新庁舎を現在の本庁舎
の位置で建て替えます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

基本設計
実施設計

実施設計
建設

建設 建設

浦安の芸術・文化を育てる3）
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■ 主要事業

事務事業名 市民参加型文化芸術事業 生涯学習課

事業内容
舞台芸術を通して、市民相互の親睦を深めるとともに、公演を通じて市の芸術文化の向上につなげるため、市民
参加による演奏会やミュージカルなどを開催します。

事務事業名 芸術鑑賞教室の開催 生涯学習課

事業内容 質の高い舞台芸術を身近で鑑賞し、理解を深めてもらうため、初心者にもわかりやすい芸術鑑賞教室を開催します。

②芸術文化を体験する機会の充実

　芸術文化に直接触れる市民参加型の事業を通し、こどもから一般成人まで芸術文化に親しむことがで

きる機会の充実を図っていきます。

　また、質の高い芸術文化を直に鑑賞できる機会を設けることにより、芸術文化に対する理解を深め、

文化意識の向上を図ります。

■ 主要事業

事務事業名 郷土博物館活動の推進 郷土博物館

事業内容
郷土浦安の自然や文化、歴史に関する資料などを収集・保管・展示するとともに、体験学習や「もやいの会」な
どのボランティア活動を通じた交流を図りながら、郷土理解を深めるための各種事業を実施します。

③郷土の歴史・文化の理解を深める

　文化財マップの作成、史跡表示板の整備、文化財を活用した事業などにより、浦安の歴史や文化に対

する理解を深めます。

　また、市民団体やサークルなどの支援や連携を図りながら、郷土の歴史や文化の保護、啓発に努めます。

■ 主要事業

事務事業名 伝統文化の保護・継承・公開 郷土博物館

事業内容 古くから浦安に伝わる伝統技術や芸能を継承し、保護するため、技術保持団体の活動の公開や支援を行います。

④伝統文化の継承

　無形文化財を保存する団体の支援や連携を図りながら、市民が郷土文化に触れられる事業などを行う

とともに、後継者の育成や文化の普及に努めます。
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　住民自らが地域の課題解決に取り組むことのできる地域コミュニティづくりは、自立した自治体経営

を進めるための基盤です。

　しかし、核家族化の進展やライフスタイル、価値観の多様化さらには情報化社会の進展などにより、

地域のコミュニティが停滞している状況もうかがえます。

　地域コミュニティ活動の中核をなす自治会においても、加入率の低下など、地域住民の関心の薄さが

表面化しています。

　そのなかで、自治会活動の役割は、地域住民の親睦を深め、相互扶助により地域の課題に自らが取り

組む住民自治の母体として、これまで以上にその活動の重要性は増しており、地域の誰もが自治会活動

に参加できるよう、加入促進に努めるとともに参加しやすい環境づくりを進めることが必要となってい

ます。

　また、浦安市の行政面積は狭いものの、都市の形成過程によって様々な地域の姿を持ち、市民のライ

フスタイルや価値観も多様化するなかで、市民がいきいきと暮らせる地域力あふれたまちをめざすため、

市民主体で世代間や地域間など様々な交流を進めるための仕組みづくりが求められています。

　なかでも、経済活動が国境を越えて広く展開するにつれ、人の動きも盛んになり、浦安市においても、

質の高い都市基盤や首都圏での立地性、さらには舞浜地区のアーバンリゾート開発により、日本のみな

らず世界中の人が訪れる国際色豊かな都市へと変貌しました。

　市の外国人登録者数は、平成 19年７月末現在で 3,369 人が在住し、市の総人口の 2.12％を占めて

おり、国籍数は 76ヵ国となります。

　このように、多くの文化や価値観を持った人々が暮らしている浦安市においては、市民一人ひとりが

お互いを認め合い理解し、偏見や差別意識がない安心で活気にあふれた地域社会をつくっていくことが

必要です。

現状と課題

4
具体的施策

多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる
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　安全で安心して暮らせる地域を築くためには地域コミュニティの充実が必要です。そのために、その

中心的な役割を担う自治会に対して、市と自治会の役割を明確にし、自治会活動の自主性や自立性を尊

重しながら、自治会活動の活性化と加入率の向上に向けて支援していきます。

　また、自治会活動の拠点となる自治会集会所を整備していきます。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

自治会への加入率
（地域ネットワーク課資料）

51.6％
（19年度）

55％ 58％ 62％

■ まちづくりの目標

　地域や世代を越えたコミュニティを進めるため、これまで浦安市ふるさとづくり推進協議会などが進

めてきた様々な交流事業に加えて、日常的に人々が集い、交流できる場面やきっかけづくり、交流をつ

なぎ合わせる人材づくりに取り組んでいきます。

　また、地域を越えた市民主体の交流活動を支援していきます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

浦安市に「自分のまち」といった愛着、親しみを感じ
ている市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年1月）

78.1％
（19年度）

80％ 85％ 90％

■ まちづくりの目標

自治会活動を活発にする1）

多様な市民との交流を促進し、地域力の向上を図る2）
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　国籍や文化の違いを認め合い、多文化共生のまちづくりを推進するため、外国人市民が安心して暮ら

せる生活情報の提供や国際交流・協力団体への支援、また、日本人や外国人を問わず交流ができる場と

して、市民の国際交流活動の拠点となる国際センターの機能を充実していきます。

　また、異文化に触れ、地球市民としての意識を深めるため、姉妹都市交流の充実を図るとともに、市

民が主体となって身近で文化の違う都市との交流を推進していきます。

■ まちづくりの目標

自治会主体の取り組み　　　  　　　
・�防災活動をはじめとした地域間交流のために自治会連合会において地域分科会などを発足する。
・イベントの際に若者の参加を促す。
・こどもに対する支援、こどもをもつ大人の視点に立った企画を立てる。
・自治会役員の交代制度は、一定の継続的な取り組みができるように工夫する。
・会合における話し合いのテーマを明確にする
・活動内容がわかるように積極的に広報活動をする。
・災害時に地域で助け合うための情報を互いに知り合う体制・仕組みを確立する。
・「姉妹自治会」などの、地域間の相互理解を進める仕組みづくりの構築
多様な市民間の取り組み
・大学生が専攻分野を活かしテーマに沿った企画を立て、交流を図る場をつくる。
・三社祭と新町まつりを交互に行い、PRし合うことで地域間交流の充実につなげる。
・�多様な市民交流を促進するために、地域ごとに交流ができ、情報を収集・発信ができる「場」をつくる。「(仮称 ) 市民
交流センター」

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

【外国人登録者数の推移】

多文化共生のまちづくりを推進する3）

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2,2502,236
2,421

2,745
2,966

3,185

3,573

3,262 3,260 3,331

（人）

出典：地域ネットワーク課資料

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

国際センター来館者数
（外国人来館者数／総来館者数）

（浦安市国際センター事業報告書）

2,393人

17,507人
（19年度）

2,450人

18,000人

�2,500人

18,500人

�2,550人

19,000人
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■ 計画事業

24111 自治会集会所建設事業 地域ネットワーク課

事業内容 自治会活動及び地域コミュニティ活動の拠点となる自治会集会所の整備を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

建設2件
実施設計2件

建設2件 実施設計2件 建設2件
実施設計2件

46211 自主防犯活動支援事業　 再掲 防犯課

事業内容
自治会やPTAなどの地域団体、また、学生防犯委員会Ⅴ5やNPOなどの団体に対し、パトロールに必要な物
資の貸与や防犯パトロールカーの貸し出しなどの支援をします。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

市民主体の防犯活動の
支援

市民主体の防犯活動の
支援

市民主体の防犯活動の
支援

市民主体の防犯活動の
支援

46221 防犯活動啓発事業　 再掲 防犯課

事業内容
犯罪発生情報の配信や、防犯講習会、防犯訓練、防犯キャンペーンなどの実施や、防犯計画パンフレットを作成
し市内全戸に配布します。また、事業者の協力による犯罪抑止活動を通じ、市民の防犯意識の高揚を図り地域コミュ
ニティを強化します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

啓発活動の実施
防犯計画冊子作成・全戸
配付

啓発活動の実施 啓発活動の実施 啓発活動の実施

①自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

　防災や防犯など、地域のまちづくりや地域住民の親睦、交流活動など、自治会の主体的に取り組む活

動に対して支援していきます。

　また、自治会活動の自立性を尊重しつつ、自治会相互の連携や情報の共有化などを促進するための支

援について取り組みます。

　さらに、自治会への加入促進のための啓発活動の支援や自治会活動の拠点となる自治会集会所の建設

を推進します。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 浦安市自治会・自治会連合会補助金 地域ネットワーク課

事業内容

地域における自治会活動の活性化を促進するため、各自治会及び自治会連合会へ運営費補助金を交付し、自治会
間の情報共有や共通課題に取り組むための小部会の検討を促します。また、親睦交流事業や環境美化事業などの
活動を通じて、地域住民のふれあいや連帯意識の向上とともに、地域主体の明るい健全なまちづくりの活動を支
援します。

事務事業名 自治会加入促進啓発事業 地域ネットワーク課

事業内容
転入してきた市民を対象に、市民課窓口にて加入促進のチラシと自治会マップを配付します。また、加入促進の
ための啓発をしていきます。

自治会活動を活発にする1）
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①地域間・世代間を越えた多様な市民交流の促進

　地域や世代を越えて、市民相互の交流や様々な地域活動団体の交流を促進するため、浦安市ふるさと

づくり推進協議会や市民まつり実行委員会を支援していきます。

　また、年間を通じて公共空間を活用しながら、まちの賑わいを演出する仕組みづくりについて検討し

ていきます。

　さらに、公民館や自治会集会所、老人クラブ会館などの利用方法について、関係団体などと協議する

とともに、コミュニティセンターの設置について検討を進めます。

■ 計画事業

24211 （仮称）市民交流の仕組みづくり　 プロジェクト 3 地域ネットワーク課

事業内容

毎年恒例の花火大会が新町地域の土地開発が進むなか、開催を危ぶまれる状況になっており、今後、花火大会の
あり方について検討し、市の恒例行事としてのイベントを実施します。
また、文化や芸能、観光における様々なイベントを交流の視点と捉え、公共空間の有効活用としてまちの賑わい
を演出する仕組みづくりなど、ふるさとづくり推進協議会をはじめ、市民や地域団体、企業などとの協働で検討
していき、市民が賑わい、年間を通じて交流の持てる催しを全市的に展開します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 実施 実施

31222 浦安市民の森活用事業　 再掲 環境保全課／青少年課／指導課

事業内容
江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」を、自然体験や環境学習の場として積極的に
活用するとともに、森林環境の整備や管理に取り組みます。また、「浦安市民の森」の森林整備や環境学習の際の
アドバイザーの育成や確保に取り組みます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

事務事業名 自主防災組織育成事業　 再掲 防災課

事業内容
「自分たちの地域は自分たちで守る」という防災意識の高揚を図るため、防災訓練を実施するとともに、資機材の
貸与や購入補助金の交付など、災害に備える地域住民の自主的な活動を支援します。

事務事業名 防災備蓄用品整備事業　 再掲 防災課

事業内容
災害時の生活必需品などの分散備蓄を図るため、防災備蓄倉庫を避難所などに整備します。また、収納する備蓄
品や資機材の更新、防災備蓄倉庫の地域での運用について検討します。

多様な市民との交流を促進し、地域力の向上を図る2）
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■ 主要事業

事務事業名 浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金 地域ネットワーク課

事業内容
明るいふるさとづくりを市民運動として発展させ、地域住民の連携を深め、心のふれあう明るく住みよい地域社
会を築くため、浦安市ふるさとづくり推進協議会へ運営費補助金を交付し、市民のふるさと意識や思いやり、や
さしさなどの心の醸成が図れる活動を支援します。

事務事業名 市民まつり実施事業　 再掲 　 商工観光課

事業内容 地元経済団体や地域団体の代表などで構成する市民まつり実行委員会を設置し、市民まつりの支援を実施します。

事務事業名 多世代交流事業　 再掲 青少年課

事業内容 地域の老人クラブと児童育成クラブとの交流活動を推進し、地域でのこどもたちの育ちを支えます。

■ 計画事業

24311 国際化指針策定事業 地域ネットワーク課

事業内容
国際化指針が平成22年度で目標年次に達することから、社会情勢や市民ニーズを考慮した新たな指針を策定し
ます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

委員会設置
事前調査

検討
策定

①新たな国際化指針の策定

　多文化共生社会のまちづくりを推進していくため、すべての市民がともに理解し合い、安心して生活

できる環境を整備するため、新たな国際化指針を策定します。

②市民主体の国際交流の推進

　外国人市民の日常生活の支援を引き続き行うとともに、異文化社会の理解を深めるため、これまでの

国際センターの活動を検証しつつ、市民主体の国際交流や協力事業を推進します。

　また、市民の国際交流や国際協力に関する情報提供並びに市民相互の交流を促進していきます。

多文化共生のまちづくりを推進する3）
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■ 主要事業

事務事業名 国際理解推進事業 地域ネットワーク課

事業内容
外国人にも住みやすいまちをめざし、外国人相談窓口アドバイザーが市内在住の外国人市民に対し、7ヵ国語で
情報の提供や生活上の問題などの相談を行ないます。また、日本人市民と外国人市民との交流を促進し、異文化
理解を深める国際理解事業や市民主体の国際交流や協力事業を推進します。

事務事業名 国際センター管理運営事業 地域ネットワーク課

事業内容
国際交流や国際協力に関する情報提供、市民の相互交流を図ることを目的に、国際交流や協力活動の拠点として
国際センターの充実を図ります。また、国際交流や協力活動の地域のネットワークづくりを推進します。

事務事業名 浦安市国際交流協会補助金 地域ネットワーク課

事業内容
市民主体の国際交流を推進するため、姉妹都市へ市民を派遣する「友好の翼」など様々な事業を展開している浦
安市国際交流協会への活動を支援します。

事務事業名 浦安在住外国人会補助金 地域ネットワーク課

事業内容
市民主体の国際交流を推進するため、多種多様な国際交流事業を企画運営する浦安在住外国人会への支援を行い
ます。

③都市交流の推進

　オーランド市との姉妹都市交流も協定を結んでから平成 21年で 20年を経過し、その間、市民交流、

青少年交流、スポーツ交流など様々な分野で市民主体の交流を推進してきました。この節目にあたり、

20周年の記念イベントの開催と、今後さらなるオーランド市との関係を市民や国際交流関係団体とと

もに協議していきます。

　また、姉妹都市以外の都市においても、国際交流関係団体を中心とした市民交流など、市民主体の都

市交流活動を支援します。

■ 主要事業

事務事業名 都市交流推進事業 地域ネットワーク課

事業内容 姉妹都市以外の市民主体による都市交流を支援します。

事務事業名 オーランド市交流事業 地域ネットワーク課

事業内容
浦安市の姉妹都市交流は、市民一人ひとりが主役となり、地域の特色を活かしながら、市民レベルでの交流を基
本に行います。

事務事業名 青少年国際交流事業　 再掲 　 青少年課

事業内容
市内の中・高生を姉妹都市オーランドに派遣し、現地青少年との交流やホームステイ、教育施設や福祉施設への
訪問などの体験を通じて、国際的な視野を広め、国際社会を担うにふさわしい人間を育成するとともに、市民主
体の国際交流を促進します。

事務事業名 スポーツ交流事業　 再掲 市民スポーツ課

事業内容
東京ベイ浦安シティマラソン大会の市内在住優秀者をオーランド市マラソン大会に市の代表として派遣し、マラ
ソンを通じて姉妹都市との交流を図ります。
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現状と課題

5
具体的施策

地域の新たな公共の担い手を支援する

　浦安市は、公有水面埋立事業とそれに続く大規模な住宅開発により人口も急増し、財政規模も拡大し

ました。市民サービスの面でも１自治会１集会所の整備など、他の自治体よりも様々な公共サービスを

展開し、市民サービスの満足度でも全国で上位に入る都市となってきました。

　その反面、働き盛りの年齢層が多いこともあり、地元への公共的関心はあるものの自らが地域社会へ

の参画活動に携わる市民が多いとはいえない状況でもあります。

　一方、市民ニーズは多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたるようになり、行政のみの力でそれら

すべてに対応し、解決することが困難な社会環境になりつつあります。

　最近では、市民活動を実践するには至らないまでも、様々な課題を市民が自分たちの問題として受け

とめ、解決に向けて自らの意思で主体的に取り組もうとする意識のある人々が徐々に増えており、こう

した思いがボランティアやNPOなどの活動に発展し、地域社会のなかで新たな役割を担うことが期待

されています。

　こうした背景のなかで、浦安市の市民活動は、小規模で活動基盤が確立されていない団体が多く、活

動の歴史も浅い現状にあり、また、元町、中町、新町の各地域ではまちの形態が異なることから、地域

によって取り組むべき課題も多様化しており、今後は団塊の世代など、知識や経験の豊富な方々に自己

の生きがいづくりや、地域での豊かな人間関係を築くうえでも、市民活動への参加が大いに望まれます。

　そこで、より多くの市民の参加を得て市民活動を推進し、活性化していくための意識啓発や活動への

きっかけづくり、活動しやすい環境整備を図り、きめ細かな支援をより一層図って行くことが求められ

ています。
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　市民活動の裾野を拡大するため、市民活動に関する様々な情報の積極的な提供や、活動イベントを充

実することで、市民同士の交流や対話を進めていき、市民活動への意識づくりを醸成していきます。

　また、他人や社会への奉仕の心の醸成と将来の市民活動人材の育成のため、義務教育の中で奉仕精神

を学ぶ実践的な授業の導入を教育委員会と調整し、市内の小・中学校に働きかけていきます。

　また、公民館などで活動しているサークルについても、活動の内容によって市民活動に発展しそうな

団体や既にそのような公益性のある活動を行っている団体もあることから、今後はそれらサークルの活

動拠点である公民館とも連携した取り組みを進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市民活動に「参加したい」市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成20年1月）

36.5％
（19年度）

40％ 45％ 50％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

　定年を迎えたシニア世代や子育てを終えた主婦など、元気で社会貢献意欲のある市民の豊富な経験や

知識を有効に活かせる仕組みづくりと、市民活動を担う人材育成に取り組みます。

　また、市民活動の意義や活動内容を広く市民や企業に知ってもらい、市民活動補助金制度の充実に取

り組むとともに、市民活動団体の活動を支援するため、市民活動センターの充実に取り組みます。

　さらに、市民活動団体の活動拠点の拡充について、公民館や自治会集会所、老人クラブ会館などの既

存施設の有効利用を図るため、関係団体などとの協議を進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市民活動センターへの利用登録団体数累計
（市民活動センター資料）

240団体
（19年度）

260団体 280団体 300団体

市民活動補助金への申請団体数
（市民活動補助金報告書）

12団体
（19年度）

15団体 20団体 25団体

■ まちづくりの目標

市民活動への意識啓発と機会を充実する1）

市民活動を促進する2）
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市民活動団体間の取り組み　　　  　　　
・��市民活動団体が協力して市民活動に関するガイドブックを作成し、「広報うらやす」と一緒に新聞折り込みなどで発
行するなどの、市の広報紙発行と連携した市民活動情報紙の提供方法を検討する。
・CATVや FM浦安の行政情報コーナー、携帯端末を活用した市民活動情報の提供方法を検討する。
・��自治会掲示板など、地域内の掲示板に各団体からの情報紙の掲示や、各団体の情報紙を一括するレターラックを置く
など、地域の身近な場所で各種の市民活動情報を一括して提供する場所を増やしていく。
・��各種の市民活動団体が協働して、各地での出前講座の開催や市民活動団体のＰＲと人材勧誘の機会を積極的に設ける。
・��市民活動団体は、協働に向けて、自らの活動内容や行政が持っていない技術などを整理する。
・��市民活動団体同士が協力することで、協働の受け皿となれるような体制を自ら検討する。
市民活動団体と大学との連携による取り組み
・��市内近郊の大学の専門領域を活かして、大学と市民活動団体の協働による学内・学外における講座やイベントを進める。
・��学生の教育の一環として、市民活動団体や市との協力による、地域を活用した実践教育の場づくり（学生ボランティア、
社会研修の場として、地域活動や市民活動における受け体制づくり）

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

【市民と行政との協働の考え方】

「市民参加」と「協議」
（市民参加推進条例の定義）

市民の自発的・主体的な活動

◆市民活動
→�よりよい社会をつくるための、市民
の自発的・主体的な活動の総称で、
以下の特徴を持つもの

(1) 自主性・自立性に基づく活動
(2) 市民生活の向上や改善に結びつ

き、社会に貢献する活動
(3) 継続的な活動
(4) 営利を目的としない活動
(5) 市民に対し常に活動内容が開かれ

た活動

○ボランティアとＮＰＯ
・�「市民が主体となって継続的、自発
的に社会貢献活動を行う、営利を目
的としない活動」という点では共通
・�「ボランティア」は個人でも行える
のに対し、「ＮＰＯ」は組織や団体
で活動する（目的達成のために運営
のルールを持ち、目的達成に向け組
織的、継続的に活動を行う）
・�ＮＰＯはボランティア活動から発展
するものが少なくない。

◆生涯学習（サークル）活動
→�主に個人やグループの研鑽のため行う
共益的な活動

※�個々のサークル活動を発展させ、市民の文化
意識向上や健康増進、体力向上などの普及・
促進に寄与するような公益性のある活動を
行う場合は、市民活動といえる

○まちづくり活動
→�市民が自発的に住みよ
いまちづくりに向けて
ボランティア活動・Ｎ
ＰＯ活動、その他公益
的活動を行うこと

○行政への市民参加
→�市民が行政業務につい
て意見・提案すること
により、市政に市民意
志が反映されること

◆協働
→�市民と市が、共通の目
的の実現をめざして、
それぞれの役割・責任
を自覚して、対等な立
場で協力しあい、相互
に補完し合うこと。

☆
地
域
活
動　

→
特
定
の
地
域
に
お
け
る
市
民
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動

☆交流活動

→�様々な市民の自発
的・主体的な活動
のきっかけとな
る、人と人とのコ
ミュニケーション
を通したお互いを
知り合う機会

・�交流の範囲の広が
り→近隣交流、地
域交流、都市間交
流、国際交流…

・�交流の活動テーマ
→文化・芸術活動
…
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■ 計画事業

14212 ボランティア貯金事業　 再掲 社会福祉課

事業内容
ボランティア活動の推進を図るため、ボランティア活動の実績をポイント化し、そのポイントを有効活用できる
制度をつくります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討
実施

実施 実施

①きめ細かな市民活動情報の提供

　市民活動の意義や目的のほか、市民活動団体の情報を多くの市民に知ってもらうため、広報紙のほか

インターネットなど様々な媒体を活用し、提供していきます。また、市内の各施設を有効利用した PR

活動にも力を入れていきます。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 市民活動団体情報提供事業 市民活動推進課

事業内容
市民活動センターで活動している団体の紹介や、市民活動全般について一般市民向けのガイドブックを作成し、
市内各施設で配布します。

事務事業名 市民活動センターホームページの充実 市民活動推進課

事業内容
市民活動センターのホームページ機能を充実させ、登録団体や市民が利用しやすい内容に改善します。また、メー
ルマガジンで市民活動情報を登録者個々に提供します。

②市民活動へ参加するきっかけとなる場や機会の充実

　市民活動への理解と参加を促すため、毎年市民活動センター運営委員会と協働で実施している市民活

動フェスティバルの参加団体枠を広げるなど、充実を図ります。また、従来行っている市民活動に関す

る講座や講演活動のほか、多様な市民活動の創出につながる講座などを実施し、地域にかかわるうえで

浦安市のことをよく理解するための地域オリエンテーション事業を行います。

　さらに、ボランティア活動により多くの市民の参加を促し、活動を充実・発展させていくため、「ボ

ランティア貯金事業」を実施します。

■ 主要事業

事務事業名 市民活動フェスティバルの開催 市民活動推進課

事業内容 市内の大型スーパーで実施している市民活動フェスティバルを充実させ、市民活動への参加を促進します。

事務事業名 地域オリエンテーション事業 市民活動推進課

事業内容
市民活動への関心を高め、参加や実践を促すため、地域活動や市民活動に参加するうえで基本となる浦安市の歴
史や文化、行政情報などに関する講座を開設します。

市民活動への意識啓発と機会を充実する1）
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①社会の担い手を創造する市民活動の人材育成

　（仮称）うらやす市民大学を設置し、社会貢献意欲のある市民の豊富な経験、知識や技能を有効に活

かして、様々な市民活動の分野で活躍できるリーダーやコーディネーターを育成します。

　また、市内の各大学と連携し、多様な市民活動の創出につながるような専門性を活かした講座を実施

します。

　さらに、市内の小・中学校を対象とした、他人や社会への奉仕の心の醸成と将来の市民活動人材を育

む、奉仕精神の教育を教育委員会と調整し働きかけていきます。

■ 計画事業

23121 （仮称）うらやす市民大学設置事業　 再掲 企画政策課／生涯学習課

事業内容 市民活動を担う人材育成の場や生涯学習活動、情報提供の拠点となる市民大学を設立します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

準備委員会設立 開校

22121 ボランティア活動推進事業　 再掲 指導課

事業内容
学校が、ボランティア活動をはじめとする地域での活動などに積極的に参加し、学校と地域の連携をより一層促
進します。また、効果的な活動が推進できるよう、体験活動推進委員会の設置や「ボランティアの日」を設定し
ます

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4中学校区）

市民活動を促進する2）
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②多様な人材を活用する仕組みづくり

　団塊世代の豊かな知識や経験を、地域活動や市民活動に活かせるような仕組みをつくります。

　その後、このシステムを活用し、対象世代や対象団体を拡大することで、より多くの市民と団体をつ

なげる仕組みとして検討します。

■ 計画事業

25221 シニア世代地域活動モデル事業　 プロジェクト 8 市民活動推進課

事業内容

団塊世代の豊かな知識や経験を地域で活かせる仕組みとして、人材データバンク（知識や経験を登録）と団体デー
タバンク（団体情報を登録）を設置し、マッチングを図ります。その後、対象を拡大し、より多くの市民と団体
をつなぐシステムをめざします。また、市民活動へのきっかけづくりとして、団塊世代を中心としたイベント事
業やインフォメーション事業などを実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

導入
運用

運用 運用
再検討

運用
（対象拡大）

■ 主要事業

事務事業名 浦安市市民活動補助金 市民活動推進課

事業内容
市民活動補助金の審査方法など、市民活動団体を支援し広く市民活動を推進していくため制度の見直しを行いま
す。

③市民活動支援制度の充実

　市民活動団体の自立を促進する事業や公益性の高い事業に対して支援する「市民活動補助金」制度の

趣旨をより多くの市民や企業に理解していただき、地域社会全体で支えていただけるよう市民活動基金

への寄付の PRに努めるとともに、多くの市民活動団体の活動を支援していけるよう制度の見直しを行

います。
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④市民活動センターの運営と機能の充実

　市民活動団体やボランティア活動を支援する中間支援組織として、現在の市民活動センターやボラン

ティアセンターの機能充実を図ります。

　市民活動センターについては、市民活動の相談機能や市民団体相互のネットワークやコーディネート

機能の充実を図るため、運営の委託化も視野に入れて検討します。

■ 主要事業

事務事業名 市民活動センター運営事業 市民活動推進課

事業内容

市民活動センター運営委員会の6つの分科会で趣向を凝らした様々な事業を積極的に行います。
市民活動センター機能の充実を図るため、運営ノウハウなど市民活動に関して専門知識を持ったNPO団体など
に運営を委ねる方向で、運営体制の強化を図ります。また、市民活動センターを現在計画されている新庁舎内へ
移転させ、庁内各部署との連携を図ります。



快適環境都市

3
都市像



172

水と緑に囲まれた
快適環境都市

■

　市民が、健康で、文化的な生活を営むためには、

環境に配慮した、質の高い生活空間の創造が重要です。

　そのため、本市唯一の自然資源である水を生かし、

緑を守り育てながら、

快適でうるおいのある環境にやさしいまち

～水と緑に囲まれた快適環境都市～

をめざします。



　私たちの生活は急激な経済発展により、物質的に豊かで快適なものとなりましたが、一方で地球温暖

化、大気汚染、水質汚濁、ごみ問題など様々な環境問題を引き起こすこととなりました。特に、地球温

暖化は、異常気象の頻発、海面上昇、生態系の破壊など人類の生存基盤を脅かす最も深刻な環境問題で

す。こうした状況を踏まえ、安心して暮らせる生活環境を次世代に引き継ぐために、我々の生活基盤で

ある地球環境や生活環境の保全に、これまで以上に具体的な取り組みを進める必要があります。

　浦安市は、埋立地が大部分を占めていることから、自然の起伏に乏しく、人工的な環境に囲まれてい

ます。特に水辺については、水辺に囲まれたまちでありながら身近に感じることができず、その改善が

求められています。また、今後、戸建住宅の建て替えや二次開発などまちが更新の時期を迎えることか

ら、現存の緑をまもり、周辺環境と調和した景観づくりも重要な課題です。

　このような現状を踏まえ、自然を身近に感じることができる、うるおいのある水辺空間や緑、景観を

積極的に創出し、まもり、そのすばらしさをこどもたちに伝えていく地域の取り組みを通じて、‘ふるさと’

と呼べる浦安を形成する必要があります。

　こうしたことから、第２期基本計画では、水と緑に囲まれた『快適環境都市』の具現化をめざし、次

のような視点を持って施策を展開していきます。
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安心して暮らせる生活環境を次世代に引き継ぐために、地球環境や生活環境を
保全する施策を展開する

・協働で地球温暖化防止などの環境保全行動に取り組む

・省エネルギーや新エネルギーの利用を進める

・ごみの減量や再資源化を進める

・大気汚染や水質改善に取り組む

・騒音・震動、地盤沈下など多様な環境問題に対応する

生活の基盤となる
環境保全

1視点

水と緑に囲まれたふるさと浦安をつくるために、水辺や緑を活かしたうるおい
のある環境づくりを進める施策を展開する

・�水とふれあえ、自然の生態系に配慮した水辺空間を創

出する

・�市域全体がひとつの公園のような緑あふれるまちをつ

くる

・�水辺、緑などの自然環境と調和し、地域特性を活用し

た景観づくりを進める

うるおいのある
環境づくり

2視点
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現状と課題

1
具体的施策

持続可能な社会づくりに取り組む

　地球温暖化をはじめとする今日の環境問題は、温室効果ガスの排出や自然環境の破壊など様々な現象

が関連し合い、原因や責任の所在があいまいとなり、他人ごとのように捉えられがちです。私たち一人

ひとりが当事者であるという認識のもとに、できることから行動し、市や市民、事業者、滞在者など（以

下「各主体」）が協働して、環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築に努めていかなければなりま

せん。

　これまで浦安市は、平成 17年１月に策定した環境基本計画に基づき、各主体が環境を保全する行動

を協働で推進するための施策を展開していますが、今後もさらに多くの市民や事業者などの参加を得な

がら、環境基本計画のめざす環境像「人と自然とが共生する水と緑で囲まれた快適環境都市」の実現に

向けて取り組んでいく必要があります。

　特に、地球温暖化対策を中心とした各主体の行動を促していくため、平成 18年度から「もったいな

いプロジェクト」として各種の事業を展開しており、“ものの本来の価値を無駄にすることなく、生か

していこう” とする精神をコンセプトに、浦安市の率先行動をはじめとして地域全体での環境保全への

取り組みを進めています。

　このプロジェクトのひとつとして、各主体が日常生活や事業活動の中で、地球温暖化や廃棄物の削減

や資源化をはじめとする環境への負荷を低減する行動に積極的に取り組むため、市や市民、事業者を対

象にそれぞれの環境配慮指針を策定しましたが、今後も、各主体が地球温暖化や廃棄物の増加などの環

境問題について学び、考え、行動するとともに、点検や評価、見直しを行い、次の行動に反映する「学

び」を起点としながら、情報を共有化し、環境課題に対して協働で取り組んでいくことが必要です。

　また、浦安市は、平成 18年度に策定したクリーンエネルギービジョンに基づき、今後も省エネルギー

や新エネルギーに関する率先的な施策に取り組むとともに、地域が一体となって温室効果ガスの排出量

の抑制に取り組んでいくため、市民や事業者などに対する省エネルギー、新エネルギーに関する情報提

供や、当該エネルギーの活用、当該設備の導入を普及・啓発していく必要があります。

　廃棄物問題についても、ごみの減量・再資源化を目的とした「ビーナス計画」に基づき、市民や事業

者などの意識の向上と行動の促進に努めるとともに、一般廃棄物処理基本計画を策定し、資源ごみの分

別収集、イベントごみの減量、指定ごみ袋制導入など、ごみの減量や資源化を推進してきましたが、浦

安市ではごみの最終処分を県外の民間施設に依存していることや、今後の人口増加や産業の発展を考慮

すると、家庭や事業所から排出されるごみの減量対策、再資源化に向けた取り組みをさらに進めること

が重要です。
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　環境基本計画のめざす環境像の実現のための基本目標や施策の方向性を各主体が共有化し、浦安市は

自らの率先行動を第一として、事務事業における環境への配慮を積極的に進めるとともに、市民や事業

者との協働による環境保全行動を進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

地球環境保全のための行動をとっている人の割合
（平成16年度市民アンケート）

64.4％
（16年度）

70％ 75％ 80％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

　市民や事業者の一人ひとりが、身近な地域から地球規模まで広く環境問題についての関心と理解を深

め、具体的な環境保全行動を起こすことができるよう、環境への負荷の少ないライフスタイルや事業活

動の必要性などについての環境情報を提供するなど、周知・啓発を進めます。また、地域や学校、関係

団体などと連携して、幅広い世代がいつでも環境について学ぶことのできる機会や場を充実し、環境保

全行動に自ら率先して取り組めるような、環境を大切にする人づくりを進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

行政や団体が主催する環境学習の講座やイベントに参
加している市民の割合

（浦安市環境基本計画推進に係る調査報告書）

4.2％
（17年度）

10％ 15％ 20％

■ まちづくりの目標

協働による環境保全行動を進める1）

環境を大切にする人づくりを進める2）
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　市域全体としての温室効果ガスの削減目標を定め、主体ごとの環境配慮指針を活用しながら、温暖化

防止のための各主体の自主的で積極的な取り組みを推進します。また、環境への負荷が少ないライフス

タイルや事業活動について普及・啓発を行うとともに、経済的手法についても検討します。

　浦安市が率先して公共施設における省エネルギー、新エネルギーの活用や設備の導入を進めるととも

に、その効果についての情報提供や導入支援を行い、住宅などへの設備の導入を促進するなど、資源・

エネルギーの有効利用を進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

公共施設の温室効果ガス排出量
（環境基本計画年次報告書19年版）

12,759
千 kg-CO2
（18年度）

12,530
千 kg-CO2

※１ ※１

■ まちづくりの目標

※1：今後、改訂する「浦安市地球温暖化対策実行計画」の中で、目標値を設定します。

　循環型社会を実現するため、ごみの減量・資源化などに関する情報提供や啓発を推進するとともに、

各主体がそれぞれの責務を自覚し、一体となってごみの発生抑制（リフューズ・リデュース）、資源の

再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）を積極的に推進することにより、ごみのさらなる減量・

再資源化を進めます。また、ごみ焼却施設の適切な維持管理や焼却残渣のエコセメント化に取り組み、

環境負荷の少ない廃棄物処理システムづくりを推進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市民一人一日あたりの家庭ごみの排出量
（浦安市一般廃棄物処理基本計画　平成19年3月）

735g/ 人日
（17年度）

672g/ 人日
（23年度）

676�g/ 人日 662g/ 人日
（28年度）

事業ごみの総排出量
（浦安市一般廃棄物処理基本計画　平成19年3月）

30,532t/ 年
（17年度）

29,869t/ 年
（23年度）

29,500t/ 年 28,871t/ 年
（28年度）

ごみの資源化率
（浦安市一般廃棄物処理基本計画　平成19年3月）

20.5％
（17年度）

23.6％
（23年度）

31.4％ 31.9％
（28年度）

年間の最終処分量
（浦安市一般廃棄物処理基本計画　平成19年3月）

4,132t/ 年
（17年度）

2,754t/ 年
（23年度）

2,125t/ 年 1,936t/ 年
（28年度）

■ まちづくりの目標

資源・エネルギーの有効利用を進める3）

ごみの減量と再資源化に取り組む4）
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廃棄物
・�簡易包装等、環境に配慮した店を選んで買い物をする。
・ごみの分別回収に協力する。
・ゴミ出しのルールを徹底する。
・マイバックを携帯して、レジ袋を使わない。
環境教育
・�地域に住んでいる人や高齢者が持っている昔ながらの環境との共生のための知恵をいかす。
・市民 (活動団体や自治会などを含む )による環境変化の観察。
・環境サポーターになって市民に情報をわかりやすく伝える。
・小中高等学校の総合学習への協力や「（仮称）浦安市民大学」への参加。
環境マネジメントシステム
・環境配慮指針を活用した取り組みを進める。

廃棄物
・�簡易包装を推進する。
・レジ袋を有料化するなどして、マイバック持参を奨励する。
環境教育
・環境保全の情報や教材の提供。
・環境保全に関わる情報を発信し、市民等と交流し合う。

地球温暖化、省エネルギー、新エネルギー
・温室効果ガス排出のデータ収集（環境家計簿をつけるなど）。
・新エネルギー（太陽光、風力、天然ガス等）の利用を進める。
・省エネ機器の設置を進める。
廃棄物
・�イベントごみを削減する。
環境マネジメントシステム
・浦安EMS（環境マネジメントシステム）への参画。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される事業者の役割

期待される市民や事業者の役割

【ごみ収集処分量の推移】

出典：ごみゼロ課資料

出典：ごみゼロ課資料
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①各主体の環境保全行動の推進

　地球温暖化対策をはじめとする地域全体での環境保全施策や各主体の行動を、「もったいない」とい

う言葉の精神に立って、「もったいないプロジェクト」として展開することにより、地域が一体となっ

て環境を保全するまちづくりを進めます。

　浦安市は、自らが事業者として環境保全行動を推進するため、ISO14001 規格に基づいた、本市独自

の環境マネジメントシステムを構築し運用します。

　また環境配慮指針に基づき、市民や事業者、こどもの環境保全行動について広く周知・啓発を図り、

環境マネジメントシステムの流れである PDCA サイクルの仕組みを基本として、各主体の環境保全行

動を推進します。さらに環境基本計画の進行管理のなかで、各主体の環境保全行動の評価や見直しを行

います。

第１次実施計画

31111 環境マネジメント推進事業 環境保全課

事業内容

浦安市自らが事業者として環境保全行動を推進するため、ISO14001規格に基づいた、本市独自の環境マネジ
メントシステムを構築し、浦安市版環境マネジメントシステムとして運用します。また公共施設のハード面にお
ける省エネルギー・新エネルギー対策をはじめとする環境保全対策を推進するため、環境配慮指針（公共施設の
計画・施工編）を、本市の公共施設の計画・施工時に活用します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

運用 運用 運用 運用

31112 市民環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコファミリー事業）　 プロジェクト 5 環境保全課

事業内容
環境配慮指針（市民向け）に基づき、環境保全行動に関する市民への啓発を行うとともに、市民が他の市民とと
もに取り組み状況を共有でき、自らの行動について点検や評価、見直しができる手法を提供するなど、市民の環
境保全行動を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

普及・促進 普及・促進 普及・促進 普及・促進

31113 事業者環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコカンパニー事業） 環境保全課

事業内容
環境配慮指針（事業者向け）に基づき、環境保全行動に関する事業者への啓発を行うとともに、事業者が他の事
業者とともに取り組み状況を共有でき、自らの行動について点検や評価、見直しができる手法を提供するなど、
事業者の環境保全行動を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

普及・促進 普及・促進 普及・促進 普及・促進

31114 こども環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコチャレンジ） 環境保全課

事業内容
環境配慮指針（こども向け）に基づき、環境保全行動に関するこどもたちへの啓発を行い、こどもたちの環境保
全行動を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

普及・促進 普及・促進 普及・促進 普及・促進

■ 計画事業

協働による環境保全行動を進める1）
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■ 主要事業

事務事業名 浦安市エコライフ推進員育成・活用事業 環境保全課

事業内容
環境配慮指針に基づく、市民の環境保全行動の普及・啓発を促進するため、浦安市エコライフ推進員を育成し、
推進員を地域における環境保全行動のリーダー役として活用します。

②計画的な環境施策の推進

　環境基本計画を PDCA サイクルで適切に進行管理するため、計画に基づき実施された施策の状況や

効果などを年次報告書としてまとめ、市や市民、事業者などが点検・評価し、その結果を共有するとと

もに、次年度以降の取り組みや推進体制、さらには計画期間内であっても必要に応じて計画の検討や見

直しを行います。

　計画の点検や評価にあたっては、市民や事業者、学識経験者で構成される環境審議会や、市民や事業

者で構成される環境基本計画推進に係るサポーター会議を引き続き開催するとともに、広く市民の意見

募集を行うなど、幅広い意見を取り入れて様々な視点からの評価に取り組みます。

■ 主要事業

事務事業名 環境基本計画進行管理事業 環境保全課

事業内容
環境基本計画の進捗状況などをまとめた年次報告書を作成・公表することにより、環境基本計画をPDCAサイク
ルで進行管理します。

事務事業名 環境基本計画改定事業 環境保全課

事業内容
環境基本計画に掲げた目標や施策の進捗状況を総括するとともに、内外の環境状況の変化に適切に対応しながら、
環境基本計画の計画期間内であっても必要に応じて計画の見直しや改定を行います。

31311 地球温暖化対策推進啓発事業　 再掲 環境保全課

事業内容
地球温暖化対策のための環境保全施策や各主体の環境保全行動を、「もったいない」という言葉の精神に立って推
進するとともに、各主体の環境保全行動の促進と連携の強化を効果的に図るため、多角的な広報キャンペーンを
展開します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 コンセプトやキャラター
などの開発
推進会議の運営

キャンペーン広報誌発行
など
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　市では、「もったいない」という言葉の「ものの本来の価値を無駄にすることなく、生かしていこう」

とする精神をコンセプトに、浦安市の率先行動をはじめとする地域全体の環境保全の取り組みを「もっ

たいないプロジェクト」として平成18年度から展開しています。

　平成19年度からは、平成18年度に策定した各主体向けの環境配慮指針に基づいた事業を開始する

とともに、平成20年度からは、統一的かつ多角的な広報キャンペーンを開始するなど、各主体の地球

温暖化防止をはじめとする環境保全行動を推進する事業を引き続き進めます。

もったいないプロジェクト

地球温暖化防止と廃棄物の削減・資源化を中心とした各主体の協働による環境保全の推進

第 1 次実施計画において「もったいないプロジェクト」に位置づけられる事業

　クリーンエネルギービジョンにおける重点プロジェクトである総合体育館ESCO事業や、クリー
ンエネルギービジョンに基づき策定した環境配慮指針に基づく各主体の環境保全行動推進事業を
「もったいないプロジェクト」として実施し、今後も引き続き展開していきます。さらに、本基本計
画においては、新たに地球温暖化対策条例制定事業と地球温暖化対策推進啓発事業を総合的な施策
として「もったいないプロジェクト」に位置づけ、推進していきます。

浦安市環境基本条例

浦安市環境基本計画

もったいないプロジェクト

※「事業者環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコカンパニー事業）」と、「エコショップ認定制度等　
　実施事業」は連携・調整しながら進めます

総合的な施策

市の施策

市民対象の施策

事業者対象の施策

浦安市地球温暖化対策条例制定事業

地球温暖化対策推進啓発事業

総合体育館ESCO事業

環境マネジメント推進事業

市民環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコファミリー事業）

こども環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコチャレンジ事業）

事業者環境保全行動推進事業（（仮称）浦安エコカンパニー事業）
エコショップ認定制度等実施事業
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①環境教育・環境学習の総合的な取り組み

　市内の小・中学校、市民などが取り組む総合的かつ計画的な環境教育や環境学習を推進するため、環

境学習の基本方針を策定します。

　また、市民の自主的な環境学習や多様な環境教育、環境学習プログラムに対応するため、市民や事業

者、大学などから、環境分野に関し豊富な経験や専門的かつ高度な知見を持つ人材を環境学習アドバイ

ザーとして登録し、環境学習の場に活用します。

31211 浦安市環境学習基本方針策定事業　 プロジェクト 5 環境保全課

事業内容
学校や関係団体などと連携・調整し、環境学習を推進していくための基本的な考えやその方向性を定めるとともに、
公民館や郷土博物館などにおける環境学習や学校教育における環境教育を推進するための指針となる基本方針を
策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討会議の設置
基本方針策定

31212 環境学習アドバイザー活用事業 環境保全課

事業内容
環境分野に関し、豊富な経験や専門的かつ高度な知見を持つ人材を、広報やホームページなどを通じて募集・選
任し、環境アドバイザーとして、学校や地域における環境教育・環境学習の場などで活用します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 登録・活用 登録・活用 登録・活用

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 環境学習啓発事業 環境保全課

事業内容
市民や事業者、こどもたちが環境問題の現状を理解し、環境にやさしい行動を実践するためのきっかけとなる情
報を提供するとともに、市民や事業者、市民活動団体、関係機関などとの連携により、環境フェアや打ち水大作戦、
ライトダウンキャンペーンなどの啓発事業を推進します。

事務事業名 浦安市エコライフ推進員育成・活用事業 環境保全課

事業内容
環境配慮指針に基づく、市民の環境保全行動の普及・啓発を促進するため、浦安市エコライフ推進員を育成し、
推進員を地域における環境保全行動のリーダー役として活用します。

環境を大切にする人づくりを進める2）
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②環境学習の場と機会の創出

　学校や公民館、郷土博物館、市民活動団体などと連携を深め、身近な自然環境から地球環境まで幅広

い分野において、環境学習の機会の提供と支援を推進します。

　身近な自然環境について理解が深められるよう、市内の自然環境情報をホームページで公開するとと

もに、市民の環境学習や学校における環境教育の教材として活用できるようにします。

　高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」や市内のビオトープ、境川などを活用し、環境学習や自然

体験ができる機会の充実を図ります。

　また、三番瀬の水辺環境を活用した環境学習施設の整備を、市民や関係機関と協議しながら進めます。

■ 主要事業

事務事業名 環境学習推進事業 環境保全課

事業内容 学校や地域などでの出前講座の開催や、公民館などとの連携による環境学習講座を開催します。

31221 自然環境情報提供事業 環境保全課

事業内容
自然環境調査結果をもとにまとめた市内の自然環境情報を、ホームページで公開します。また、環境学習として
使用できる学習教材を作成し、市民が活用できるようにします。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

学習教材の活用 学習教材の活用 学習教材の活用 自然環境調査の実施
学習教材の改訂・活用

31222 浦安市民の森活用事業 環境保全課／青少年課／指導課

事業内容
江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」を、自然体験や環境学習の場として積極的に
活用するとともに、森林環境の整備や管理に取り組みます。また、「浦安市民の森」の森林整備や環境学習の際の
アドバイザーの育成や確保に取り組みます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習
の開催
森林整備・管理
林間学校での利用

33211 三番瀬環境学習施設整備事業　 再掲 生涯学習課

事業内容 日の出地区墓地公園付近に、用地を確保し、三番瀬の水辺環境を活用した環境学習施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

用地取得 整備検討委員会の設置
基本設計・実施設計

建設 開設

■ 計画事業



183

 

快
適
環
境
都
市

都
市
像

3

①総合的な地球温暖化対策の推進

　各主体がそれぞれの立場において地球温暖化防止対策を推進するため、浦安市地球温暖化対策条例を

制定します。

　また、地球温暖化対策をはじめとする地域全体での環境保全施策や各主体の行動について、「もった

いないプロジェクト」に基づいて、多角的な広報キャンペーンなどを展開することにより普及・啓発を

行い、地域が一体となって環境を保全するまちづくりを進めます。

31311 地球温暖化対策推進啓発事業　 プロジェクト 5 環境保全課

事業内容
地球温暖化対策のための環境保全施策や各主体の環境保全行動を、「もったいない」という言葉の精神に立って推
進するとともに、各主体の環境保全行動の促進と連携の強化を効果的に図るため、多角的な広報キャンペーンを
展開します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 コンセプトやキャラター
などの開発
推進会議の運営

キャンペーン広報誌発行
など

31312 浦安市地球温暖化対策条例制定事業 環境保全課

事業内容
地球温暖化対策について、各主体の責務を明らかにするとともに、地球温暖化の防止に関し必要な事項を定める
ことにより、地球温暖化対策の推進を図る条例を制定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 検討 制定 施行

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 浦安市地球温暖化対策実行計画進行管理事業 環境保全課

事業内容

浦安市自らが一事業者として地球温暖化対策に取り組むための実行計画である「第2次地球温暖化対策実行計画
（計画期間：平成18～ 22年度）」の進行管理を行い、毎年度の取り組み結果を検証し、市公共施設からの温室
効果ガス削減目標の達成をめざします。また、平成23年度に「第3次地球温暖化対策実行計画（計画予定期間：
平成23～27年度）」を策定します。

事務事業名 浦安市クリーンエネルギービジョン進行管理事業 環境保全課

事業内容
クリーンエネルギービジョン（平成18年度策定）に掲げた施策の方向性などに基づき、市公共施設からの温室
効果ガスの削減に取り組むとともに、各主体の地球温暖化を防止するための環境保全行動を促進します。

資源・エネルギーの有効利用を進める3）
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②省エネルギー対策・新エネルギー導入の推進

　地球温暖化防止をめざし、市や市民、事業者などの省エネルギー行動を促進するために、各主体の環

境保全行動の普及・啓発を行います。

　浦安市が率先して温室効果ガス排出量の削減を進めるために、地球温暖化対策実行計画、クリーンエ

ネルギービジョン、市環境配慮指針（公共施設の計画・施工編）などに基づき、総合体育館への ESCO

事業導入をはじめとするハード面での対策に取り組みます。

　また、太陽光発電システムなどの省エネルギーや新エネルギーについて、周知・啓発を図るとともに、

機器の設置に係る導入支援を行うなど、市民が取り組む省エネルギーや新エネルギー設備導入を促進し

ます。

31321 総合体育館 ESCO 事業　 プロジェクト 5 環境保全課／市民スポーツ課

事業内容
公共施設における省エネルギー化を促進するため、市公共施設で最も温室効果ガスの排出量が大きい総合体育館
に、ESCO事業の導入を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

設計
省エネルギー設備設置

省エネルギーサービス 省エネルギーサービス 省エネルギーサービス

31322 浦安市省エネルギー・新エネルギー設備普及促進事業（浦安エコホーム事業） 環境保全課

事業内容
市民に対して、住宅用太陽光発電システム設置費の補助を引き続き行うとともに、その他の省エネルギー機器や
新エネルギー機器の導入支援についても検討・実施します。また、省エネルギー機器や新エネルギー機器の導入
効果について周知し、普及・啓発を図ります。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

住宅用太陽光発電システ
ム設置補助
その他の補助対象検討

住宅用太陽光発電システ
ムなど設置補助

住宅用太陽光発電システ
ムなど設置補助

住宅用太陽光発電システ
ムなど設置補助

■ 計画事業

【公共施設からの温室効果ガス排出量 】

年度

算出根拠

平成18年度 平成19年度 前年比

排出量
（㎏ -CO2）

使用量
排出量

（㎏ -CO2）
使用量 排出量 使用量

一般事務
系施設

電気 8,706,352� 23,032,677L� 8,712,687� 23,049,436L� 100.1% 100.1%

ガソリン 235,285� 101,416�L 263,730� 113,677�L 112.1% 112.1%

軽油 103,493� 39,501�L 152,467� 58,193�L 147.3% 147.3%

天然ガス 175,471� 89,526�N㎥ 114,488� 58,413�N㎥ 65.2% 65.2%

都市ガス 3,400,233� 1,734,813�㎥ 3,335,597� 1,701,835�㎥ 98.1% 98.1%

その他 138,722� 375,881� 271.0%

小計 12,759,556� 12,954,849� 101.5%

廃棄物燃
料施設

ごみの
焼却量

17,137,776� 16,706,817� 97.5%

合計 29,897,332� 29,661,666� 99.2%

出典：環境保全課資料
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①ごみの減量・再資源化の推進

　環境への負荷の少ない物質循環を基調とした社会づくりに向け、ごみの減量・再資源化を推進するた

め、ビーナス計画の推進、ごみの分別収集や指定ごみ袋制の徹底、イベントごみの発生抑制、市民や事

業者への啓発や指導などに引き続き取り組みます。

　特に家庭から排出されるごみについては、資源化技術の動向及び法の改正などを見据えながら紙製容

器包装及びプラスチック製容器包装の分別収集、生ごみの減量・再資源化、ごみ処理の有料化などを検

討します。また、レジ袋の削減などごみの発生抑制を推進するため、エコショップ認定制度の導入を進

めます。

31411 エコショップ認定制度等実施事業 ごみゼロ課

事業内容
レジ袋の削減など、ごみの発生抑制に協力する店舗を対象に、エコショップとして認定し、市民や事業者の積極
的で継続的な取り組みを奨励、促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

周知
認定実施

認定 認定 認定

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 一般廃棄物処理基本計画の評価・見直し ごみゼロ課

事業内容
浦安市の廃棄物行政の方向性を示した一般廃棄物処理基本計画の数値目標について評価や見直しを5年ごとに行
い、平成23年度に改定します。

事務事業名 ごみ減量・リサイクル奨励事業 ごみゼロ課

事業内容
ビーナスニュースの発行やマイバッグ運動など、ごみの減量化に関する情報提供や啓発活動を進めるとともに、
廃食油古着などのリサイクル、生ごみの減量・再資源化、自治会やPTAなどによる資源回収の促進など、ごみの
減量化とリサイクルの推進に取り組みます。

事務事業名 イベントごみ減量事業 ごみゼロ課

事業内容
「イベントごみ減量ガイドライン」に基づき、各種イベントの主催者や参加者に働きかけ、発生するごみの抑制や
使い捨て食器の削減を促進します。

事務事業名 緑のリサイクル事業　 再掲 　 みどり公園課

事業内容
公園緑地や緑道、街路樹などの剪定枝や落葉、落枝などを堆肥化し、土壌改良材として使用したり、チップ化し
て公園広場などにマルチング材として敷設するなど緑化資材として再利用を進めます。

ごみの減量と再資源化に取り組む4）
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②廃棄物の適正な収集・処理

　一般廃棄物処理基本計画に基づき、適正なごみの収集と処理を推進します。

　事業系ごみについては、少量排出事業者を対象に有料事業系指定ごみ袋制度を引き続き推進し、適正

処理を進めます。また容器包装や廃家電などの処理に対する事業者責任については、適切な処理が行わ

れるよう、国に対し処理責任の明確化につながる法整備などを引き続き求めていきます。

　ごみ焼却施設については、適切な維持管理が図れるよう設備機器の定期的な補修や修繕を進めるとと

もに、し尿処理施設の適正運転を進めていきます。

　また、最終処分場の延命化と焼却残渣の再資源化を図るため、焼却残渣のエコセメント化に引き続き

取り組みます。

■ 主要事業

事務事業名 有料事業系指定ごみ袋制度推進事業 ごみゼロ課

事業内容
ごみの分別収集を徹底化するとともに、小規模事業者から排出される事業系のごみの適正処理を図るため、有料
事業系指定ごみ袋制度を推進します。

事務事業名 エコセメント推進事業 クリーンセンター

事業内容 最終処分場の延命化と焼却残渣の再資源化を図るため、焼却残渣のエコセメント化に引き続き取り組みます。
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現状と課題

2
具体的施策

安心して暮らせる生活環境の保全に取り組む

　身近な生活環境から地球環境にいたるまで、私たちを取り巻く環境は大きな危機に直面しており、そ

の深刻さは大きな課題です。

　自動車排気ガスによる大気汚染や生活排水の流入による都市河川の水質汚濁などの都市・生活型公害

は、環境・エネルギー技術の開発・普及やライフスタイルの変革などにより、改善の兆しは見られるも

のの、依然として厳しい状況にあります。

　浦安市には、大気汚染源となるような大規模な工場や事業所は少ないものの、首都高速湾岸線や国道

357 号線などの首都圏における主要な幹線道路があり、交通量も多く、自動車の排出ガスの影響を受

けやすくなっています。また、市内河川についても特に猫実川や堀江川のように定常的な水源が少ない

河川は、汚濁物質が堆積しやすくなっています。健康で快適な生活をおくる上で、大気環境や水質環境

の改善は重要であるため、関係機関や市民と協力した効果的な取り組みの推進が必要です。

　また、近年は騒音や振動、地盤沈下、悪臭などの公害に加えて光害、ビル風害、カラスや猫によるご

みの散乱、ごみのポイ捨て、不法投棄、路上喫煙などの生活衛生問題、そして化学物質による生活環境

問題など、私たちの身近な生活環境問題は複雑、多様化し、相互に連携しながら空間的・時間的な広が

りを見せています。その中でも、特に浦安市において大きな影響が生じる恐れのある羽田空港再拡張事

業に伴う騒音問題の対策については、今後も千葉県や関係機関などと連携を図りながら、国と協議して

いく必要があります。
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　良好な大気環境を確保するために、国や千葉県と連携した大気環境の監視体制の充実を図るとともに、

低公害車や公共交通の利用を促進し、浦安市の大気汚染の主な原因である自動車排出ガスの削減を進め

ます。また、ヒートアイランド対策として、人工排熱の低減、公共施設や民有地の緑化を促進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

大気汚染物質の環境基準など達成度
（環境基本計画年次報告書19年版）

86.0％
（18年度）

90％ 95％ 95％

自動車排出ガスによる空気の汚れを感じている市民の
割合

（浦安市環境基本計画推進に係る調査報告書）

50.7％
（17年度）

45％ 40％ 35％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

　公共水域の水質保全や生活環境の改善を図るため、公共下水道の整備を推進するとともに、未接続世

帯の解消や下水道施設の効率的な維持管理を図り、計画的な改築や更新を進めます。

　また、市内河川の水質汚濁の監視強化や、関係機関や周辺住民などとともに持続的で効果的な水質改

善に努めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

生活排水やごみの投棄などによる河川・海域の汚れを
感じている市民の割合

（浦安市環境基本計画推進に係る調査報告書）

57.1％
（17年度）

50％ 45％ 40％

市内河川の環境基準等達成度
（浦安市環境基本計画年次報告書19年版）

94.0％
（18年度）

96％ 98％ 98％

下水道人口普及率
（下水道課資料）

98.8％
（18年度）

99.1％ 99.2％ 99.3％

■ まちづくりの目標

大気の環境改善に努める1）

下水道を整備し水質改善に努める2）
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　騒音や悪臭、光害など、都市化の進展に伴い多様化してきた生活環境問題に対応していくため、関係

機関と連携しながら、監視体制の継続や的確な情報発信、規制の強化などを行い、快適で安全な生活環

境の維持や創出に努めます。

　また、市民や事業者一人ひとりが公害の防止やまちの美観に配慮した行動を実践できるよう、環境保

全に対する意識の啓発を図るとともに、美化活動への支援や環境衛生対策を推進し、清潔できれいなま

ちづくりを推進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

騒音・悪臭など公害が少ないと感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成20年１月）

40.9％
（19年度）

45％ 50％ 55％

空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨てをし
ない市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年１月）

83.5％
（19年度）

86％ 88％ 90％

環境保全活動（清掃、緑化、美化など）に参加する市
民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年１月）

14.5％
（17年度）

20％ 25％ 30％

■ まちづくりの目標

静けさや心地良さが保たれ、安心して暮らせる生活環境を確保する3）

大気汚染対策
・�市内移動はできるだけ公共交通機関（バス）や自転車を利用して、マイカーの使用を抑制する。
河川の水質改善
・�未処理の生活排水をできるだけ河川に流さない。
・下水道整備区域では下水道への接続を進める。
身近な生活環境改善の取り組み
・市の施策への協力。
・近隣の生活環境に配慮した生活を心掛ける。

大気汚染対策
・�開発にあたっての十分な駐輪場の確保。
身近な生活環境改善の取り組み
・地盤沈下対策として、揚水量、地下水位、地盤沈下量を自主的に監視して、定期的に行政へ報告する。

ヒートアイランド対策
・建物の屋上や壁面緑化、駐車場の緑化を進める。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される事業者の役割

期待される市民や事業者の役割
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①大気監視体制の充実

　大気汚染の監視のため、引き続き一般環境大気測定局において常時監視を行うとともに、ダイオキシ

ン類やアスベストなどの測定調査を実施します。

　自動車排出ガスについては、主要幹線道路において測定を行い、必要に応じて測定地点の見直しの検

討を行います。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 環境監視事業 環境保全課

事業内容
猫実一般環境大気測定局での大気状況の常時監視やダイオキシン類、アスベストなどの一般環境大気中濃度を測
定します。

事務事業名 自動車排ガス、騒音振動等調査事業 環境保全課

事業内容
市内主要幹線道路を通行する自動車による大気汚染や騒音、振動の状況を把握するため、定期的な監視を行います。
なお交通量の状況などを勘案し、さらなる効果的なモニタリングのため、必要に応じて測定地点の見直しの検討
も行います。

②自動車排出ガス対策の推進

　市の大気汚染の主な原因である自動車の排出ガスを減らすため、首都圏域の自治体や国と連携して自

動車排出ガス対策を進めます。

　また、アイドリングストップなどのエコドライブや公用車の使用抑制、低公害車の導入などに取り組

むとともに、市民や事業者などの自動車使用の抑制や排出ガスの削減の取り組みを促進していきます。

■ 主要事業

事務事業名 自動車排出ガス対策事業 環境保全課

事業内容
自動車排出ガスの削減のため、浦安市における低公害車の導入や公用車使用の抑制、リサイクル自転車の活用を
進めるとともに、市民や事業者へのアイドリングストップなどのエコドライブについて啓発します。

事務事業名 浦安市バス利用促進等総合対策補助金　 再掲 都市政策課

事業内容
バス利用者の利便性の向上を図るため、バス事業者に対し低床式バスの購入やバス路線の新設などに伴う費用の
一部を補助します。

大気の環境改善に努める1）
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③ヒートアイランド対策の推進

　ヒートアイランド対策として、省エネルギー対策や新エネルギー導入を推進し、公共施設や自動車な

どからの排熱の低減を進めます。

　また、公共施設における屋上や駐車場の緑化、緑のカーテンの設置など、公共施設の緑化を推進する

とともに、浦安駅、新浦安駅、舞浜駅の３駅の駅前広場については、保水性機能を持つ舗装を実施する

など、ヒートアイランド現象を緩和する対策を推進します。

■ 主要事業

事務事業名 緑の駐車場の推進 環境保全課

事業内容 公共施設の駐車場の緑化を推進するとともに、市民や事業者への普及促進策について検討を進めます。

事務事業名 緑のカーテン推進事業 環境保全課

事業内容
公共施設における緑のカーテンの設置を推進するとともに、市民や事業者への普及促進策について検討を進めま
す。

事務事業名 環境学習啓発事業　 再掲 環境保全課

事業内容
市民や事業者、こどもたちが環境問題の現状を理解し、環境にやさしい行動を実践するためのきっかけとなる情
報を提供するとともに、市民や事業者、市民活動団体、関係機関などとの連携により、環境フェアや打ち水大作戦、
ライトダウンキャンペーンなどの啓発事業を推進します。
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①公共下水道整備の推進

　元町地域の未整備区域については、旧市街地再整備と一体的に整備を推進し、下水道の供用区域の拡

大を図ります。

■ 主要事業

事務事業名 水洗普及事業 下水道課

事業内容
水洗化への普及活動の一環として、引き続き未接続世帯に相談員を派遣して、直接面談することで、水洗化への
意欲を高め、未接続世帯の解消に努めます。

③既設下水道の適正な管理

　高洲ポンプ場については、老朽化している設備機器の更新に計画的に取り組みます。また、大規模な

震災の場合でも一定の機能が維持されるよう、耐震対策基本計画を策定し、下水道施設の耐震化対策を

計画的に推進します。

32211 公共下水道面整備事業 下水道課

事業内容 元町地区の狭あい道路など、未整備区域への面整備を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

未整備区域の面整備 未整備区域の面整備 未整備区域の面整備 未整備区域の面整備

■ 計画事業

②下水道未接続世帯の解消

　水洗化の普及活動の一環として、相談員を派遣して継続的に積極的な普及活動を行います。

　また、下水道への接続促進にあたって、市民が未接続の問題点などを理解しやすいように PRの方法

や支援体制を検証し、未接続世帯解消の方策について検討します。

32231 高洲ポンプ場改修事業 下水道課

事業内容 老朽化している高洲ポンプ場の電気系統設備機器を計画的・段階的に入替を行います。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

計装設備更新 計装設備更新 監視設備更新 受電設備更新

47135 下水道耐震対策事業　 再掲 下水道課

事業内容
既存下水道施設の耐震対策に関するこれまでの検討や下水道施設の現況を踏まえ、下水道施設の耐震化を効果的・
効率的に推進していくための方策をまとめた下水道耐震対策基本計画を策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

耐震対策基本計画策定

■ 計画事業

下水道を整備し水質改善に努める2）
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■ 主要事業

事務事業名 既設下水道施設の補修・更新事業 下水道課

事業内容
計画的に管渠など施設の状況を調査点検し、その結果に基づき清掃や修繕などを行うとともに、老朽化した管渠
などは優先順位を定め、効率的な改築や更新を推進します。

④河川の水質改善の充実

　市内河川の水質調査を定期的に行うとともに、河川管理者である千葉県に対し、引き続き水質改善へ

の取り組みを要請していきます。堀江川については、現在行っている境川からの導水による水質浄化に

引き続き取り組むとともに、沈砂池の水質改善の促進や、周辺環境の維持のための取り組みを千葉県と

共同で進めます。猫実川の水質浄化については、引き続き浄化施設の維持管理を行うとともに、周辺環

境の維持のための取り組みを千葉県と共同で進めます。

　また、水質汚濁防止のための啓発を行いながら、関係機関や周辺住民などとの協働による水質改善を

図るための取り組みを検討します。さらに、水生植物などの設置による水質浄化について引き続き研究・

検討します。

■ 主要事業

事務事業名 河川水質測定事業 環境保全課

事業内容 境川や猫実川、堀江川、見明川の市内の4河川の水質検査を定期的に行います。

事務事業名 堀江川水質環境改善事業 道路管理課

事業内容
特定の水源が無く生活雑排水が周辺から流入する堀江川の水質を改善するため、現在行っている境川からの導水
による水質浄化に引き続き取り組みます。

【下水道処理状況】

年　次 管渠延長（km） 処理面積（ha） 処理人口（人） 人口に対する普及率（%）

平成15年 274.7 1,374.6 138,417 96.8

平成16年 276.8 1,379.2 143.782 96.9

平成17年 279.6 1,385.7 149,145 97.4

平成18年 282.3 1,502.9 153,785 98.8

平成19年 284.3 1,516.6 155,941 98.8

（各年3月31日現在）

注：管渠延長につ
いては、民間工事
分も含む。

出典：平成19年
　　　浦安市統計書
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①多様化する生活環境問題への対応

　市民の日常生活に伴って発生する騒音や悪臭、振動、大気汚染、水質汚濁など、都市化の進展に伴い

多様化してきた環境問題の解決に取り組んでいくため、環境保全条例の制定や相互配慮、静穏、悪臭の

少ない生活環境の保持などに関する啓発活動に取り組みます。

　また、羽田空港再拡張事業に伴う騒音問題については、千葉県や関係市町村と連携しながら、さらな

る騒音低減について国との協議を行います。さらに、地盤沈下対策については、第 2期埋立地におけ

る地盤沈下観測用の精密水準点の新たな設置を千葉県に要望するなど監視の強化を図るとともに、環境

保全条例における地盤沈下対策のための規制の強化を検討します。

　近隣騒音や化学物質による健康被害への不安感などへの対策としては、引き続き簡易騒音計やホルム

アルデヒド簡易測定器の貸し出しなどを行っていくとともに、千葉県が行う PRTR 法に基づいた有害物

質の排出実態の把握、管理の状況などの情報を踏まえながら、対策の検討を行います。

■ 主要事業

事務事業名 環境保全 PR 事業 環境保全課

事業内容
浦安市の環境の現状を広く周知するとともに、近隣騒音などに対する防止策、化学物質による健康影響などの情
報提供を行います。

事務事業名 羽田空港航空機騒音問題対策事業 環境保全課

事業内容
航空機騒音問題に対応するため、騒音実態調査を実施します。また、新滑走路供用後の航空機騒音が低減される
よう、千葉県や関係市町村と連携して国と協議を行います。

32311 環境保全条例制定事業 環境保全課

事業内容
都市・生活型公害や地球温暖化などの地球規模での環境問題に対応するとともに、環境基本条例に示した理念の
実現を図るため、具体的な施策や規制を盛り込んだ環境保全条例を制定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

制定 施行

■ 計画事業

静けさや心地良さが保たれ、安心して暮らせる生活環境を確保する3）
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②まちの美化・環境衛生対策の充実

　清潔できれいなまちづくりを推進するため、自治会など地域が主体的に取り組んでいる共同清掃の支

援を引き続き行います。

　また、ゴミゼロ運動やポイ捨て防止活動を推進するとともに、「空き缶等の散乱防止等に関する条例」

を見直し、路上での喫煙の防止について周知、促進します。

　狂犬病予防注射や愛犬家と愛犬のしつけ方教室を実施するなど、ペットの適正な飼養管理を引き続き

推進します。また、近年、ペットの社会的位置づけが変化していることから、ペットとの共生のあり方

について市民と検討していきます。

■ 主要事業

事務事業名 ゴミゼロ運動推進事業 環境レンジャー課

事業内容
「美しいふるさとづくり運動」の一環として、ごみの散乱防止と再資源化促進に向け、普及啓発を図るため、毎年
5月30日のゴミゼロの日にあわせ、散乱した空き缶などを自治会やその他団体、事業所、市民が一体となって
清掃するゴミゼロ運動を推進します。

事務事業名 ペット適正飼育推進事業 環境レンジャー課

事業内容
愛犬家と愛犬のしつけ方教室を実施するなどペットの適正な飼養管理を推進します。また、狂犬病予防法に基づ
く登録や狂犬病予防注射の接種を推進します。
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現状と課題

3
具体的施策

身近で親しみやすい豊かな水辺空間を創出する

　三方を海と川に囲まれた浦安市にとって、水辺は唯一の自然であり、都市に残された貴重なオープン

スペースとして、生活にうるおいを与えるだけでなく、市民が集い、遊び、学び、楽しめる空間として

活用することが期待されています。しかし、台風や高潮などの風水害対策を主目的とした護岸整備など

により、水辺とふれあえる機会が少なくなっているのが現状です。

　浦安市は、これまでも治水機能や周辺環境に配慮しながら、護岸管理者である千葉県や関係機関と連

携して、親水性のある水辺空間の創出に努めてきました。今後も、千葉県や関係機関と連携しながら、

親しみやすく、市民が憩いの場として利用できるような水辺空間の創出に計画的に取り組む必要があり

ます。

　特に歴史的にも生活に密着した河川として親しまれてきた境川については、老朽化した護岸の改修や

地域の特性を活かした修景整備を進めていく必要があります。また、旧江戸川、舞浜海岸については、

千葉県により整備が進められている高潮対策事業とあわせて、緑地や修景整備を進める必要があります。

さらに新町地域では、緑地や公園と一体となった憩いと豊かさのある水辺空間となるよう、千葉県や関

係機関と協議しながら、整備する必要があります。

　三番瀬は、東京湾に残された貴重な干潟・浅海域であり、市民にとっては直接水辺にふれあうことが

できるふるさとの海です。この三番瀬の自然環境を保全しつつ、市民が憩い、自然を学ぶ場として活用

が求められています。そのため、三番瀬の保全・活用にあたっては、市民や千葉県、関連機関と連携し

ながら、取り組んでいく必要があります。
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　海辺や河川を活用することにより、生活にうるおいとやすらぎを与え、日々の暮らしを豊かにすると

ともに、ふるさと浦安への愛着を育み、まちの魅力を高めていきます。

　また、水と緑の憩いの空間、自然とのふれあいの空間、環境学習の場、観光資源などとして活用する

ため、千葉県や関係機関などと連携・調整しながら、河川や海岸の治水機能の向上を図りつつ、親水性

の高い空間として整備を進めていきます。

課題解決のための取り組みの方向

　身近な自然環境であり、多様な生物を育む三番瀬をふるさとの海として後世につなげていくとともに、

自然環境の中で、憩い、遊び、学習のできる場として、三番瀬の保全・活用に向けた検討に市民や千葉

県、関係機関と連携しながら取り組みます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

川や海などの自然に恵まれていると感じている市民の
割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成20年１月）

44.3％
（19年度）

50％ 55％ 60％

■ まちづくりの目標

河川・海岸線のグランドデザインづくり
・�河川・海岸線並びに緑地・公園のグランドデザインを検討する場に参加する。
水に親しめる水辺環境整備
・�市民一人ひとりが安全に対する責任を持って水辺を利用する。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

海辺、河川を活かした水と緑の環境を創造する1）

三番瀬の保全と活用を進める2）

出典：千葉県ホームページ「三番瀬周辺現況図」
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①水際線のグランドデザインづくり

　浦安市の水際線の現状と課題の整理を行い、関係機関と連携を図りながら、親水性や地域特性などを

踏まえた水際線整備の基本計画を策定します。

第１次実施計画

②豊かな水辺空間の創出

　境川については、千葉県の護岸改修にあわせ、周辺住民や市民の憩いの場となるよう護岸沿いに点在

する市有地の活用や地域特性を活かした修景整備に取り組みます。

　旧江戸川については、高潮対策や良好な河川環境を創出するため、千葉県による護岸整備にあわせた

修景整備を進めます。

　舞浜地区の海岸部は、千葉県の高潮対策事業にあわせたジョギング、サイクリングもできる緑地や修

景整備について、関係機関と協議を進めます。

　猫実川は、排水機場沈砂池周辺の環境整備を進めるため、北栄側で張り出し歩道の整備を行うととも

に、海楽側の修景整備について検討します。

　また、新町地域の公園や緑地については、事業主体である千葉県企業庁や都市再生機構と調整を図り

ながら整備を促進するとともに、日の出・明海地区の河川や海岸沿いの外周緑地をジョギングやサイク

リングが楽しめる緑道として整備します。

33111 （仮称）水際線整備の基本計画策定事業　 プロジェクト 6 企画政策課

事業内容
河川・海岸とその周辺の緑地・公園の一体的な整備や水辺空間の市民利用を進めるため、市民を交えた検討会を
設置し、水際線の整備や活用に関する基本計画を策定します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

検討 策定

■ 計画事業

海辺、河川を活かした水と緑の環境を創造する1）
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33121 境川水辺空間整備事業　 プロジェクト 6 道路管理課

事業内容

Cゾーン（江川橋から東水門までの区間）については、千葉県の護岸改修と浦安市の修景整備が早期に完了する
よう取り組むとともに、周辺住民や市民の憩いの場となるよう水辺空間の活用を促進します。
Bゾーン（新橋から江川橋までの区間）については、千葉県が地盤沈下対策事業として進めている護岸改修にあ
わせ、市民の生活空間の一部となるよう護岸沿いに点在する市有地の活用や地域特性を活かした修景整備に取り
組みます。
Aゾーン（西水門から新橋までの区間）については、BゾーンやCゾーンとの調和の取れた修景整備について検
討します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備検討

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備実施設計

44131 猫実川沈砂池周辺整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
猫実川沈砂池北栄側の交通環境の改善を図るため、千葉県による旧護岸の撤去にあわせ、市道第１－61号線の
歩道設置を進めるとともに、橋りょうの付け替えを行います。
また、海楽側の事業化に向けた検討を進めます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

北栄側
　橋りょう整備
　歩道整備
海楽側
　修景整備実施設計

北栄側　
　舗装打ち替え

北栄側
　家屋事後調査

海楽側
　修景整備

海楽側
　修景整備

47221 舞浜地区海岸整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

47222 旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高潮対策】)　 再掲 道路管理課

事業内容
高潮や地震による水害を防止するため、千葉県が旧江戸川で高潮対策事業として実施している護岸改修にあわせ、
周辺住民や利用者のニーズにあった修景整備に取り組みます。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

護岸改修
修景整備
緊急船着場整備に向けた
検討

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 日の出･明海･高洲地区の緑地整備事業 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。
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①三番瀬を活用できる環境整備を進める

　市民や関係機関などと協議しながら、干潟や野鳥の観察ができる環境学習施設を三番瀬沿いの緑地と

一体的に整備します。

33211 三番瀬環境学習施設整備事業　 プロジェクト 6 生涯学習課

事業内容 日の出地区墓地公園付近に、用地を確保し、三番瀬の水辺環境を活用した環境学習施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

用地取得 整備検討委員会の設置
設計

建設 開設

■ 計画事業

②三番瀬を保全し、ふれあえる仕組みをつくる

　三番瀬における自然観察会や環境学習、清掃活動などに取り組む市民や団体、ボランティアの活動を

支援するとともに、公民館や郷土博物館、小・中学校と連携し、三番瀬を活用した環境学習、環境教育

を推進します。

　また、三番瀬の保全と活用に向けた取り組みを推進するため、千葉県における三番瀬再生のための検

討状況も踏まえながら、地域住民や関係団体、関係機関などとの話し合いの場を設置し、課題の共有化

を図り、三番瀬の保全・活用のあり方に関する検討を進めます。

33221 三番瀬の保全・活用に関する検討事業　 プロジェクト 6 環境保全課

事業内容 地域住民や関係団体、関係機関などと協議する場を設置し、三番瀬の保全・活用のあり方に関する検討を進めます。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

あり方に関する検討 あり方に関する検討 あり方に関する検討 あり方に関する検討

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 三番瀬保全活動支援事業 環境保全課

事業内容
三番瀬のクリーンアップ大作戦やミニクリーンアップなど、三番瀬の保全に取り組む市民や活動団体の取り組み
を支援します。

三番瀬の保全と活用を進める2）
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現状と課題

4
具体的施策

緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する

　都市における緑の存在は、市民の憩いや活動の場の創出、環境の保全、防災機能の向上、景観の形成

など、日々の生活にうるおいとやすらぎを与える重要な役割を果たしています。緑は、私たちの生活に

欠かせないものであり、次世代へと継承していかなくてはならない大切な資産です。

　浦安市では、総合的な都市緑化を計画的かつ効果的に推進していくため、緑の基本計画を策定し、こ

の計画に基づいて、総合公園や近隣公園の整備のほか、周辺住民や利用者の参加を得ながら、元町地域

や中町地域の街区公園の再整備に取り組んできました。

　また、市民の緑化活動を支援するため、新たに整備した公園などで里親制度に取り組むとともに、緑

化活動の拠点づくりを行ってきました。

　今後も、環境、景観、健康、防災、防犯、バリアフリーなど様々な視点から、「緑の創出・保全・育成」

を推進し、まち全体を包み込むような、緑のネットワークの形成に取り組んでいく必要があります。

　特に公園の少ない元町地域では、災害時の避難場所にもなる近隣公園規模の公園整備を進めていく必

要があります。新町地域では、海や河川と一体となった魅力ある空間となるよう水際線沿いの公園や緑

地の整備を進めていく必要があります。また、大規模な集合住宅や事業所などの開発や、今後迎える計

画住宅地での二次開発において、現存する緑を守り、民有地の緑化を促進する必要があります。

　緑のまちづくりをより積極的に実施するためには、市民や事業者の活力や協力が不可欠であり、人材

の育成や協働で取り組む仕組みづくりを充実しながら進めていく必要があります。
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　地域の特性や四季を感じられる緑豊かなまちづくりを推進するため、公園や緑地の整備、道路、河川

や海岸、教育施設などの公共施設の緑化を積極的に進め、地域の核となる緑や緑の大通りの創出など、

緑のネットワークの形成に取り組みます。また自然や地域の特性を活かしながら、特色ある公園や緑地

の整備に取り組みます。

　公園や緑地が不足している元町地域については、公園の新設や緑の確保に取り組みます。また、元町

地域や中町地域の老朽化した公園については、防災機能や安全性の向上、バリアフリーなどに配慮した

地域のニーズにあった改修を計画的に進めます。

　新町地域については、千葉県や関係機関との調整を図りながら、公園や緑地の整備を促進します。現

在暫定整備で開放している高洲海浜公園は市民参加を図りながら、海と一体となった公園となるよう整

備に取り組みます。千鳥地区近隣公園については、海に隣接した立地条件を活かし、特色ある公園とし

て整備を進めます。

　民有地の緑化については、市民や事業者の主体的な緑化活動を支援し、うるおいとやすらぎのある環

境と緑豊かな景観づくりを進めます。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市域面積に対する緑地の割合（緑被率）
（浦安市緑の基本計画）

14.6％
（14年度）

18.7％ 20.5％
（32年）

都市公園と公共緑地の面積
（浦安市環境基本計画年次報告書平成19年版）

144.5ha
（18年度）

182.4ha 210.4ha
（32年）

生垣設置住宅件数
（浦安市環境基本計画年次報告書平成19年版）

766件
（18年度）

886件 976件 1,096件

■ まちづくりの目標

【公園整備状況】

年　次

総数 街区公園 近隣・地区公園 運動公園 総合公園 人口一人当た
り公園面積
（㎡）

総面積に対
する割合
（％）園数 面積

(ha) 園数 面積
(ha) 園数 面積

(ha) 園数 面積
(ha) 園数 面積

(ha)

平成 15年 110 58.43 98 14.85 11 25.40 1 18.18 － － 4.09 3.44

平成16年� 110 58.43 98 14.85 11 25.40 1 18.18 － － 3.94 3.44

平成17年� 111 58.68 99 15.10 11 25.40 1 18.18 － － 3.92 3.46

平成18�年 114 61.63 100 15.19 13 28.26 1 18.18 － － 4.04 3.62

平成19年� 117 69.88 101 15.44 14 31.26 1 18.18 1 5.0 4.51 4.11

（各年3月31日現在）

出典：平成19年浦安市統計書

新しい浦安の緑をつくる1）
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　緑被地が少ない浦安市では、緑の保全の重要性が極めて高いため、地域の住民と協力しながら郷土の

資産である社寺境内地に残る大木や住宅地の緑の保全に努めます。また、緑を保全する制度を活用しな

がら、緑豊かで良好な住環境や事業所の緑環境を永続的に守るための取り組みを推進します。

　質の高い緑の確保や緑化を推進するため、地域で緑化に取り組む市民や団体、ボランティアの活動

を支援するとともに、「緑の会議」などの市民と行政との新しい協働の体制づくりや財源の充実を図り、

市民や事業者、市が協働して緑のまちづくりに取り組みます。

　また、緑に対する関心や知識を高めるため、市民が気軽に参加できるイベントや講習会、緑にふれあ

える場を充実します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

保存樹木の指定本数
（環境基本計画年次報告書平成19年版）

553本
（18年度）

617本 662本 722本

■ まちづくりの目標

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

里親等支援団体の数
（浦安市環境基本計画年次報告書平成19年版）

4団体
（18年度）

12団体 18団体 26団体

身のまわりで緑を増やす活動を行っている市民の割合
（平成16年度市民アンケート）

31.6％
（16年度）

34％ 37％ 40％

■ まちづくりの目標

豊富な緑空間の創出
・�緑地、公園並びに河川・海岸線のグランドデザインを検討する場に参加する。
・道路沿いの宅地の緑化。
・市民が外部空間に配慮する気持ちを持ち、自宅の庭などを緑化する。
質の高い緑づくり
・�花や緑を介して、地域の人と人が交流をはかる。
・自分の住む家の周りをきれいにする。
魅力ある公園づくり
・自治会等による維持管理。
・シルバー世代や市民ボランティアによる維持管理・植栽。

豊富な緑空間の創出
・�工業ゾーンの緑の拡大（壁面緑化等）。
・大規模商業施設やマンション等の駐車場の地下化による跡地緑化の推進。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される企業等の努力

身近な浦安の緑をまもる2）

次世代に向かって浦安の緑を育てる3）
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①公園・緑地の整備と緑化の推進

　緑の基本計画に基づき、公園や緑地の計画的な整備や改修を進めます。

　元町地域や中町地域の老朽化が進んでいる街区公園を対象に、地域住民や利用者の参加を得ながら、

安全性や快適性などを確保し、地域が親しめる公園の再整備に取り組みます。

　近隣公園規模の公園が不足している元町地域については、市役所庁舎の建設に合わせ、防災機能を充

実した浦安公園の整備に取り組み、地域の住環境の向上を図ります。

　老朽化が進んでいる海楽公園や舞浜公園については、計画段階からワークショップによる市民参加を

図りながら、地域にとって魅力ある多機能な公園になるよう再整備に取り組みます。

　墓地公園については、引き続き墓所整備を進めていくとともに、来園者の憩いの場となるように、海

が臨める展望広場を整備し、公園機能を充実します。

　地域住民との協働を図りながら、ビオトープなど自然体験や環境学習機能の導入に取り組みます。

　新町地域の公園や緑地については、事業主体である千葉県企業庁や都市再生機構と調整を図りながら、

整備を促進するとともに、日の出・明海地区の河川や海岸沿いの緑地をジョギングやサイクリングが楽

しめる緑道として整備します。

第１次実施計画

34111 身近な公園づくり事業 みどり公園課

事業内容
元町地域や中町地域にある老朽化した街区公園を改修の計画段階から自治会やこども会、学校などの市民ニーズ
を反映した安全性や利便性、快適性に配慮した公園として整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

弁天児童中央公園再整備
当代島地区街区公園再整備

東野・北栄地区街区公園
再整備

猫実・富士見地区街区
公園再整備

当代島・美浜地区街区
公園再整備

34112 浦安公園整備事業 みどり公園課

事業内容
元町地域の住環境の向上を図るため、市役所第２庁舎の位置で都市計画決定されている近隣公園規模の浦安公園
を、ワークショップ形式により計画段階から市民との協働で整備します。防災機能を充実させた安全で安心な公
園として整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

基本計画 基本設計

34113 海楽公園改修事業 みどり公園課

事業内容
地域に親しまれる公園となるようワークショップ形式により計画段階から市民との協働による公園づくりに取り
組み、地域の特性に合った多機能な公園として再整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施設計 改修 改修

■ 計画事業

新しい浦安の緑をつくる1）
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■ 主要事業

事務事業名 日の出･明海･高洲地区の緑地整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。

34114 舞浜公園改修事業 みどり公園課

事業内容
地域に親しまれる公園となるようワークショップ形式により計画段階から市民との協働による公園づくりに取り
組み、地域の特性に合った多機能な公園として再整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

基本設計 実施設計

34115 墓地公園整備事業 みどり公園課

事業内容
市民にとって、「浦安をふるさととして心のよりどころとなる墓地」を基本理念として、墓所の安定供給を図りま
す。また海が臨める展望広場を整備し、公園機能の充実を図ります。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

展望広場整備
墓所整備

墓所整備

②民有地の緑化推進

　大規模な建築行為については、十分な緑が確保されるように、事業主体と協議し、緑地協定や緑化協

定の締結を推進します。また、住宅地の緑化推進の一環として、引き続き生垣の設置奨励を行います。

■ 主要事業

事務事業名 生垣設置奨励事業 みどり公園課

事業内容
敷地の隣地境界や接道部における生垣の設置に対して補助金を交付し、地域の緑環境を向上させるとともに、火
災や地震などの災害から市民を守る緑の設置を促進します。

①樹木や緑地の保全

　元町地域の社寺境内地や計画的に開発された集合住宅団地などの民有地内に存在する個々の樹木につ

いて、永続的な緑となるよう保存樹木として指定し、維持管理の支援や指導を行います。

　また、計画的に開発された緑豊かな住宅地や良好な緑地が将来にわたって確保され、良好な住環境が

保全されるよう、緑地協定について周知し、制度の活用を推進するとともに、緑の保全や維持管理を推

進するための協働の仕組みについて検討します。また、現在緑化協定などを締結している事業者に対し

て協定内容の遵守を図ります。

身近な浦安の緑をまもる2）
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■ 主要事業

事務事業名 保存樹木指定事業 みどり公園課

事業内容
民有地の巨木、名木、奇形木などにおいて、一定の基準を満たす樹木について保存樹木として指定し、今後も健
全な状態で育成できるよう、所有者の負担となる維持管理費の一部を補助金の交付により助成し、樹木の保全を
図ります。

①協働で進める緑のまちづくり

　市民やボランティアなどによる地域主体の公園管理や緑化活動などを支援するため、公園等里親制度

の推進や緑化活動支援事業取扱要綱に基づいた支援を行うとともに、緑の基金設置に向けた検討を行い

ます。

　また、緑化市民活動団体のネットワークづくりを行うとともに、市内の緑の維持管理や緑化の進め方

などについて、市民とともに考える場として、「緑の会議」を設置します。

街路樹や公園などの剪定枝をチップ化し、堆肥やマルチング材として再利用するため、緑のリサイクル

事業を推進します。

■ 主要事業

事務事業名 緑のリサイクル事業 みどり公園課

事業内容
公園緑地や緑道、街路樹などの剪定枝や落葉、落枝などを堆肥化し、土壌改良材として使用したり、チップ化し
て公園広場などにマルチング材として敷設するなど緑化資材として再利用を進めます。

34311 市民等との協働による緑化推進事業　 プロジェクト 6 みどり公園課

事業内容
公園等里親制度を推進するとともに緑化活動支援制度に基づき、物的な支援を行います。また市民や団体、ボラ
ンティアが主体的に取り組む地域の緑化活動を支援するため、緑の基金の設置に向けた検討を行います。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

普及・啓発
緑化活動支援
公園等里親制度支援

普及・啓発
緑化活動支援
公園等里親制度支援

普及・啓発
緑化活動支援
公園等里親制度支援

普及・啓発
緑化活動支援
公園等里親制度支援
緑の基金設置検討

34312 緑の会議の設置・運営事業　 プロジェクト 6 みどり公園課

事業内容
市内の緑化市民活動団体の情報交換や交流を図るためのネットワークづくりを行います。また緑化活動に取り組
む市民や団体への助言や指導を行い、市内の緑の維持管理や緑化の進め方について、市民とともに考える場とし
て「緑の会議」を設置し、運営します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

活動団体のネットワーク
づくり

活動団体のネットワーク
づくり
緑の会議設置

緑の会議運営 緑の会議運営

■ 計画事業

次世代に向かって浦安の緑を育てる3）
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②緑化意識の向上

　市民の緑に対する関心や緑化意識の高揚を図るため、街路樹マップや公園マップ、広報、ホームペー

ジなどを通じて、浦安市の緑の現状や今後展開される事業やイベントなど、情報提供を行います。また、

植木まつりや緑化フェアなど、市民が気軽に参加できるイベントを充実させるとともに、緑化功労者や

団体の表彰を行います。

　自治会や「緑の会議」などを通じて、樹木の植え方、選び方、剪定方法などの各種緑化技術をテーマ

にした講習会を開催し、市民の緑化知識の向上を図ります。

　道路残地や河川敷などの公共用地を活用して、市民が草花や樹木を植え、緑を育てる楽しみや慈しむ

心を育むとともに、地域のコミュニティの場を創出します。

■ 主要事業

事務事業名 浦安植木まつり事業　 みどり公園課

事業内容
毎年、緑化強調月間の活動の一つとして、市民が気軽に参加できるイベントを開催し、市民の緑に対する関心と
緑化意識の高揚を図ります。
苗木やリサイクル堆肥の配布、緑化実演会などを引き続き実施します。
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現状と課題

5
具体的施策

暮らしに息づくふるさとのまち・浦安の景観をつくる

　近年のまちづくりは経済性や機能性だけでなく、より地域の魅力と活力を高めることが求められてい

ます。その中で、美しい景観は文化的で豊かな生活環境や、地域への愛着と誇りを育む上で欠かせない

ものです。今まで景観といえば、歴史的なまち並みや風光明媚な観光地を対象としたものと言われてき

ましたが、最近では私たちの日々暮らす一般的な市街地のまち並みをどのように維持・改善していくの

かという認識に変わりつつあります。また景観は、公共的なものであり、それは市民自らが守るべきも

のであるという認識が市民の間で急速に広まっています。このような現状を背景に、平成 16年に景観

法が制定され、景観まちづくりを支援する仕組みが整いました。

　浦安市は、住宅地中心のまち並みで構成されており、それぞれの地域ごとに特長を持っています。漁

師町の面影を伝える雰囲気や建造物が所々残されている元町地域、街路樹や庭木が育ち、デザインさ

れた道路や建物が多い中町地域や新町地域、TDRに代表される来訪者中心のアーバンリゾートゾーン、

鉄鋼団地と流通関係で働く人が中心の工業ゾーンという 5つの地域から構成されています。また、豊

かな水辺空間、緑、主要な道路、公共建築物も、地域の景観まちづくりを進めるうえで、大切にする重

要な景観資源です。

　一方、形態や色彩が不揃いで統一感がないまち並み、雑然と建ち並ぶ屋外広告物など、美しさへの配

慮を欠いた景観も見られます。また、違法駐車、放置自転車、ごみの不法投棄など市民のマナー不足が

景観の悪化を招いている部分もあります。このような現状に対して、浦安市では、これまで、シンボル

ロード整備事業、日の出・明海・高洲地区における景観ガイドラインに基づく景観誘導などの取り組み

を進め、平成 18年には、市全体の景観への取り組みを示した景観マスタープランを策定しました。

　今後は、景観法を活用し、計画的で実行性のある景観まちづくりを進めていく必要があります。その

中でも特に、景観の大きな部分を占める住宅地や商業地において、多くの人々が話し合いながら景観ま

ちづくりを進める仕組みづくりが重要です。また市民や事業者が主体的に、身近な生活空間の緑を維持

増進させたり、美化活動に取り組んだり、魅力的なまち並み形成に心がけるなど、景観まちづくりに積

極的に参加することが重要です。さらに海や河川、道路などの公共空間や公共施設については、地域の

景観づくりを牽引する役割を担うものであり、量的な充足だけでなく、周辺の景観に配慮した整備のあ

り方が問われています。
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　市街地の再整備や道路空間、水辺空間の整備など、まちづくりに関する様々な取り組みの中で、景観

に配慮しながら整備を進めます。また、景観法に基づいた景観計画の策定及び、景観条例を制定し、周

知、活用することにより、市民や事業者、行政が一体となって、地域の特長を活かした魅力ある景観ま

ちづくりを計画的に進めます。

課題解決のための取り組みの方向

　地域の成り立ちのなかで育まれてきた特長のある景観を尊重しながら、景観に考慮した住宅地の整備

や美しいまち並みの維持などを地域の人々の総意によって進められるよう、市民や事業者、行政の協働

により、景観形成に取り組む仕組みづくりを進め、運用します。また、まちの美化や景観に配慮したま

ちづくりのあり方などについて市民や事業者の理解と意識を深めるため、意識啓発に努めるとともに、

市民や事業者自らが行動を起こし、活動を推進できるように支援します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

住民が愛着を持てる都市景観（まち並み）づくりに満
足している市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成18年１月）

23.3％
（17年度）

30％ 35％ 40％

■ まちづくりの目標

　公共施設については、地域の特性を踏まえ、周辺環境の魅力を高めるような整備を進めます。

　貴重な景観資源である海や河川の魅力を活かし、市民が水辺を身近に感じる景観づくりを関係機関と

連携して進めます。市内の主要な道路については、景観の軸にふさわしい道路となるよう整備を推進し

ます。また、地域の重要な景観資源である公民館や学校などの公共建築物や、景観に大きな影響を与え

る高速道路、鉄道高架などの土木工作物については、安全面に考慮しつつ、その特性を踏まえ、周辺と

調和した景観づくりを関係機関と連携して進めます。

計画的な景観まちづくりを進める1）

協働で景観の維持・創出に取り組む2）

地域の魅力を高める公共施設を整備する3）
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浦安の景観づくり
・�各ゾーンとゾーン内の望ましい景観についての認識を共有するように努める。　　
・施設の計画づくりに参画する。
・景観教育･環境教育に取り組む。
元町ゾーンの景観づくり
・�駅前の美化に取り組む。
中町ゾーンの景観づくり
・�中町における戸建住宅地のビジョンを共有する。
・緑豊かな街並みを維持する。
新町ゾーンの景観づくり
・�ルールをつくって守り、ふれあいをつくるよう取り組む。

浦安の景観づくり
・�海辺の街にあった新町の集合住宅の景観をつくる。
・敷地内の空地を活かした緑の景観をつくる。
・まちの美化の活動に取り組む。
元町ゾーンの景観づくり
・�まちの景観のビジョンや整備計画づくりに参画する。
・にぎわいと憩いの場を意識した、家や店をつくる。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

期待される市民や事業者の役割

各地域の景観イメージ 元町：にぎわいと憩いの景観をつくる。
中町：みどりあふれる、ふれあいのまちの景観をつくる。
新町：市民が海に出会える、楽しく集える景観をつくる。
工業：電車など外からみてデザインのある景観をつくる。
アーバンリゾート：市民も遊びに来た人も、歩きたくなる景観をつくる。
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①計画的な景観まちづくりの展開

　景観法に基づく景観計画の策定及び、景観条例を制定し、地域や関係機関とめざすべき目標や理念、

景観形成の方針を共有化するとともに、建築物や工作物に対する規制や誘導などを行いながら、地域ご

との特長を活かした景観まちづくりを進めます。また屋外広告物法に基づく屋外広告物条例の制定に向

けた検討を行います。

　浦安市の景観まちづくりを積極的に進めるため、景観行政に関する体制の整備と仕組みづくりを進め

るとともに、市街地の再整備や住環境の保全、道路や水辺整備など、まちづくりに関する様々な取り組

みの中で、景観に配慮した整備を進めます。

第１次実施計画

35111 景観計画・景観条例策定事業 都市政策課

事業内容
景観まちづくりを推進するため、景観法に基づく景観計画の策定及び、景観条例を制定し、景観形成の基本理念
の共有化を図るとともに、建築物や工作物に対する規制や誘導を行います。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

景観計画・ガイドライン
策定
景観条例制定

景観審議会運営 景観審議会運営 景観審議会運営

■ 計画事業

①地域主体で景観まちづくりに取り組む

　良好な景観形成を図るため、地域が主体となって景観まちづくりに取り組む仕組みを検討するととも

に、景観協定や地区計画、建築協定などの制度の活用を推進します。また景観まちづくりに取り組む地

域住民の活動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ、相談や出前講座を開催するとともに、まち

づくりアドバイザー制度を活用します。

　景観に考慮した住宅地や美しいまち並みの維持など、地域で大切にしたい景観や改善点を共有し、地

域の人々の総意によって景観まちづくりが進められるよう、市民や事業者、行政が協働で、景観形成に

取り組むための場づくりを進めます。

計画的な景観まちづくりを進める1）

協働で景観の維持・創出に取り組む2）
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35221 協働による景観まちづくり事業　 プロジェクト 7 都市政策課

事業内容
広報や情報誌を活用した情報提供を充実するとともに、地域の景観まちづくりに対する取り組みの紹介やうらや
す景観はっけんなどのイベントの開催、表彰を実施します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

うらやす景観はっけん実施 うらやす景観はっけん実施
表彰実施

うらやす景観はっけん実施
表彰実施

うらやす景観はっけん実施
表彰実施

■ 計画事業

41221 良好なまちづくり支援事業　 再掲 都市計画課

事業内容

地区計画や建築協定、緑化協定など、地域のまちづくりに関する仕組みやルールづくりに取り組む市民主体の活
動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ相談や出前講座を開催するとともに、まちづくりの専門家をアド
バイザーとして地域に派遣します。また、まちづくりアドバイザー制度が、より使いやすい制度となるよう、運
用基準を見直します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

まちづくりアドバイザー
派遣
要綱の見直し

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

■ 計画事業

②身近な景観づくりに取り組む

　市民や事業者の景観まちづくりに関する意識の醸成や取り組みの活性化を図るため、景観上の課題や

取り組み方法について、市民が学ぶ機会やホームページ、情報誌などを活用した情報提供を充実します。

また、地域の取り組み状況の紹介やイベント開催など啓発活動に取り組むとともに、美化活動や景観資

源の発見など、地域での身近な取り組みを推進します。

■ 主要事業

事務事業名 ゴミゼロ運動推進事業　 再掲 環境レンジャー課

事業内容
「美しいふるさとづくり運動」の一環として、ごみの散乱防止と再資源化促進に向け、普及啓発を図るため、毎年
5月30日のゴミゼロの日にあわせ、散乱した空き缶などを自治会やその他団体、事業所、市民が一体となって
清掃するゴミゼロ運動を推進します。
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①景観に配慮した公共施設等の整備

　景観上重要な水辺や道路、緑、公共建築物、土木工作物については、それぞれの地域が持つ個性や周

辺のまち並みに合わせて、まちの雰囲気にふさわしい景観になるよう、関係機関と協議や連携して形成・

誘導し、住環境の向上を図ります。

　また、公共案内板や誘導サインについては、利用者の円滑な移動を支援するとともに、周辺景観との

調和に配慮した色彩や統一性、連続性のあるわかりやすいデザインを検討します。

　境川については、地域の個性を活かした修景整備を進めるとともに、最下流部で整備する 4号橋りょ

うは、水辺との調和に配慮しながら千葉県企業庁による整備を促進します。また新町地域の主要な幹線

道路となるパークウェイについては、沿道の個性や美観に配慮した道路となるよう千葉県企業庁による

整備を促進します。新町地域の河川や海岸線に沿って配置される緑地については、千葉県企業庁と調整

を図りながら、海や河川と一体となった魅力ある水辺となるように整備を促進します。

　高洲地区の公民館複合施設については、生涯学習や地域の活動の拠点として整備するとともに、高洲

小学校や高洲中央公園と一体となった緑豊かなまち並みづくりに貢献する施設として整備します。

33121 境川水辺空間整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容

Cゾーン（江川橋から東水門までの区間）については、千葉県の護岸改修と浦安市の修景整備が早期に完了する
よう取り組むとともに、周辺住民や市民の憩いの場となるよう水辺空間の活用を促進します。
Bゾーン（新橋から江川橋までの区間）については、千葉県が地盤沈下対策事業として進めている護岸改修にあ
わせ、市民の生活空間の一部となるよう護岸沿いに点在する市有地の活用や地域特性を活かした修景整備に取り
組みます。
Aゾーン（西水門から新橋までの区間）については、BゾーンやCゾーンとの調和の取れた修景整備について検
討します。

年次計画

20年度 21年度 22年度 23年度

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備検討

Cゾーン
　修景整備
Bゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備実施設計

44111 パークウェイ（都市計画道路 3・3・8 号線）整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
道路ネットワークの充実を図るため、日の出地区から高洲地区の海側に幅員36ｍ、延長約1,980ｍで都市計
画決定されているパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路3・3・8号線）を地区内の主要な幹線道路として
整備を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 整備 整備

44112 明海高洲間 4 号橋りょう整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
新町地域海側のパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路3・3・8号線）の整備にあわせ、明海地区と高洲地
区を結ぶ4号橋りょうの整備を促進します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

整備 整備 整備

■ 計画事業

地域の魅力を高める公共施設を整備する3）
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23131 高洲地区公民館複合施設整備事業　 再掲 生涯学習課

事業内容 高洲地区に児童館や軽運動スペース、地域の防犯拠点などの機能を持った公民館複合施設を整備します。

年次計画
20年度 21年度 22年度 23年度

実施設計
建設

建設 開設

■ 主要事業

事務事業名 日の出･明海･高洲地区の緑地整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。



安全都市 

4
都市像
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利便の高い暮らしを支える
安全都市

■

都市は、快適な市民生活や様々な活動を

根幹から支える場でなければなりません。

そのため、良好な市街地のなかで、災害などから生命と財産が守られ、

利便の高い快適な生活が送れるまち

〜利便の高い暮らしを支える安全都市〜

をめざします。



　長く続いた埋立地開発も終息しつつあり、今後は、都市を「建設・開発する」段階から「維持・活用する」

段階へ、まちづくりの視点を移していくことが求められています。

　それぞれの地域は多様な個性を持った街区が集まって構成されており、地域の多様性が浦安の魅力

の大きな要素となっています。多様な小さな単位で、それぞれの良さを活かしたまちづくりを展開す

る必要があります。

　また、浦安は市域の４分の３が埋立地で、三方を海と河川に囲まれた 16.98 ㎢というコンパクトな

地域に、過密市街地や大規模な中高層集合住宅団地を抱えるという特徴を持っています。こうした浦

安市の特徴を捉え、多様な主体の連携のもと、地域の特性に対応した道路交通環境の整備や地震防災、

治水・排水対策の充実に取り組み、まちの安全性や快適性を高めていく必要があります。

　こうしたことから、第２期基本計画では、利便の高い暮らしを支える『安全都市』の具現化をめざし、

次のような視点を持って施策を展開していきます。
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地域の価値を高めるため、多様なまちの特性を活かし、小さな単位から個性豊
かな地域社会を形成する施策を展開する

・ まちの特色を活かした市街地整備を進めていくための

仕組みづくり

・市民主体のまちづくりを進めるための仕組みづくり

・ 地域の住環境を維持・改善し、それぞれのまちのよさ

を活かしたまちづくりを進める

・集合住宅の維持管理、建て替えなどを支援する

地域づくり

1視点

コンパクトなまちを市民が安心して行き交うため、道路・交通体系を充実させ
る施策を展開する

・地域の結びつきをより強める、道路網を充実する

・身近な地域を結ぶ、きめ細かい公共交通網を充実する

・自転車利用環境を整える
道路・交通

2視点

火災や犯罪、災害などへの不安がなく安心して暮らせるよう、安全・安心をよ
り確かなものとする施策を展開する 

・地域の状況に応じた消防体制を充実する

・地域ぐるみの防犯活動・防犯まちづくりを推進する

・ 自助・共助・公助を基本とした地域主体の震災対策を

充実する

・排水・治水能力の向上を図る

安全・安心�

3視点
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現状と課題

1
具体的施策

地域の特色を活かしたまちづくりに取り組む

　浦安市の住宅地は、まちの形成過程から、公有水面の埋立以前からの既成市街地である元町地域と、

第１期埋立地で昭和 40 年代後半から 50 年代前半にかけて計画的な住宅開発が進められた中町地域、

第２期埋立地で昭和 60 年代から住宅や業務、文化、商業などの多様な都市機能からなるまちづくりが

進められている新町地域で構成されています。

　それぞれの地域は多様な特性をもった街区から構成されており、中町地域や新町地域では、中高層の

集合住宅や戸建住宅地区といった開発単位でコミュニティが形成され、集い住まう単位がまちづくりや

地域活動の基礎的な単位となっています。

　住宅地の都市基盤施設については、埋立地の造成とそれに続く市街地整備により一定の水準で整備さ

れており、新町地域の開発も終息に向かっていることから、元町地域の一部を除き概ね整備が完了しつ

つある状況です。このため、今後は、まちづくりの視点を、開発から良好な市街地環境の維持や土地利

用の保全に移していく必要があります。

　また、まちの成熟にあわせ、市民のまちづくりへの関心も高まっており、様々な分野でまちづくりに

取り組む市民や団体の活動が盛んになっています。今後は、こうした地域主体、市民主体のまちづくり

活動に行政が協働し、地域の課題は地域が主体的に解決していくという、まちづくりを推進していく必

要があります。

　また、少子高齢化の進展や人口減少社会への移行、地球環境の保全に向けた取り組みの広がり、地方

分権の推進や財政状況の変化など、まちづくりを取り巻く環境の変化にあわせ、まちづくりの進め方や

目標も変化を求められています。さらには、価値観の多様化やライフスタイルの変化など、市民意識の

変化から都市の評価の視点も変化しており、都市のもつ活力や都市の環境、市民生活の質などが問われ

る時代になりつつあります。

　そのため、こうした時代潮流の変化に対応しながら、安全・安心を基本とした人と環境にやさしく、

地域の個性や価値を活かしたまちづくりを進め、魅力と活力にあふれた地域社会を築くとともに、まち

全体の魅力を高めていく必要があります。
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　小さな単位でのまちづくりを充実させ、多様性に富んだ、地域の個性がひかる魅力あふれる都市をめ

ざします。

　現在の良好な市街地環境を維持・保全し、地域の価値を守りながら、多様な都市機能が共存する活力

と魅力にあふれた都市環境を形成するため、適正な土地利用や計画的なまちづくりを推進します。

また、小さな単位からまちの特色を活かした市街地環境を育むため、都市計画やまちづくりの制度を充

実していきます。

　地球環境の保全に配慮したまちづくりを進めるとともに、市民が安全で快適に暮らせるよう都市のバ

リアフリー化を推進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

地域に愛着や親しみを感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

78.1％
（19 年度）

80％ 85％ 90％

計画的で秩序ある市街地整備について、満足している
市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

21.2％
（17 年度）

30％ 40％ 50％

住宅地で地区計画や建築協定が定められている地区の
数と面積

（都市整備部資料）

4 地区
（20年5月）

5 地区 10 地区

20.3ha
（20年5月）

23.4ha 40.8ha

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

・ 地域のあるべきルールについて、街ごとに合意を形成していくためのあらゆる努力を開始する。期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

　地域住民や地域で活動する団体が、まちづくりの様々な分野で相互に連携し、地域の課題に地域が主

体的に取り組むまちづくりを推進します。

　地域の良好な市街地環境を維持・保全するため、守るべき地域の価値を多様な主体で共有するととも

に、地域価値の共有に向け、地域が主体的に合意形成していくための仕組みづくりを進めます。

　また、地域住民の価値観やライフスタイルにあわせたまちとなるよう、地域の意思をまちづくりに反

映させるための仕組みづくりに取り組みます。

地域の特色を活かした市街地環境を育む1）

地域主体のまちづくりに取り組む2）
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■ 計画事業

①市街地環境を育むための仕組みづくり

　地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため、都市整備に関連する各種計画や事業実施の総合的

な指針となる都市計画マスタープランを社会経済状況や地域の変化にあわせ改定します。

41111 都市計画基本方針改定事業 都市政策課

事業内容
都市基盤施設や市街地環境、都市防災など、都市整備に関する総合的な指針である都市計画マスタープランを市
民や地域との意見交換を行いながら改定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基礎調査
改定方針の検討

地区説明会
改定

■ 主要事業

事務事業名 都市計画運営事業 都市計画課

事業内容
都市計画の諸制度を適切に運用します。また、地域の特性にあわせた地区計画や建築協定などの柔軟な運用につ
いて検討します。

事務事業名 開発指導運営費 都市計画課

事業内容
宅地開発事業や中高層建築物の建設については、浦安市宅地開発事業などに関する条例に基づき、適切に指導し
ます。

第１次実施計画

②地域のよさを守るための適正な土地利用の推進

　　良好な市街地環境を維持しながら地域の特性にあわせたまちづくりを進めるため、適正な土地利用

を図るとともに、地域地区や地区計画、建築協定について周知し、都市計画の諸制度の活用を推進しま

す。また、地域の特性に対応した市独自の柔軟なまちづくりの仕組みや制度について検討します。

　一定規模以上の開発については、土地利用との整合を図りながら、宅地開発事業などに関する条例に

基づき、緑化や雨水の流出抑制、駐車場の整備などについて適切に指導します。

■ 計画事業

41121 地域地区等検討事業 都市計画課

事業内容
都市計画法第 6 条に基づく基礎調査や建築物動態調査をもとに、市街地環境の現状分析や基礎的データの収集を
行うとともに、市街地環境ブックを作成し、地域地区などの都市計画の検証や見直しの際の参考とします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

地域の特色を活かした市街地環境を育む1）
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■ 計画事業

①多様な地域の力をまちづくりに活かす

　地域でまちづくりに取り組む市民やコミュニティ組織への支援、地域の人材や組織をまちづくりに活

かしていくための仕組みづくり、地元大学との多様な連携などについて、先進事例を調査しながら、地

域特性にあわせた取り組みについて検討します。

　また、地域主体のまちづくりを推進していくうえで、必要不可欠な地域の合意形成を促進するための

方策について検討します。

23121 （仮称）うらやす市民大学設置事業　 再掲 　　 企画政策課／生涯学習課

事業内容 市民活動を担う人材育成の場や生涯学習活動、情報提供の拠点となる市民大学を設立します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

準備委員会設立 開校

②まちづくりに関する情報を共有し、ともに課題解決に取り組む

　市民のまちづくりに関する意識の向上や情報の共有化を図るため、市民が地域の課題やまちづくりに

ついて学ぶ機会を充実するとともに、まちづくりに関するきめ細かな情報提供や市のホームページで公

開している双方向型インターネット GIS の充実に取り組みます。

　また、地域住民によるまちづくり活動を支援するため、まちづくりアドバイザー制度の運用基準を見

直し、制度の活用を進めます。

■ 計画事業

41221 良好なまちづくり支援事業  プロジェクト 7 都市計画課

事業内容

地区計画や建築協定、緑化協定など、地域のまちづくりに関する仕組みやルールづくりに取り組む市民主体の活
動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ相談や出前講座を開催するとともに、まちづくりの専門家をアド
バイザーとして地域に派遣します。また、まちづくりアドバイザー制度が、より使いやすい制度となるよう、運
用基準を見直します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

まちづくりアドバイザー
派遣
要綱の見直し

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

41222 まちづくり情報提供事業 都市計画課

事業内容
地域主体のまちづくりの推進に向け、市民や地域、行政の間でまちづくりに関する情報を共有化するため、市のホー
ムページで公開している双方向型インターネット GIS を活用しながら、土地利用の動向や建築物の用途などのコ
ンテンツの充実を図ります。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

地域主体のまちづくりに取り組む2）
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2
具体的施策

バランスのとれた地域の発展に取り組む

　元町地域の堀江・猫実地区、当代島地区は、浦安の発展の基礎となった地区であり、現在でも、かつ

ての漁師町の面影を残す浦安の歴史や文化を今に伝える地区です。

境川周辺の独特の風情や点在する文化財住宅、神社や仏閣などは、他の地区にはないこの地区の大きな

魅力となっており、こうした地区の魅力をまちづくりに活かしていくことが求められています。

　しかし、一方で地区の一部には木造家屋が密集し未接道の宅地が残るほか、狭あいな道路や緊急車両

の進入が困難な道路も多く、防災上の課題を抱える地区でもあります。また、公園などのオープンスペー

スの不足や、下水道の未整備箇所が残るなど、居住環境の改善も課題となっています。

　そのため、これまでも取り組んできた過密市街地の再整備に引き続き取り組むとともに、今後は、地

区周辺での土地利用の変化や開発に伴う新たな課題についても対応していく必要があります。

　北栄地区と富士見地区については、これまでも周辺の宅地化にあわせ、一定の都市基盤施設の整備が

進められてきましたが、一部で土地利用の変化が進み人口が増加傾向にあることから、土地利用の変化

にあわせ、公園や安心して歩ける歩道の整備などの住環境の向上を図る必要があります。

　中町地域については、開発から 30 年近くが経過し、一部の地区では建物の更新時期を迎え、良好な

街並みに変化の兆しが見られることから、現在の良好な市街地環境を維持し次の世代へ引き継いでいけ

るかどうかが、今後のまちづくりの大きな課題となっています。

　また、住宅を良質な状態で維持・活用していくことも求められており、住みよさや安全性を向上させ

るため、住宅のバリアフリー化を進めるとともに、昭和 56 年の建築基準法改正以前に建築された住宅

については、耐震性の向上を図る必要があります。

　東野地区については、ここ数年、地区の一部で住宅化が進展していることから、地区の住環境の向上

を図るため、歩道や公園の整備のほか、人口の増加に対応した公共公益施設の整備が必要となっていま

す。

　新町地域については、未利用地も残り少なくなり、開発も終盤を迎えつつあことから、残された都市

基盤施設の整備を速やかに完了させる必要があります。

　また、地域での日々の暮らしを豊かにするため、地域特性を活かしたまちづくりや現在の良好な市街

地環境の維持に取り組むとともに、まちの成熟にあわせた地域のコミュニティ組織による地域主体のま

ちづくりを推進していく必要があります。

現状と課題
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　まちのよさを活かした元町らしい魅力あるまちづくりに取り組みます。

　堀江・猫実地区と当代島地区については、土地利用や周辺の住環境の変化を捉えながらまちづくり構

想を検証するとともに、地域の特性に対応した再整備の方針や地域での合意形成のあり方などについて

検討しながら、地域の魅力や特色を活かしたまちづくりに取り組みます。

　過密市街地の住環境の改善や防災機能の向上を図るため、仮称新中通り線とその周辺市街地の再整備

に取り組むとともに、猫実５丁目東地区密集住宅市街地整備促進事業の早期完成をめざします。

　また、下水道の整備や市が買収した土地を活用した広場整備などに取り組みます。

　幅員が４ｍに満たない狭あいな道路については、沿道の建築物の建て替えにあわせた拡幅を進めると

ともに、過密市街地の再整備にあわせた取り組みを進めます。

　北栄地区と富士見地区については、人口の増加や土地利用の変化にあわせた住環境の向上を図るため、

歩道や公園などの充実に取り組みます。

課題解決のための取り組みの方向

　住宅の更新時期を迎えつつある中町地域については、現在の良好な市街地環境が維持されるよう、地

域住民やコミュニティ組織による地域主体のまちづくりを推進します。

　また、地域主体のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する住民相互の合意形成や守るべき地

域の価値の共有化に取り組みます。

　住宅が良好な状態で維持されるよう、市民や住宅管理組合の取り組みを支援するとともに、市民の多

様なニーズやライフスタイルにあわせた、住み替えや建て替えが進むよう支援します。

　東野地区の一部で住宅化が進んでいる状況を踏まえ、歩道や広場などの整備を進めます。

　少子高齢化が進んでいる地区については、人口の規模や構成の維持に配慮するとともに、高齢者が住

みなれた地域で安心して暮らしていくためのまちづくりを推進します。

元町らしさを活かした再整備を推進する1）

中町地域の良好な市街地環境を保全する2）



224

　土地利用計画や地区計画などに沿った計画的なまちづくりを推進し、住宅供給をはじめ、商業や業務

機能などの多様な都市機能が立地する良好で個性的な、魅力ある市街地環境の形成に取り組みます。

　残された道路や橋りょう、公園や緑地の早期整備に向け、都市再生機構による浦安東土地区画整理事

業や千葉県企業庁による都市基盤施設の整備を促進します。

　現在の良好な市街地環境を守るため、適正な土地利用の維持に努めるとともに、地域住民やコミュニ

ティ組織などと連携した地域主体のまちづくりを推進します。

　地域での生活を潤いのある豊かなものとするため、地域の特徴のひとつでもある水際線の整備や活用

について、環境やレクリエーションなどの面も含め、多面的に取り組みます。

　また、開発の進展に伴う人口の増加に対応した公共公益施設の整備を進めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

地域に愛着や親しみを感じている市民の割合　 再掲

（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

78.1％
（19 年度）

80％ 85％ 90％

計画的で秩序ある市街地整備について、満足している
市民の割合　 再掲

（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

21.2％
（17 年度）

30％ 35％ 40％

住宅地で地区計画や建築協定が定められている地区の
数と面積　 再掲

（都市整備部資料）

4 地区
（20年5月）

5 地区 10 地区

20.3ha
（20年5月）

23.4ha 40.8ha

過密市街地の再整備が具体化した地区の面積
（都市整備部資料）

1 地区
（19 年度）

2 地区 3 地区

2.0ha
（19 年度）

4.1ha 5ha

■ まちづくりの目標

・ 地域住民が主体となって、合意形成の努力を重ねる。地権者の参加が必須である。期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

新町地域の市街地環境を育む3）
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■ 計画事業

42111 新橋周辺公園拠点整備事業　 プロジェクト 7 市街地開発課

事業内容
堀江 3 丁目新橋近くに確保した用地を活用し、堀江・猫実元町地区まちづくり構想に位置づけられている新橋周
辺公園拠点の整備に取り組みます。周辺に点在する文化財住宅や神社や仏閣といった歴史的建築物、境川を活か
したまちづくりなどと連携した整備について検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

用地取得
検討

検討
関係者との調整

基本計画 実施設計

44121 元町・中町散策路整備事業　 再掲 　 道路管理課

事業内容 それぞれのまちのよさにふれながら楽しく散策できるよう、元町地域や中町地域で散策路の整備を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本計画 実施計画 地域との調整 整備

44133 当代島地区旧県道（市道第１− 15 号線）再整備事業　 再掲 市街地開発課／道路管理課

事業内容
歩行空間の安全性や快適性の向上を図るため、当代島地区の旧県道（市道第１− 15 号線）について、地域住民
と意見交換しながら、現在の幅員で対応可能な道路環境の改善に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討
地元調整
整備

整備 整備 整備

①地区のよさや課題に対応した再整備

　堀江・猫実地区と当代島地区については、周辺の土地利用や市街地環境の変化を捉えながらまちづく

り構想を検証します。地区の特性や魅力、地区周辺での開発に伴う新たな課題などについて調査や研究

を進め、大掛かりな再整備ではなく、身近な改善の積み重ねによる再整備や段階的な再整備など、地域

の特性にあわせた再整備の手法や地域での合意形成のあり方などについて検討を進めます。

　浦安らしさや地域の魅力の向上を図るため、堀江・猫実元町地区まちづくり構想に位置づけられてい

る新橋周辺での公園機能の整備に向けた検討を進めます。また、地域に残された文化財や境川周辺の水

辺空間の活用など、地域のよさをまちづくりや生活のなかに活かす取り組みを進めます。

　まちづくりにあわせた道路環境の改善を図るとともに、歩行者や高齢者などに対するやさしさや環境

への配慮なども含めた、多面的な道路空間の整備について検討します。

第１次実施計画

元町らしさを活かした再整備を推進する1）
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33121 境川水辺空間整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容

C ゾーン（江川橋から東水門までの区間）については、千葉県の護岸改修と浦安市の修景整備が早期に完了する
よう取り組むとともに、周辺住民や市民の憩いの場となるよう水辺空間の活用を促進します。
B ゾーン（新橋から江川橋までの区間）については、千葉県が地盤沈下対策事業として進めている護岸改修にあ
わせ、市民の生活空間の一部となるよう護岸沿いに点在する市有地の活用や地域特性を活かした修景整備に取り
組みます。
A ゾーン（西水門から新橋までの区間）については、B ゾーンや C ゾーンとの調和の取れた修景整備について検
討します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備検討

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備実施設計

②居住環境の改善

　過密市街地の防災機能の向上や住環境の改善を図るため、猫実５丁目東地区密集住宅市街地整備促進

事業を推進し、事業の早期完成を図ります。

　また、堀江・猫実地区と当代島地区の過密市街地で市が取得した土地を活用し、広場などの整備を進

めるとともに、下水道未整備地区での下水道整備を進めます。

　幅員が４ｍに満たない狭あいな道路については、平成 15 年度に策定した補助要綱に基づき、建築物

の更新時期を捉えた拡幅を進めるとともに、過密市街地の再整備にあわせた拡幅の進め方について検討

します。

　過密市街地の再整備を推進するための代替地として活用するため、高洲地区に確保してきた都市再開

発用地を千葉県企業庁から取得します。

■ 計画事業

42121 猫実 5 丁目東地区密集住宅市街地整備促進事業 市街地開発課

事業内容 地区中央に残った街区公園と地区内道路を整備し、事業を完成します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

用地取得
地区内道路整備
街区公園整備

用地取得
地区内道路整備
街区公園整備

42122 過密市街地買収用地活用事業 市街地開発課

事業内容
過密市街地の将来の再整備の種地として取得した過密買収済地の有効活用や暫定利用について検討します。また、
地区の住環境を改善するため、過密買収済地を活用した広場などの整備に取り組みます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

広場整備 1 ヶ所
駐車場活用 2 ヶ所

広場整備１ヶ所
過密買収済地活用の検討

過密買収済地活用の検討

42123 都市再開発用地取得事業 市街地開発課

事業内容
元町地域の過密市街地の再整備を推進するため、高洲 3 丁目の戸建地区に設定されている都市再開発用地を千葉
県企業庁から取得します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

都市再開発用地の取得
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■ 主要事業

事務事業名 狭あい道路拡幅整備事業 建築指導課／道路管理課

事業内容
建築物の更新の機会を捉えた建築基準法第 42 条第 2 項に該当する道路の拡幅整備を推進するため、後退用地の
買い上げや工作物などの除却に要する費用の補助を行います。

③仮称新中通り線と周辺市街地の整備

　仮称新中通り線とその周辺市街地の再整備については、堀江・猫実Ｂ地区（堀江地区五番通りから猫

実地区みなと線までの区間）の再整備を推進するため、土地区画整理事業を実施します。

　Ａ地区（やなぎ通りからみなと線までの区間）については、Ｂ地区に続き事業に着手できるよう、ま

ちづくり協議会を立ち上げ周辺住民や関係権利者との協議調整を進めます。

　Ｃ地区（五番通りから堀江東野線（都市計画道路３・１・２号線）までの区間）については、堀江東

野線の整備の方向性や整備された場合の道路体系との整合に配慮しながら、整備の必要性について検討

します。

■ 計画事業

42131 仮称新中通り線周辺市街地整備事業
（堀江・猫実Ｂ地区土地区画整理事業）　 プロジェクト 7

まちづくり事務所

事業内容
堀江・猫実Ｂ地区約 2.1ha を対象に、土地区画整理事業を実施します。事業区域内にある市有地を有効に活用し
ながら、地区の主要な生活道路となる幅員 12 ｍの仮称新中通り線の整備や周辺市街地の再整備に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

事業認可
土地区画整理審議会設置
建物調査算定

第 1 工区 ( 猫実 ) 仮換地
指定
第 1 工区移転補償交渉

第 1 工区 ( 猫実 ) 整備
第 2 工区 ( 堀江南側 )
仮換地指定
第 2 工区移転補償交渉
境川小橋の架け替え

第 1 工区 ( 猫実 ) 整備
完了
第 2 工区 ( 堀江南側 ) 
整備
第 3 工区 ( 堀江北側 )
仮換地指定
第 3 工区移転補償交渉
境川小橋の架け替え

42132 仮称新中通り線周辺市街地整備事業（猫実Ａ地区）　 プロジェクト 7 まちづくり事務所

事業内容
猫実Ａ地区については、Ｂ地区に続き事業に着手できるよう、まちづくり協議会を立ち上げ、周辺住民や関係権
利者との協議調整を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

協議会設置
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【堀江・猫実 B 地区土地区画整理事業  計画図】
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■ 計画事業

①良好な市街地環境の保全に地域で取り組む

　地域主体のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する学習の機会や情報提供の充実に努めると

ともに、まちづくりアドバイザーの派遣など、まちづくりに取り組む市民やコミュニティ組織の活動を

支援します。

　良好な市街地環境を維持・保全するため、地域の状況に対応したまちづくりの進め方や合意形成を促

進するための仕組みづくりについて、地域とともに検討します。

　戸建住宅地区については、地区の状況にあわせた建築協定や地区計画などの都市計画の制度の活用を

進めます。集合住宅団地については、建物の適正な維持管理や大規模修繕を促進するとともに、将来の

建て替えに向けた取り組みについて、関係機関や団体などと協力しながら検討します。

　住宅を良好な状態で維持していくため、バリアフリー化や耐震改修を促進します。

41121 地域地区等検討事業　 再掲 都市計画課

事業内容
都市計画法第 6 条に基づく基礎調査や建築物動態調査をもとに、市街地環境の現状分析や基礎的データの収集を
行うとともに、市街地環境ブックを作成し、地域地区などの都市計画の検証や見直しの際の参考とします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

41221 良好なまちづくり支援事業　 再掲 都市計画課

事業内容

地区計画や建築協定、緑化協定など、地域のまちづくりに関する仕組みやルールづくりに取り組む市民主体の活
動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ相談や出前講座を開催するとともに、まちづくりの専門家をアド
バイザーとして地域に派遣します。また、まちづくりアドバイザー制度が、より使いやすい制度となるよう、運
用基準を見直します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

まちづくりアドバイザー
派遣
要綱の見直し

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

41222 まちづくり情報提供事業　 再掲 都市計画課

事業内容
地域主体のまちづくりの推進に向け、市民や地域、行政の間でまちづくりに関する情報を共有化するため、市のホー
ムページで公開している双方向型インターネット GIS を活用しながら、土地利用の動向や建築物の用途などのコ
ンテンツの充実を図ります。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

データの整理
情報提供

43221 分譲集合住宅支援事業　 再掲 住宅課

事業内容
分譲集合住宅の適正な維持管理を促進するため、アドバイザーや専門家による相談会やセミナーを開催します。
また、住生活基本計画に基づく、住宅管理組合への新たな支援策に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

セミナー、相談会の開催
支援策検討

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援
長期修繕計画の策定支援

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援
長期修繕計画の策定支援

中町地域の良好な市街地環境を保全する2）
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①計画的なまちづくりの推進

　土地利用計画に基づく計画的なまちづくりを推進し、様々なライフスタイルに対応した多様な住宅供

給を進めるとともに、地域にふさわしい業務施設や商業施設の立地を促進します。

　また、引き続き、良好な市街地環境が形成されるよう、地域での開発を土地利用計画や地区計画など

と十分整合したものとしていくため、開発段階で建築協定の締結を図るとともに、戸数配分や入居時期

などの分譲条件について、開発事業者や千葉県企業庁、都市再生機構などの関係機関と十分な調整を図

ります。

　高洲海浜公園北側の誘致施設用地については、土地利用計画の中で医療等関連機能ゾーンとして位置

づけられていることから、医療や介護、福祉なども含めた土地利用の方向性について多面的に検討します。

　すでに開発が終了している街区については、現在の良好な市街地環境を守っていくため、適正な土地

利用を維持していくための仕組みについて検討します。

　都市再生機構による浦安東土地区画整理事業の完了や千葉県企業庁の土地造成整備事業の終息が予定

されていることから、パークウェイ（明海埋立線：都市計画道路 3・3・8 号線）や４号橋りょうなど

の残された都市基盤施設の早期整備を促進します。

41121 地域地区等検討事業　 再掲 都市計画課

事業内容
都市計画法第６条に基づく基礎調査や建築物動態調査をもとに、市街地環境の現状分析や基礎的データの収集を
行うとともに、市街地環境ブックを作成し、地域地区などの都市計画の検証や見直しの際の参考とします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

建築物等動態調査
ニーズの把握

41221 良好なまちづくり支援事業　 再掲 都市計画課

事業内容

地区計画や建築協定、緑化協定など、地域のまちづくりに関する仕組みやルールづくりに取り組む市民主体の活
動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ相談や出前講座を開催するとともに、まちづくりの専門家をアド
バイザーとして地域に派遣します。また、まちづくりアドバイザー制度が、より使いやすい制度となるよう、運
用基準を見直します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

まちづくりアドバイザー
派遣
要綱の見直し

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

■ 計画事業

47132 マンション耐震改修促進事業　 再掲 建築指導課

事業内容
昭和 56 年以前に建築された分譲集合住宅の耐震化を効果的に促進するため、分譲集合住宅の耐震診断を行う住
宅管理組合に対して、診断費用の一部を助成するとともに、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度を
創設します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震改修補助制度の検討
耐震診断補助

耐震改修補助制度創設
耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

新町地域の市街地環境を育む3）
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44111 パークウェイ（都市計画道路 3・3・8 号線）整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
道路ネットワークの充実を図るため、日の出地区から高洲地区の海側に幅員 36 ｍ、延長約 1,980 ｍで都市計
画決定されているパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路 3・3・8 号線）を地区内の主要な幹線道路として
整備を促進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 整備 整備

44112 明海高洲間 4 号橋りょう整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
新町地域海側のパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路 3・3・8 号線）の整備にあわせ、明海地区と高洲地
区を結ぶ 4 号橋りょうの整備を促進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 整備 整備

②地域の魅力を高める

　地域活動の拠点やさまざまな学習機会の場となるよう、地域ニーズを捉えた公民館複合施設を高洲地

区に整備します。

　公民館や大学が立地する海辺の生活文化拠点については、生涯学習機能の充実を図るため、生涯学習

に関する今後の施策展開や日の出公民館の利用状況などを考慮しながら、日の出公民館隣接地を活用し

た施設整備について検討します。

　地域の特徴でもある水辺が身近な生活のなかで様々に活用されるよう、水際線の活用について検討し

ます。

　日の出地区に隣接する三番瀬は、東京湾に残された貴重な自然であり、地域にとっても市民にとって

も大きな財産であることから、三番瀬を環境学習やレクリエーションなどに活用していくため、干潟や

野鳥が観察できる環境学習施設を整備します。

　また、水辺と緑が一体となった魅力ある空間の創出に向け、境川や海岸線に沿って計画的に配置され

ている緑地について、千葉県企業庁による整備を促進します。

　今後、千葉県企業庁の事業終息が予定されていることから、人口の増加や開発の進展にあわせた公共

公益施設用地の計画的な取得を進めます。

23131 高洲地区公民館複合施設整備事業　 再掲 生涯学習課

事業内容 高洲地区に児童館や軽運動スペース、地域の防犯拠点などの機能を持った公民館複合施設を整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施設計
建設

建設 開設

23133 日の出公民館隣接用地取得事業　 再掲 生涯学習課

事業内容
生涯学習機能、市民活動などの充実を図るため、日の出公民館に隣接する用地を取得し、今後の施設整備につい
て検討を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

用地取得 検討

■ 計画事業
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33111 （仮称）水際線整備の基本計画策定事業　 再掲 企画政策課

事業内容
河川・海岸とその周辺の緑地・公園の一体的な整備や水辺空間の市民利用を進めるため、市民を交えた検討会を
設置し、水際線の整備や活用に関する基本計画を策定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 策定

33211 三番瀬環境学習施設整備事業　 再掲 生涯学習課

事業内容 日の出地区墓地公園付近に、用地を確保し、三番瀬の水辺環境を活用した環境学習施設を整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

用地取得 整備検討委員会の設置
設計

建設 開設

■ 主要事業

事務事業名 日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。

【新町地域の土地利用計画図】
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具体的施策

安心�して暮らせる住生活を創造する

　浦安市は、公有水面埋立事業により市域を拡大し、埋立地の計画的な開発により住宅都市として発展

してきました。これまでに、都市再生機構や民間の開発事業者などによる分譲を中心とした大規模な集

合住宅の建設や戸建住宅地開発が進められ、良好な市街地環境が形成されました。

　そのため、これまでの本市の住宅施策の多くは、埋立地開発の枠組みの中で捉えられてきましたが、

埋立地開発も概ね終息に向かいつつあることから、今後は、福祉や防災、防犯、環境といった視点も含

めた、本市の特性を捉えた住宅施策を総合的に展開していく必要があります。

　昭和 40 年代後半から 50 年代前半にかけて計画的に住宅開発が進められた地区については、開発か

ら 30 年近くが経過し建物の更新時期を迎えており、土地利用の混在や宅地の細分化など良好な街並み

に変化の兆しが見られることから、今後も現在の良好な住環境を維持していくことが求められています。

　住民の高齢化が進んでいる地区については、住宅のバリアフリー化のほか、高齢者が地域でいつまで

も元気に暮らしていくための環境づくりや、地区の人口構成を維持していくための取り組みか求められ

ています。

　また、住宅を良好な状態で引き続き維持するとともに、ライフスタイルやニーズに応じて住み続けら

れるよう、良好で多様な住宅ストックの形成とその活用が求められています。

　さらに、住宅の防犯性能の向上や環境対応など、社会状況の変化に対応した住宅の質的向上を図ると

ともに、昭和 56 年の建築基準法改正以前に建築された住宅については、耐震性の向上を図る必要があ

ります。

　本市には、これまでの都市の形成過程から中町地域と新町地域を中心に、計画的に開発された大規模

な集合住宅団地が数多くあります。このような集合住宅団地をまちの特性のひとつとして捉え、まちづ

くりのなかに活かしていく必要があります。

　住宅管理組合や自治会など、集合住宅団地を基礎的な単位としたコミュニティ組織が、防犯や防災、

緑化など、さまざまな分野で地域の課題に取り組んでいることから、住民主体の地域活動をより一層活

性化するとともに、コミュニティ組織が地域の力として、地域の他の組織や団体、行政などと連携しな

がら、地域の課題に主体的に取り組んでいくことが求められています。

　また、集合住宅を適正に管理し良好な住環境を維持していくため、住民による管理の質を高めていく

必要があります。特に、小規模な分譲集合住宅については、住宅管理組合の機能の向上を図る必要があ

ります。さらに、建設から 30 年前後経過している分譲集合住宅については、将来の建て替えに向けた

取り組みについて、検討していく必要があります。

現状と課題
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　住環境に関する基本的な計画を策定し、多様化する市民の価値観やニーズに対応するとともに、本市

の特性に対応した住宅施策や住環境づくりを総合的に展開します。

　地域の住環境や住宅性能の向上を図るため、住まいに対する様々な市民ニーズに対応するとともに、

住環境の保全や向上に関する地域主体の取り組みを支援します。

　バランスの取れた人口構成を維持しながらまちの活力を育むため、多様な世代がライフスタイルや

ニーズに応じて暮らせるよう、良質な住まいづくりや住宅市場と連携した取り組みを推進します。

課題解決のための取り組みの方向

　集合住宅団地を地域の特性のひとつとして捉え、まちづくりに活かしていくための仕組みづくりを進め

るとともに、住宅管理組合や自治会などのコミュニティ組織による地域主体の取り組みを活性化します。

　分譲集合住宅の適正な管理を促進していくため、住宅管理組合の活動を支援するとともに、将来の建

て替えに向けた支援策について、関係機関や関係団体と協力しながら検討します。

　また、小規模な分譲集合住宅や賃貸集合住宅の管理の質的向上を支援し、地域の住環境の向上を図り

ます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

これからも浦安市に住み続けたいと思っている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

69.0％
（19 年度）

75％ 80％ 85％

住宅に満足している市民の割合（価格・賃料・広さ・
設備など）

（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

38.4％
（19 年度）

40％ 45％ 50％

長期修繕計画を作成している分譲集合住宅の割合
（浦安市集合住宅実態調査概要報告書　平成 17 年 3 月）

84.4％
（16 年度）

90％ 95％ 95％

■ まちづくりの目標

集合住宅対策　　　  　　　
・所有 ( 権利 ) 主体・管理主体としての心得 ( 知識 ) の修得と所定の権利・義務の履行に努める。
ワンルームマンションへの対応　　　　　　　　　　　　　
・ ワンルームマンションの所有者は、賃借人と周辺住民で住民組織の中にマンション運営会議をつくり、周辺住民との

意思疎通を図る。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

住環境の整備に総合的に取り組む1）

集合住宅の課題に取り組む2）



235

 

安
全
都
市

都
市
像

4

■ 計画事業

43111 住生活基本計画策定事業 住宅課

事業内容
集合住宅から戸建住宅や賃貸住宅まで含めた住宅施策を、コミュニティ、環境、福祉などの様々な視点から総合
的に展開するため、住生活基本法に基づく住生活基本計画を策定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

策定

41221 良好なまちづくり支援事業　 再掲 都市計画課

事業内容

地区計画や建築協定、緑化協定など、地域のまちづくりに関する仕組みやルールづくりに取り組む市民主体の活
動を支援するため、地域の活動や要望にあわせ相談や出前講座を開催するとともに、まちづくりの専門家をアド
バイザーとして地域に派遣します。また、まちづくりアドバイザー制度が、より使いやすい制度となるよう、運
用基準を見直します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

まちづくりアドバイザー
派遣
要綱の見直し

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

まちづくりアドバイザー
派遣

①良好な住環境を守る

　多様化する市民の価値観やニーズに対応するとともに、本市の特性に対応した住宅施策を総合的に展

開するため、平成 18 年 6 月に制定された住生活基本法や千葉県住生活基本計画との整合に配慮しなが

ら、住生活基本計画を策定します。

　新町地域の住宅開発については、開発が多様な住宅ニーズに対応したものとなるよう、民間事業者に

よる開発を誘導します。

　良好な市街地環境を維持しながら、建築物の更新が図られるよう、建築協定や地区計画などの都市計

画の制度を活用するとともに、地区の特性に対応した柔軟な運用策について検討します。

　また、良好な市街地環境の保全に取り組む市民の活動を支援するため、まちづくりに関する学習機会

と情報提供の充実に努めるとともに、地区での住民相互の合意形成を促進するための新たな支援策につ

いて検討します。

第１次実施計画

②多様な住宅ニーズに応える住環境の整備

　高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住宅のバリアフリー化を促進す

るとともに、住み替えの際の支援策や賃貸住宅に入居する場合の保証人制度などについて検討します。

また、既存の良質な住宅ストックを活用していくための方策について検討します。

　住宅の確保に特に配慮が必要な世帯への住宅供給については、国による制度の見直しや社会経済情勢

の変化、本市の住宅事情などを踏まえながら、既存の公営住宅や民間の賃貸住宅の活用も含めた検討を

進めます。

住環境の整備に総合的に取り組む1）
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　住宅を良質な状態で維持するとともに、世帯構成の変化や住まいに関する多様なニーズに対応してい

くため、住宅のリフォームに関する相談や情報提供に関係機関と協力しながら取り組みます。また、市

民ニーズに対応した相談体制の充実やアドバイザーの派遣などについて検討します。

　昭和 56 年の建築基準法改正以前に建築された住宅については、耐震性の向上を図るため、耐震診断

に要する費用の一部を補助するとともに、耐震改修に要する費用の一部を補助する制度を導入します。

　また、住宅の防犯性能の向上を促すための方策について、千葉県の指針を参考にしながら検討します。

47131 木造建築物耐震改修促進事業　 再掲 建築指導課

事業内容
昭和 56 年以前に建築された木造住宅の耐震化を効果的に促進するため、耐震診断に要する費用の一部を助成す
るとともに、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度を創設します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震改修補助制度の創設
耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

47132 マンション耐震改修促進事業　 再掲 建築指導課

事業内容
昭和 56 年以前に建築された分譲集合住宅の耐震化を効果的に促進するため、分譲集合住宅の耐震診断を行う住
宅管理組合に対して、診断費用の一部を助成するとともに、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度を
創設します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震改修補助制度の検討
耐震診断補助

耐震改修補助制度創設
耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

14151 高齢者民間賃貸住宅入居支援事業　 再掲 高齢者支援課

事業内容
家賃の支払いが可能であるにもかかわらず、連帯保証人が確保できないため、民間賃貸住宅への入居に苦慮して
いる高齢者世帯に対して、住宅情報を提供するとともに、所得の低い世帯については、家賃等債務保証取扱企業
との家賃等債務保証契約を結ぶ際の費用の一部を補助します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 実施 実施 実施

■ 計画事業

■ 主要事業

事務事業名 市営住宅大規模修繕事業 住宅課

事業内容 堀江市営住宅団地 1 号棟や 2 号棟などの市営住宅について、建築から 15 年を目安に大規模修繕を実施します。

事務事業名 高齢者住宅改修費助成事業／障がい者住宅改造費用助成事業　 再掲 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
重度の身体障がい者や要介護高齢者などが暮らしやすいよう、浴室やトイレ、台所、居室、玄関などで、手すり
の取付けや段差の解消などの改修を行う際の費用の全部または一部を助成します。
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①コミュニティ組織の充実　

　計画的に開発された大規模な集合住宅団地をまちの特徴のひとつとして捉え、そこに暮らす多様な人

材やコミュニティの力が、緑化や景観、防犯や防災などまちづくりの様々な分野で活躍できるよう支援

します。また、コミュニティ組織や住宅管理組合の連携やネットワークづくりに取り組みます。

②集合住宅の適正な維持管理に取り組む

　浦安市分譲集合住宅（マンション）支援策研究会からの提言を踏まえながら、住生活基本計画を策定

します。

　市内の集合住宅の現況について把握するため、集合住宅に関する実態調査や台帳の作成などを行うと

ともに、分譲集合住宅の登録制度の活用を促進します。

　住民による管理の質を高め住宅管理組合の機能の向上を図るため、マンションライフセミナーや専門

家による相談会を開催するなど、住宅管理組合や居住者を対象とした学習機会や情報提供の充実を図る

とともに、セミナーや相談会がよりニーズを捉えたものとなるよう、テーマや実施方法を工夫します。

　また、分譲集合住宅の管理の質を高めるための新たな支援策や、小規模な分譲集合住宅の住宅管理組

合への支援策について検討するとともに、分譲集合住宅の将来の建て替えに向け、先進事例の調査や支

援策の研究を進めます。

43221 分譲集合住宅支援事業 住宅課

事業内容
分譲集合住宅の適正な維持管理を促進するため、アドバイザーや専門家による相談会やセミナーを開催します。
また、住生活基本計画に基づく、住宅管理組合への新たな支援策に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

セミナー、相談会の開催
支援策検討

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援
長期修繕計画の策定支援

セミナー、相談会の開催
バリアフリー化支援
長期修繕計画の策定支援

43222 マンション登録制度活用事業 住宅課

事業内容
市内の分譲集合住宅の現況について把握し、管理の適正化を促していくため、分譲集合住宅の登録制度の活用を
促進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

登録制度の活用支援 登録制度の活用支援 登録制度の活用支援 登録制度の活用支援

43223 集合住宅実態調査事業 住宅課

事業内容
市内の集合住宅の現況や特性について把握し、今後の住宅施策を検討するうえでの基礎資料とするため、市内の
集合住宅に関する実態調査を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

集合住宅実態調査

■ 計画事業

集合住宅の課題に取り組む2）
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43111 住生活基本計画策定事業　 再掲 住宅課

事業内容
集合住宅から戸建住宅や賃貸住宅まで含めた住宅施策を、コミュニティ、環境、福祉などの様々な視点から総合
的に展開するため、住生活基本法に基づく住生活基本計画を策定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

策定

【住宅地の開発】
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4
具体的施策

地域をつなぐ道路網の充実に取り組む

　浦安市では、公有水面埋立事業にあわせ、都市の骨格となる道路網の整備が進められ、都市計画道路

を中心とした現在の道路ネットワークが形成されました。また、中町地域と新町地域については、公有

水面埋立事業に続く市街地整備や住宅開発のなかで、地区内の幹線道路や生活道路の整備が進められま

した。道路整備については、元町地域の一部と未整備の都市計画道路を除き、概ね一定の水準で整備さ

れています。

　そのため、今後は、未整備の都市計画道路の整備を進め、自動車交通の円滑化を図るとともに、交通

量や周辺市街地の状況などを踏まえた、地区の特性にあわせた効果的な道路の整備や改良を進めていく

必要があります。

　また、元町地域については、仮称新中通り線の整備や狭あいな道路の拡幅など、過密市街地の再整備

にあわせた取り組みを進める必要があります。

　道路環境の改善については、歩行者や自転車が安全で快適に移動できるよう、市内の道路網や道路体

系を整理・構築していくなかで、歩行者や自転車に配慮したやさしい道づくりを進めていく必要があり

ます。また、移動のための空間としてだけではなく、防災機能や環境性能の向上、景観に対する配慮、

さらには、それぞれの地域がもつまちの個性を活かした整備など、様々な機能や要素を含めた道路空間

の総合的な整備が必要です。

　交通安全については、現在、全国的に交通事故が減少傾向にあるなか、千葉県については交通事故に

よる死亡者数が毎年全国上位に位置しています。本市においても東京ディズニーリゾートや鉄鋼団地が

立地していることから、幹線道路を中心に市外からの車両や大型車の通行が増加しており、交通事故の

要因のひとつとなっています。今後も車社会の進展を考えると、より一層交通安全対策の充実を図ると

ともに、交通事故の防止に向け市や警察、関係機関、市民が一体となって取り組む必要があります。

　特に、本市では、自転車が関係した交通事故の割合が比較的高いほか、ここ数年は高齢者が関係する

交通事故も増加傾向にあります。

　そのため、今後は、こどもや高齢者、自転車利用者などのいわゆる交通弱者の交通安全対策を充実す

るとともに、信号機の設置や改良、交差点の改良や自転車走行空間の安全性の向上など、道路交通環境

の改善を進める必要があります。

　路上駐車問題については、平成 18 年６月に道路交通法が改正され、警察による路上駐車の取り締ま

り方法が変更されたことから、市内の幹線道路については、路上駐車が大幅に減少しています。今後も

現在の状況が維持されるよう、これまでの取り組みを継続するとともに、状況がさらに改善されるよう、

取り締まりの強化を警察に要請していく必要があります。

現状と課題
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　改善すべき課題を地域ごとに整理し、体系的・計画的な道路整備を推進します。

　円滑な自動車交通を確保するための自動車交通ネットワークの整備に向け、市内の道路体系との整合や

周辺環境への配慮などについて検証しながら、状況の変化を踏まえた都市計画道路の整備を推進します。

　堀江東野線（都市計画道路３・１・２号線）については、東京都側から流入してくる自動車交通の処

理や接続する市内の道路体系への影響、周辺の市街地環境への影響などに配慮しながら、整備に向けた

検討を進めるとともに、整備の時期や主体などについて千葉県と協議を進めます。

　また、国道 357 号線の交通渋滞の緩和を図るため、舞浜交差点の早期立体化を関係機関に要請します。

第二東京湾岸道路については、周辺の市街地環境に十分配慮したものとなるよう、関係機関と協議を行

いながら整備を促進します。

　元町地域については、仮称新中通り線の整備や狭あいな道路の拡幅、地域の特性を活かした道路環境

の整備に取り組みます。

　それぞれの地域がもつ個性をまちづくりに活かし、コミュニティの振興を図るため、道路との連続性

をもたせた広場や空間整備に取り組みます。また、市民の健康づくりの視点や景観への配慮なども含め

た道路空間の総合的な整備に取り組みます。

　歩行空間のバリアフリー化を推進するとともに、歩行者や自転車がともに安全・安心で快適に通行で

きる道路環境の改善に取り組みます。

　また、交通安全に配慮しながら、周辺の交通量やまちづくりにあわせた交差点改良に取り組みます。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

良好な道路網が整備されていると感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

53.5％
（19 年度）

55％ 60％ 65％

歩道の段差解消など、まちのバリアフリー化が進んで
いると感じている市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

31.7％
（19 年度）

35％ 40％ 45％

都市計画道路の整備率
（都市整備部資料）

85.4％
（19 年度）

90％ 90％ 90％

■ まちづくりの目標

安全・安心で快適な道路網を整備する1）
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　安全で快適な交通環境の創出に向け、交通安全に関する諸施策を警察などの関係機関や市民、事業者

などと連携して推進します。

　こどもや高齢者、自転車利用者などの交通弱者の交通安全対策を充実するとともに、信号機の設置や

改良、交差点や自転車走行空間の安全性の向上など、道路交通環境の改善に取り組みます。

　交通事故の防止に向けた交通安全思想の普及啓発や交通安全教育を警察などの関係機関の協力を得な

がら推進します。また、市民や事業者など幅広い層の参加を得て、地域ぐるみの交通安全運動を積極的

に展開します。

　さらに、交通事故の防止や交通秩序の維持に重点を置いた取り締まりの強化を警察に要請するととも

に、路上駐車対策については、道路交通法の改正による状況の変化を踏まえた取り組みを警察などの関

係機関と連携しながら推進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

交通安全対策が整っていると感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

24.9％
（19 年度）

30％ 35％ 40％

■ まちづくりの目標

交通量、地域の実情にあわせた道路網の整備　　　  　　　
・ 幹線道路整備の必要性を理解する。
・ 南北方向に結ぶ幹線道路整備の必要性を理解する。
景観面からの道路の見直し　　　　　　　　　　　　　
・ 植栽などを整備し、道路の美観形成に沿道の民有地も協力する。道路を花いっぱいにする。
人と人とをつなぐ場所としての道路空間の整備
・ 私有地の道路に面する部分については、街全体が人間味のある一体的な空間となるように努める。
　（例、植栽の整備などの景観づくり）
・ 道路が親密な生活空間となるよう、住民同士の交流を深め、地域に対する意識を高めていく。
　（例、カフェやギャラリーとして活用するなど）
災害に強い道路づくり
・ 大地震などの災害時には、マイカーなどの利用を避ける。
交差点での交通事故をなくす
・ 歩車分離式信号に変更する理由を十分理解する。
交通弱者に配慮した、安全面からの道路の見直し
・ 市内の幅員の狭い道路について、一方通行路を増やすことで安全性を確保できる可能性がある。
　実現にあたっては沿道全地権者の同意が必要なため、市民活動による働きかけを行っていく。
・ 譲り合いのマナーを徹底し、交通安全に努める。
民間の駐車場を含む交通施設の整備
・ 民間の駐車場を整備する。
・ 駐車マナーの向上にに努める。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

交通安全対策を充実する2）
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■ 計画事業

44111 パークウェイ（都市計画道路 3・3・8 号線）整備事業 道路管理課

事業内容
道路ネットワークの充実を図るため、日の出地区から高洲地区の海側に幅員 36 ｍ、延長約 1,980 ｍで都市計
画決定されているパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路 3・3・8 号線）を地区内の主要な幹線道路として
整備を促進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 整備 整備

44112 明海高洲間 4 号橋りょう整備事業 道路管理課

事業内容
新町地域海側のパークウェイ（明海埋立線：都市計画道路 3・3・8 号線）の整備にあわせ、明海地区と高洲地
区を結ぶ 4 号橋りょうの整備を促進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 整備 整備

①自動車交通ネットワークの整備

　都市計画道路を中心とした市内の道路体系や周辺の市街地環境との整合に配慮しながら、市内外を結ぶ

自動車交通ネットワークについて検証を進め、本市の基本的な道路ネットワークの考え方を整理します。

　都市の骨格となるべき主要な幹線道路については概ね整備されていることから、残された未整備路線

の整備に取り組みます。

　新町地域と中町地域の道路ネットワークの充実を図るため、パークウェイ（明海埋立線：都市計画道

路 3・3・8 号線）や富士見港線（都市計画道路 3・3・5 号線）、境川最下流部での４号橋りょうについて、

事業主体である千葉県企業庁の整備を促進します。

　また、新町地域の土地利用計画の中で設定されている未整備の道路や明海鉄鋼通り線（都市計画道路

3・1・7 号線）から入船地区方向に接続する通称日の出道路について、事業主体である千葉県企業庁

や都市再生機構による整備を促進します。

第１次実施計画

②まちづくりや地域の特性にあわせた道路整備の推進

　地域のよさをまちづくりに活かすため、自転車やおさんぽバスを利用して散策しながらまちのよさに

ふれることができる道づくりに取り組みます。

　また、市有地を活用したポケットパークやまち庭広場の整備など、道路と沿道のオープンスペースを

結びつけた地域の集いの場となるような空間の創出に取り組みます。

　元町地域については、堀江・猫実地区の主要な生活道路として、仮称新中通り線の整備に取り組みます。

　また、堀江・猫実地区、当代島地区にある幅員が４ｍに満たない狭あいな道路については、沿道の建

安全・安心で快適な道路網を整備する1）
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■ 計画事業

44121 元町・中町散策路整備事業 道路管理課

事業内容 それぞれのまちのよさにふれながら楽しく散策できるよう、元町地域や中町地域で散策路の整備を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本計画 実施計画 地域との調整 整備

42131 仮称新中通り線周辺市街地整備事業（堀江・猫実Ｂ地区土地区画整理事業）　 再掲 まちづくり事務所

事業内容
堀江・猫実Ｂ地区約 2.1ha を対象に、土地区画整理事業を実施します。事業区域内にある市有地を有効に活用し
ながら、地区の主要な生活道路となる幅員 12 ｍの仮称新中通り線の整備や周辺市街地の再整備に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

事業認可
土地区画整理審議会設置
建物調査算定

第 1 工区 ( 猫実 ) 仮換地
指定
第 1 工区移転補償交渉

第 1 工区 ( 猫実 ) 整備
第 2 工区 ( 堀江南側 )
仮換地指定
第 2 工区移転補償交渉
境川小橋の架け替え

第 1 工区 ( 猫実 ) 整備
完了
第 2 工区 ( 堀江南側 ) 
整備
第 3 工区 ( 堀江北側 )
仮換地指定
第 3 工区移転補償交渉
境川小橋の架け替え

■ 主要事業

事務事業名 狭あい道路拡幅整備事業　 再掲 建築指導課／道路管理課

事業内容
建築物の更新の機会を捉えた建築基準法第 42 条第 2 項に該当する道路の拡幅整備を推進するため、後退用地の
買い上げや工作物などの除却に要する費用の補助を行います。

築物の更新にあわせた拡幅整備を進めるとともに、過密市街地の再整備にあわせた拡幅について検討を

進めます。

③道路環境の改善

　だれもが安心・安全・快適に移動できるよう、歩行空間のバリアフリー化を推進するため、視覚障が

い者誘導用ブロックの設置や交通バリアフリー道路特定事業計画に基づく新浦安駅周辺の歩道の改修に

取り組みます。また、電線類の地中化や市内の主な幹線道路のバリアフリー化を推進していくための方

策について検討します。

　猫実川最下流部の沈砂池周辺での歩道整備に取り組むとともに、北栄地区市道第１− 68 号線や当代

島地区旧県道（市道第１− 15 号線）の歩道改良に取り組みます。

　歩行者や自転車がともに快適に移動できるよう、幹線４号富士見側の道路改修を推進します。

　交通の円滑化による渋滞の緩和と歩行者や自転車利用者などの安全性の向上を図るため、若潮通り（美

浜鉄鋼通り線：都市計画道路３・３・10 号線）の今川橋に接続する市道の改良を行うとともに、交差

点部分の交通規制や信号制御の見直しについて関係機関と協議します。
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■ 計画事業

44131 猫実川沈砂池周辺整備事業 道路管理課

事業内容
猫実川沈砂池北栄側の交通環境の改善を図るため、千葉県による旧護岸の撤去にあわせ、市道第１− 61 号線の
歩道設置を進めるとともに、橋りょうの付け替えを行います。
また、海楽側の事業化に向けた検討を進めます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

北栄側
　橋りょう整備
　歩道整備
海楽側
　修景整備実施設計

北栄側　
　舗装打ち替え

北栄側
　家屋事後調査

海楽側
　修景整備

海楽側
　修景整備

44132 北栄地区総合交通安全モデル事業（ロードピア事業） 道路管理課

事業内容 歩行者が安全で快適に通行できるよう、北栄地区の市道第１− 68 号線の歩道を拡幅します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

市道第１-68 号線第 2 工
区整備

44133 当代島地区旧県道（市道第１− 15 号線）再整備事業 　 再掲 市街地開発課／道路管理課

事業内容
歩行空間の安全性や快適性の向上を図るため、当代島地区の旧県道（市道第１− 15 号線）について、地域住民
と意見交換しながら、現在の幅員で対応可能な道路環境の改善に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討
地元調整
整備

整備 整備 整備

44134 幹線 4 号道路環境整備事業　 道路管理課

事業内容
歩行者や自転車がより円滑に通行できるよう、歩道の段差や傾斜の緩和、解消を図るため、幹線 4 号富士見側の
車道部分と取り付け道路の交差点部分をかさ上げし、歩道とのレベル差を縮小する改修を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

第 3 工区整備 第 4 工区整備
実施設計（その 2）

第 5 工区整備 第 6 工区整備

44135 今川橋交差点改良事業 道路管理課

事業内容
境川をはさんで若潮通り今川橋に接続する市道 ( 美浜・入船側と東野・今川側 ) の幅員を拡幅し右折レーンを設
置する改良を実施します。また、交差点部分の交通規制や信号制御の見直しについて、関係機関と協議します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

交差点改良工事

44136 電線類の地中化に関する検討　 道路管理課

事業内容
電線類の地中化に関する取り組み方針について検討するとともに、主な幹線道路を対象とした候補路線の検討を
行います。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 検討 検討

13222 交通バリアフリー道路特定事業　 再掲 道路管理課

事業内容
交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、新浦安駅を中心とする半径 1.0km 圏内の重点整備区域に設定し
た特定経路のバリアフリー化を推進します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

駅前広場整備
EV 設置 ( 駅前広場側 )

境川沿い美浜・海楽側（市
道第 5-1 号線）富岡・東
野側（幹線 3 号）整備

照明・案内板設置
視覚障がい者用ブロック
設置
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13223 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業　 再掲 道路管理課

事業内容 視覚障がい者の意見を聞きながら、誘導用ブロックの設置や交差点周辺の勾配の改修を進めます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

視覚障がい者誘導用ブ
ロック設置
交差点の改修

④道路施設の適正な維持管理

　道路施設の計画的で効率的な維持補修に努めます。また、歩行者への水はねや自動車騒音の抑制など、

人や環境に配慮した道路施設の管理を推進するため、主要な幹線道路で排水性舗装を推進します。

　市民や来訪者の利便性の向上を図るとともに、市民が親しみや愛着を感じる個性あるまちづくりへの

ステップとするため、道路や交差点などの愛称募集、わかりやすいサインや案内の設置、周辺の景観に

馴染んだ道路空間の整備などについて検討します。

　整備済みの道路施設の市への移管については、道路施設ができるだけ良好な状態で移管されるよう、

千葉県企業庁や都市再生機構などの関係機関と調整を進めます。

■ 計画事業

44141 道路や交差点等の愛称募集に関する検討 道路管理課

事業内容
市民生活の最も身近で基礎的な公共施設である道路施設のうち、主要な幹線道路や交差点、橋りょうについて、
市民からアイデアを募集しながら愛称を選定していくための方針を検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施方針検討

■ 主要事業

事務事業名 幹線道路維持事業 道路管理課

事業内容
歩行者や自転車、自動車が安全で快適に通行できるよう、幹線道路を適正に維持管理します。また、車道部分で
排水性舗装を実施するなど、環境に配慮した道路施設の維持管理に取り組みます。

事務事業名 橋りょう維持補修費　 道路管理課

事業内容
橋りょうを適切に維持管理するため、点検や補修工事を実施するとともに、橋りょうの改良に向けた検討を行い
ます。

事務事業名 街灯維持管理経費／街灯新設改修事業　 道路管理課

事業内容
地区ごとの現況調査結果に基づき、街灯を老朽化の著しい地区から順次更新していきます。また、周辺の市街地
環境や道路環境にあわせた街灯の改良を進めます。
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■ 計画事業

44221 自転車安全運転条例制定事業 交通安全課

事業内容
自転車が関係した交通事故を抑制するため、自転車の安全な利用や運転マナーの向上について定めた自転車安全
運転条例を制定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

制定

44222 自転車幼児用ヘルメット普及事業 交通安全課

事業内容
自転車安全運転条例の制定にあわせ、幼児を自転車に乗せる際の安全性を向上させるため、６歳未満の幼児を対
象に幼児用ヘルメットの普及を図ります。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 実施 実施 実施

①交通安全施設の充実

　交通事故が多発する地点について、関係機関と共同で現地診断を実施し、交通事故の原因や対策など

を総合的に調査し、効果的な防止策に取り組みます。

　また、注意を促す路面表示や道路反射鏡、ガードレールの設置などの交通安全施設の充実を図ります。

信号機や横断歩道の設置や改善については、浦安警察署を通じて管理者である千葉県公安委員会に要望

します。

■ 主要事業

事務事業名 交通安全施設整備事業 交通安全課

事業内容
道路反射鏡や道路標識などの交通安全施設の充実について、浦安警察署などの関係機関と協議しながら取り組み
ます。

②交通安全思想の普及　

　市民一人ひとりが自ら進んで交通安全に取り組むよう、交通安全思想の普及啓発を図るため、警察や

交通安全団体との連携による幅広い層の市民を対象とした広報活動を充実します。

　また、こどもや高齢者といった交通弱者を交通事故から守るため、小学生や高齢者を対象とした交通

安全教室を充実するとともに、地域ぐるみの交通安全教育を推進します。

　身近で便利な交通手段として多くの人が利用している自転車については、自転車が関係した事故が増

加傾向にあることから、自転車の安全な利用や運転マナーの向上に関する条例を制定するとともに、幼

児を自転車に乗せる際の安全性の向上を図るため、幼児用ヘルメットの普及に努めます。

交通安全対策を充実する2）
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■ 主要事業

事務事業名 交通安全運動実施経費 交通安全課

事業内容
交通安全運動期間中（春･夏･秋･年末）に各種啓発活動を行い、交通安全ルールやマナーを広く市民などに PR し
ていきます。

事務事業名 交通安全教室開催等経費　 交通安全課

事業内容
保育園や小学校、高齢者向け施設などで、こどもや高齢者を対象とした交通安全教室を警察などの関係機関の協
力を得ながら開催します。

③駐車場の整備

　自動車駐車場建設資金利子補給制度を活用し、民間駐車場の整備を促進します。一定規模以上の住宅

や商業施設、業務施設などの開発については、宅地開発事業などに関する条例に基づき、事業者に対し

て必要な駐車場の整備を求めていきます。

　路上駐車対策については、市民の違法駐車や迷惑駐車に対する意識の高揚を図るとともに、悪質で危

険性の高い違反車両については、関係機関に対し取り締まりの強化を要望していきます。

■ 主要事業

事務事業名 自動車駐車場建設資金利子補給事業　 交通安全課

事業内容
自動車駐車場建設を促進するため、個人や法人などが収容台数 5 台以上の月ぎめや一時預かり駐車場を建設する
ための資金を市が指定する金融機関から借り入れた場合、利子の一部を補給します。
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5
具体的施策

地域を結ぶ都市の交通環境を整える

　浦安市には、公共交通機関として鉄道２社２路線とバス３社 21 路線があるほか、モノレール１社１

路線があり、鉄道とバスは市民生活を支える重要な交通機関であり、モノレールは、アーバンリゾート

ゾーン内の主要な交通機関となっています。

　鉄道輸送については、今後も人口の増加が見込まれることから、引き続き、通勤や通学時の混雑緩和

や利便性の向上に向け、輸送力の増強と鉄道網のさらなる充実が必要です。

　バス交通については、鉄道３駅を中心としたバス路線網が一定の水準で整備されており、市民生活に

最も身近な公共交通機関として、通勤や通学をはじめ、買い物や通院など、多くの市民に利用されてい

ます。また、今後も人口の増加が見込まれることから、バス交通に対する需要も、年々、拡大していく

ものと予想されます。

　しかし、その一方で、浦安駅周辺ではバス停留所が分散しており、現状でも利用者が不便を感じてい

ます。新浦安駅については、バス路線の新規開設に伴い、バスターミナルが過密化しています。

　また、高齢者や障がい者、こどもなどの交通弱者の移動性の向上も課題であるほか、バスの乗り継ぎ

の円滑化や運行時間の延長、定時性の確保なども求められており、これらの課題に総合的に取り組む必

要があります。

　おさんぽバス（コミュニティバス）については、市民病院線と舞浜線の運行により当初の目的は達成

していることから、今後はサービスや利便性の向上に取り組む必要があります。

　本市では、通勤や通学、買い物など生活の様々な場面で、多くの市民が自転車を利用しています。こ

れは、本市の地形が概ね平坦であることに加え、市域が 16.98km2 とコンパクトで居住地から駅までの

距離も近く、自転車利用に適した環境にあるためで、自転車は手軽で便利な交通手段として、幅広い年

齢層の市民に利用されています。

　また、最近では、地球温暖化防止や自動車排気ガスの排出抑制など、環境に関する市民の関心の高ま

りから、環境にやさしい交通手段として、利用が高まっています。

　本市では、こうした状況を捉え、これまでも市内の鉄道３駅周辺に自転車駐車場を整備してきました。

今後も住宅開発に伴う人口の増加が見込まれることから、民間事業者の取り組みも含めたさらなる自転

車駐車場の整備、利用率や利用者の利便性の向上に取り組む必要があります。

　また、自転車は、移動するための手段としてだけではなく、余暇活動や健康づくりなど、幅広い目的

で利用されていることから、日常生活のなかで自転車を利用して円滑に移動するための道路環境の整備

や、海と河川に囲まれた特徴を活かした自転車利用環境の整備など、自転車利用を進めるための環境づ

くりが求められています。

　駅周辺での放置自転車については、ここ数年、減少傾向にありますが、放置自転車の発生は、利用者

の意識の問題でもあることから、放置自転車を防止するための利用者のマナーの向上に向けた意識啓発

がより一層必要となっています。

現状と課題
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　今後のまちづくりにあわせた新しい公共交通のあり方について検討し、本市の公共交通が抱える様々

な課題に総合的に対応します。

　バス交通については、開発が終息しつつある新町地域全体を合理的にネットワークするバス路線網の

構築に取り組みます。また、鉄道３駅を中心とした現在のバス路線網に加え、駅と駅を結ぶ路線の充実

や市民ニーズにあわせた路線の設定など、バス路線のさらなる充実や再編に取り組みます。

　鉄道輸送については、鉄道網のさらなる充実や輸送力の増強に取り組むとともに、駅利用者の利便性

の向上を図るため、駅前広場や駅周辺の歩行空間のバリアフリー化を推進します。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

電車・バスなどの交通の便がよいと感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

68.7％
（19 年度）

70％ 75％ 80％

■ まちづくりの目標

鉄道輸送の充実　　　  　　　
・ 車を使わず自転車や公共交通を積極的に利用することで、市内交通がスムーズに使えるようにする。
ルート･乗り継ぎ･案内方式など、バスネットワークの整備と改善　　　　　　　　　　　　　　
・ 公共交通を積極的に利用することで、市内交通のスムーズな運行を支援する。
水上交通、LRT といった新しい公共交通の提案
・ 公共交通網の整備後は、市民は積極的に公共交通網を利用し、マイカーなどの利用を減らす努力をする。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

地域を結ぶ公共交通網を充実させる1）
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　自転車や歩行者にやさしく、環境に配慮したまちづくりを推進するため、安全で快適な自転車利用環

境の整備に取り組みます。

　河川や海岸沿いの緑地を活用して、サイクリングやジョギング、散歩などが楽しめる自転車利用環境

の整備を進めます。

　人口の増加に伴う自転車利用者の増加に対応するため、駅周辺での自転車駐車場の整備を推進すると

ともに、自転車駐車場の利用率や利用者の利便性の向上を図るため、市民ニーズにあわせた自転車駐車

場の運営や利用方法の改善に取り組みます。

　また、駅周辺での放置自転車対策として、利用者のマナーの啓発や放置自転車の撤去に努めます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

快適な自転車利用環境が整っていると感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

25.7％
（19 年度）

30％ 35％ 40％

■ まちづくりの目標

駅周辺の自転車駐車場の改善（施設の充実、利用方法の改善など）　　　  　　　
・ 自転車駐車場の利用が集中しないよう、譲り合って利用する。
・ 自転車の駐車のマナー向上に努める。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

【三駅周辺の放置自転車の状況】

自転車利用環境を整える2）
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出典：交通安全課資料
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■ 計画事業

45111 コミュニティバス運行事業 都市政策課

事業内容 おさんぽバス市民病院線と舞浜線の 2 路線を運行します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

市民病院線、舞浜線の運
行
利用率の向上

市民病院線、舞浜線の運
行
利用率の向上

市民病院線、舞浜線の運
行
利用率の向上

市民病院線、舞浜線の運
行
利用率の向上

45112 新しい公共交通のあり方に関する検討調査事業 都市政策課

事業内容
専門家や関係団体による検討組織を設置し、鉄道 3 駅を結ぶ交通ネットワークなども含めた、本市の総合的な公
共交通のあり方について検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

本市の都市交通のあり方
に関する検討

①バスや鉄道などの公共交通網の充実 

　新町地域の開発が終息しつつある状況を捉え、地域を合理的にネットワークするバス路線の再編につ

いて、バス事業者との協議を進めます。また、新浦安駅を起点とするバス路線網の拡大に対応するため、

駅前広場のバスターミナルの充実について検討します。

　おさんぽバス２路線の運行を継続するとともに、さらなる利便性の向上に努めます。

　バス利用者へのサービスの向上を図るため、バスカードシステムの活用やバス停留所の環境整備、低

床式バスの導入などのバス事業者による取り組みを支援します。また、自動車排出ガス対策を推進する

ため、バス事業者による低公害バスの導入を支援します。

　鉄道輸送については、輸送力の増強や混雑の緩和を鉄道事業者や関係機関に要望します。

　また、京葉線と他の路線との相互乗り入れによる鉄道網の充実や京葉線の悪天候時の円滑な運行の確

保について、千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟などを通じて鉄道事業者や関係機関に要望します。

　路線バスの定時性確保や輸送密度の適正化、円滑な自動車交通の確保、こどもや高齢者などの移動制

約者の移動性の向上、さらには二酸化炭素の排出量の削減による地球環境の保全など、市内の公共交通

に関する様々な課題に総合的に対応するため、これからのまちづくりにあわせた新しい公共交通のあり

方について検討します。

第１次実施計画

■ 主要事業

事務事業名 浦安市バス利用促進等総合対策補助金　 都市政策課

事業内容
バス利用者の利便性の向上を図るため、バス事業者に対し低床式バスの購入やバス路線の新設などに伴う費用の
一部を補助します。

地域を結ぶ公共交通網を充実させる1）
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■ 計画事業

45211 新浦安駅第 2 自転車駐車場増設事業 交通安全課

事業内容
新浦安駅第 2 自転車駐車場（自転車 1,330 台、原動機付自転車 90 台収容）を一部鉄骨 2 階建てに増設し、自
転車の収容台数を増やします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計 増設

45212 新浦安駅第 3 自転車駐車場増設事業 交通安全課

事業内容
新浦安駅第 3 自転車駐車場（自転車 850 台、原動機付自転車 160 台収容）を鉄骨 2 階建てに増設し、自転車
の収容台数を増やします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計
増設

①駅周辺での自転車問題に取り組む 

　新浦安駅周辺については、平成 19 年度に実施した自転車利用需要調査に基づき、自転車駐車場の配

置や今後整備が必要な収容台数などについて、新町地域の開発の終息も視野に入れた検討を行います。

駅利用者の増加に対応するため、新浦安駅第２自転車駐車場と第３自転車駐車場を増設します。

　また、浦安駅周辺については、新たな自転車駐車場を整備するための用地の確保が難しいことから、

既存施設の増設を検討します。

　放置自転車対策については、駅周辺での放置自転車の撤去を進めるとともに、管理システムを活用し

撤去した放置自転車の適正管理と保管スペースの有効活用を進めます。

■ 主要事業

事務事業名 新浦安駅第 13 自転車駐車場運営事業　 交通安全課

事業内容 新浦安駅前プラザ（マーレ）の１階と地下に設置した約 2,000 台規模の自転車駐車場を運営します。

事務事業名 自転車駐車場管理運営費　 交通安全課

事業内容 鉄道 3 駅周辺に設置した 28 ヶ所の自転車駐車場を適切に管理運営します。

事務事業名 放置自転車対策経費　 交通安全課

事業内容
放置自転車の整理・撤去に取り組むとともに、撤去した放置自転車を適正に保管するため、自転車保管場所を管
理運営します。また、放置自転車の防止に向けた啓発活動に取り組みます。

自転車利用環境を整える2）
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②自転車駐車場の利用の推進

　自転車駐車場の有効利用や利用率の向上を図るため、利用形態の見直し、案内やサインの改善、利用

料金の改定や抽選方法の改善、当選状況や空き状況に関する情報公開など、自転車駐車場の運営や利用

について総合的に見直し、改善します。

　また、自転車駐車場の利用の適正化と管理の合理化を図るとともに、自転車駐車場の防犯性の向上を

図るため、舞浜駅周辺の自転車駐車場への磁気カードなどを活用したゲート式の新たな管理システムの

導入を進めます。

■ 計画事業

45221 舞浜駅周辺地区自転車駐車場改良事業 交通安全課

事業内容
舞浜駅周辺地区の自転車駐車場について、磁気カードを利用したゲート式管理システムへの改修を進めます。平
成 19 年度に実施した舞浜第 2 自転車駐車場の運用状況を見ながら、順次、改修を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

舞浜駅第 1 自転車駐車場
改良

舞浜駅第 3 自転車駐車場
改良

③自転車利用環境の整備

　自転車の安全な利用や運転マナーの向上を図るため、自転車の安全運転に関する条例を制定します。

また、幼児を自転車に乗せる際の安全性の向上を図るため、幼児用ヘルメットの普及を図ります。

　まちのなかでの自転車利用環境の向上を図るため、自転車や歩行者が快適に通行できるよう、幹線４

号（通称：段差道路）富士見側の改修を進めます。また、自転車や歩行者が快適で安全に移動できる道

路環境の整備に向け、関係機関も交えた検討を進めます。

　舞浜海岸や新町地域の水際線で、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる緑地整備に取り組みま

す。

■ 計画事業

44221 自転車安全運転条例制定事業　 再掲 交通安全課

事業内容
自転車が関係した交通事故を抑制するため、自転車の安全な利用や運転マナーの向上について定めた自転車安全
運転条例を制定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

制定

44222 自転車幼児用ヘルメット普及事業　 再掲 交通安全課

事業内容
自転車安全運転条例の制定にあわせ、幼児を自転車に乗せる際の安全性を向上させるため、6 歳未満の幼児を対
象に幼児用ヘルメットの普及を図ります。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 実施 実施 実施



254

44134 幹線 4 号道路環境整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
歩行者や自転車がより円滑に通行できるよう、歩道の段差や傾斜の緩和、解消を図るため、幹線 4 号富士見側の
車道部分と取り付け道路の交差点部分をかさ上げし、歩道とのレベル差を縮小する改修を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

第 3 工区整備 第 4 工区整備
実施設計（その 2）

第 5 工区整備 第 6 工区整備

47221 舞浜地区海岸整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

■ 主要事業

事務事業名 日の出・明海・高洲地区の緑地整備事業　 みどり公園課

事業内容

新町地域の河川や海岸に沿って配置されている緑地について、サイクリングやジョギング、散歩も楽しめる、海
や河川と一体となった魅力あふれる水辺空間となるよう、事業主体である千葉県企業庁による整備を促進します。
また、幹線道路や墓地公園の外周に沿って配置されている緑地については、周辺の住環境と調和した整備となる
よう、千葉県企業庁による整備を促進します。

【都市計画道路とバス路線】
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6
具体的施策

日常の安全・安心�をより確かにする

　火災や病気などに対する消防体制の整備や犯罪に対する備えは、安心して日常生活を送るうえで必要

不可欠なものです。

　消防体制については、浦安市はこれまでの発展の経緯から、木造家屋が密集する地区を抱える一方で、

大規模な集合住宅団地が林立する地区や世界的なレジャーランドなどが立地することから、これまでも

こうした多様な都市の環境に対応し、地域の特性にあわせた体制の整備に努めてきました。

　今後も、世帯構成の変化や高齢化の進行、建築物の大規模化・高層化といった、社会状況や都市環境

の変化に伴う業務の複雑化・高度化に対応した体制の充実を図る必要があります。

　特に、救急については、国の法律改正により、より高度な救急処置が可能になるなど、業務を取り巻

く状況も変化しており、市民の要望も年々高まっていることから、こうした変化を踏まえた体制の充実

強化が必要です。

　また、一方で、広域化の流れも進みつつあることから、近隣自治体や関係機関との連携を強化してい

く必要があります。

　防犯については、市民が安心して生活することができる地域社会の実現をめざして、防犯を専門に担

当する部署を設けるとともに、平成 17 年 10 月 1 日に「浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関す

る条例」を施行し、地域団体を中心とした様々な施策に取り組んだ結果、犯罪発生件数は、平成 19 年

には、3,002 件まで減少（ピーク時の平成 13 年の 53％まで減少）しています。

　今後も、「自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守る」という防犯意識のもと、協働による防

犯活動をより強力に推進していく必要があります。

現状と課題
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　消防需要の増加や業務の高度化に対応するため、今後も、消防出張所の建設や車両の整備、初動体制

の確保、消防水利の増設など、地域の特性にあわせた消防力の充実を図るとともに、災害対応能力の向

上や広域的な連携の強化に努めます。

　救急需要の増加や業務の高度化に対応するため、救急救命士の養成や救急車両の整備を進めるなど、

救急救助体制の充実強化を図ります。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

消防・救急体制の整備状況に満足している市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

52.3％
（19 年度）

55％ 60％ 65％

■ まちづくりの目標

地域の特性に対応した消防体制を充実する1）
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防犯対策　　　  　　　
・  防犯活動に対する市の取り組みを市民に周知・理解してもらい、市民みずからが出来ることを考えていく必要がある。
・  市民による広報紙・チラシをつくる。市や関係機関からの防犯情報などを、地域としてどう活用するか検討・充実し

ていく。
・ 地域内での防犯情報の迅速な伝達方法を検討・充実していく。（掲示版や回覧板など）
・  常に人が行き交い、交流（井戸端会議）が行われているような環境があれば犯罪も減る。特に小学校児童の登下校時

の積極的な外出など様々な取り組みを工夫し、地域住民の目が常にあるコミュニティづくりに取り組む。
・ 「地域の防犯点検活動」など地域活動としての取り組みを充実し、意識啓発を進める。
・ 地域住民と行政が連携して、犯罪が起こりにくいコミュニティづくりを推進する。
・  自転車盗難や空き巣など、身近に起きる犯罪を地域の団体を見回り、パトロールすればその分警察の負担が減り、他

の犯罪に取り組む事ができる。
・ パトロール要員を募集するなど地域における防犯メンバーの充実を図り、体制を強化する。
・ 自転車の乗車マナー ( 無灯・危険走行 ) や駐輪時の２重ロック（チェーンロック）を呼びかける。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

　防犯に関する情報を適切に提供し、市民との協働による防犯活動をより強力に推進します。

　自治会や PTA などの地域の団体が行う自主防犯活動に対する支援や地域でのコミュニケーションの

強化を図るなど、地域における防犯活動をより効果的に行う組織づくりを推進するとともに、移動防犯

事業の拠点となる施設の整備を図ります。

　また、市民の防犯意識の高揚を目的とした事業を展開するとともに、高齢者や情報弱者への対応、地

域における防犯対策への意識の格差解消などに配慮しながら、犯罪発生情報や防犯関連情報の配信事業

を拡充します。

　さらに、犯罪が発生しやすい公共空間の安全を確保するため、地域の防犯診断を充実し危険箇所の改

善を図るとともに、特に駅周辺の犯罪抑止を目的とした防犯カメラの設置を推進します。

　また、地域主体のこどもたちへの見守り活動を支援するとともに、学校や幼稚園、保育所などのこど

もたちが多く集まる公共施設の防犯対策を強化します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

犯罪が多くなってきている、あるいは以前と変わらな
いと感じる市民の割合

（浦安市民意識調査報告書　平成 18 年 1 月）

56.4％
（17 年度）

50％ 45％ 40％

■ まちづくりの目標

防犯活動を推進する2）
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■ 計画事業

46111 消防本部・署庁舎建設事業 消防本部総務課

事業内容 消防機能の向上を図るため、高機能消防指令システムを備えた新しい消防本部・署庁舎を建設します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

建設
開設

46112 高機能消防指令システム整備事業 消防本部指令課

事業内容
出場の迅速性や現場での機動性の向上を図るため、新しい消防本部・署庁舎の建設にあわせ、高機能消防指令シ
ステムを導入します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

システム運用 システム運用 システム運用 システム運用

46113 千葉県消防救急無線共同整備・運用事業 消防本部指令課

事業内容
消防救急無線のデジタル化に対応するため、千葉県と本市を含む 31 消防本部が共同して無線設備を整備し、消
防救急無線の共同化・広域的対応を推進します。また、現在運用している移動局無線設備の更新を進めます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

無線共同化事業共同処理
機関から千葉県へ無線共
同化構築事業を委託
先行整備部分施工、基本
計画

実施設計 実施設計 基地局整備

①消防力の充実

　消防機能の向上を図るため、高機能消防指令システムを備えた消防本部・署庁舎を建設するとともに、

計画的な消防車両の更新を図ります。

　消防団活動の充実を図るため、車両や装備の更新を進めるとともに、団員の積極的な募集活動を行い

ます。また、事業所が設置する自衛消防組織の結成や育成を積極的に支援します。

　夜間路上禁煙運動などの市民の自主的な活動と連携するとともに、火災予防に関する啓発や住宅用火

災警報器の普及促進を図ります。

　現在の消防救急無線が平成 28 年 5 月 31 日までにアナログ波からデジタル波へ移行することに伴い、

財政負担の軽減と無線の県内広域運用を図るため、デジタル波への移行事業を千葉県と県内すべての消

防本部が共同で推進します。

　また、消防救急無線の共同整備と平行して、県内に２つの指令センターを設置し、消防指令業務の共

同運用を図ります。北西部では本市を含む 11 消防本部で共同指令センターを設置します。

　千葉県の広域消防相互応援協定や緊急消防援助隊の活動、市川市や東京都との応援協定に基づく相互

支援を通じ、他の消防本部や防災機関との連携を深めるとともに、災害対応能力の向上を図ります。

第１次実施計画

地域の特性に対応した消防体制を充実する1）
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■ 主要事業

事務事業名 消防団車両整備事業　 消防本部総務課

事業内容
消防団が消火活動を円滑に行うことができるよう、老朽化した車両の更新を図るとともに、消防団車両を適切に
維持管理します。

事務事業名 消防車両・資機材整備事業　 消防本部警防課

事業内容 消防力を維持し各種災害に対応していくため、常備消防車両や資機材の整備・更新を進めます。

事務事業名 消火器無償貸し出し事業　 消防本部総務課

事業内容 出火の際は初期消火が重要であることから、各世帯に消火器を無償で貸し出します。

46114 千葉県消防指令業務共同運用事業 消防本部指令課

事業内容
消防救急無線の共同整備と平行して、本市を含む県北西部 11 消防本部で共同指令センターを設置し、消防指令
業務の共同運用を図ります。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討
整備計画策定

運営に関する協議 運営に関する協議 協議会設置

②救急救助体制の充実

　人口増加やアーバンリゾートへの来訪者の増加に伴う救急需要の増加や、世帯構成の変化や病態の多

様化などに伴う業務の高度化に対応するため、高規格救急車の更新や装備・資機材の充実を図るととも

に、救急救命士の養成や薬剤投与、気管挿管の実習などを進め、救急救命体制の充実強化に取り組みます。

　事業所や自治会などを対象とした応急手当講習会を実施するとともに、消防本部主催による普通救命

講習会を開催します。

　また、救命率の向上に向け、自動体外式除細動器（AED）の普及を図るため、人が多く集まる市内の

民間施設や公共施設、事業所などへの自動体外式除細動器（AED）の設置を促進します。

■ 主要事業

事務事業名 救急救命士の養成　 消防本部警防課

事業内容
救急救命士の計画的な養成を図るとともに、薬剤投与・気管挿管研修などを実施し、救急業務の高度化に対応し
ます。

事務事業名 自動体外式除細動器（AED）普及事業　 消防本部警防課

事業内容
学校や公民館、総合体育館など、市の主要な公共施設へ AED を設置するとともに、人が多く集まる施設への設
置促進や講習会の開催など、AED の普及に努めます。
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■ 計画事業

46211 自主防犯活動支援事業 防犯課

事業内容
自治会やＰＴＡなどの地域団体、また、学生防犯委員会 V5 や NPO などの団体に対し、パトロールに必要な物
資の貸与や防犯パトロールカーの貸し出しなどの支援をします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

46212 市内見守り隊活動推進事業　 プロジェクト 4 防犯課

事業内容
地域で自主防犯活動をしている団体間の連携を図り、地域における防犯活動をより効果的に行なう「市内見守り隊」
の組織づくりを推進します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

モデル組織の設置
運営

組織の設置
運営

運営 運営

46213 移動防犯事業　 プロジェクト 4 防犯課

事業内容

市民の防犯意識の高揚を図ることを目的に、防犯相談や防犯診断、防犯訓練、防犯教室などの活動を地域に出向
き実施します。
また、事業を拡充するため人員の増員にあわせ、高洲公民館複合施設の一部を利用した防犯活動の拠点施設を開
設します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

運用 運用 運用
防犯活動拠点の開設・運営

運用
防犯活動拠点の運営

①地域防犯活動の推進

　地域団体が行う自主防犯活動のさらなる連携強化を目的として「見守り隊」の組織づくりを推進する

とともに、活動に対する物的な支援や移動防犯事業、市内巡回パトロール事業などの充実を図ります。

　また、浦安市防犯協会や浦安警察署との連携を強化し、協会のホームページや防犯かわら版、メール

配信サービスの拡充を図り、より早く、正確に、わかりやすい犯罪発生情報や防犯関連情報の配信に努

めます。

　さらに、高洲地区公民館複合施設の一部を暫定利用し、移動防犯事業などの市が行う防犯対策関係業

務に活用します。

■ 主要事業

事務事業名 市内巡回パトロール事業　 防犯課

事業内容
市民の身近な場所で発生する犯罪の抑止を目的とし、特に、路上犯罪が発生しやすい夜間や、不審者や変質者の
出没が多発する小・中学校の通学路を中心に、市内巡回パトロールを毎日実施します。

事務事業名 犯罪発生情報配信事業　 防犯課

事業内容
多くの市民に犯罪発生情報や防犯関連情報を周知するため、「防犯かわら版」や「メール配信サービス」などで情
報を提供します。

事務事業名 浦安市防犯協会運営費補助金　 防犯課

事業内容 犯罪のない明るい社会をつくることを目的として事業を行っている浦安市防犯協会を支援します。

防犯活動を推進する2）
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■ 計画事業

46221 防犯活動啓発事業 防犯課

事業内容
犯罪発生情報の配信や、防犯講習会、防犯訓練、防犯キャンペーンなどの実施や、防犯計画パンフレットを作成
し市内全戸に配布します。また、事業者の協力による犯罪抑止活動を通じ、市民の防犯意識の高揚を図り地域コミュ
ニティを強化します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

啓発活動実施
防犯計画冊子作成・全戸
配付

啓発活動実施 啓発活動実施 啓発活動実施

②犯罪が起こりにくい地域コミュニティづくり

　防犯講習会や防犯訓練、防犯講演会、各種防犯キャンペーンなどを通じ、市民の防犯意識の高揚を図

ります。

　また、犯罪のない地域社会を築くため「地域の安全は地域で守る」という防犯意識を持って、地域団

体の構成員相互や、団体間の連携を図ることによりコミュニティの強化を推進します。

■ 主要事業

事務事業名 街頭緊急通報装置整備事業　 防犯課

事業内容
犯罪が発生しやすい公共空間の安全対策として設置した「スーパー防犯灯」の運用を図るとともに、リースアウ
ト後の機器の更新を行います。

■ 計画事業

46231 公共空間犯罪対策事業 防犯課

事業内容 犯罪が発生しやすい公共空間、特に駅周辺の犯罪抑止を目的に防犯カメラを設置します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

運用
新規 5 台

運用
新規 5 台

運用
新規 5 台

運用

③防犯まちづくりの推進

　犯罪が発生しやすい公共空間の安全を確保するため、地域における防犯診断を充実し危険箇所の改善

を図ります。

　また、国道 357 号線沿いの歩道などに設置している街頭緊急通報装置の運用を図るほか、市内３駅

の周辺など、特に犯罪が多く発生している場所に防犯カメラを設置します。
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■ 計画事業

46211 自主防犯活動支援事業　 再掲 防犯課

事業内容
自治会やＰＴＡなどの地域団体、また、学生防犯委員会 V5 やＮＰＯなどの団体に対し、パトロールに必要な物
資の貸与や防犯パトロールカーの貸し出しなどを支援します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

市民主体の防犯活動の支
援

④こどもたちへの防犯対策の推進

　学校や幼稚園、保育園などこどもたちが多く集まる公共施設について、施設の改修や警備体制の強化

など、防犯対策の推進に取り組みます。また、保護者や地域住民と連携し、こどもたちの防犯対策に取

り組みます。

■ 主要事業

事務事業名 市内巡回パトロール事業　 再掲 防犯課

事業内容
市民の身近な場所で発生する犯罪の抑止を目的とし、特に、路上犯罪が発生しやすい夜間や、不審者や変質者の
出没が多発する小・中学校の通学路を中心に、市内巡回パトロールを毎日実施します。

事務事業名 学校施設等の防犯対策事業　 再掲
保育幼稚園課／青少年課
教育施設課／指導課
保健体育安全課

事業内容
小・中学校や保育園、幼稚園などについて、防犯設備の充実や防犯用具の配備を進めるとともに、防犯訓練を実
施します。また、小学校への警備員配置や小学校新入生への防犯ブザーの配布、不審者情報の各学校や関係機関
への提供協力などを行うとともに、防犯教育を推進します。

【刑法犯の認知件数】
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（件）
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計 5,339
窃盗犯

合計

出典：浦安市防犯協会 
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7
具体的施策

災害に備える

　浦安市は、三方を海と河川に囲まれた平坦な地形という地理的特性や、旧江戸川の河口に発達した低

地とその３倍に及ぶ埋立地という地盤特性から、地震や水害などの自然災害への十分な備えが必要とさ

れています。市、防災関係機関、市民や事業者が協力・連携して、市民の生命や身体、財産を保護する

ことは、まちづくりの基本的課題です。

　本市への影響や被害が想定される地震としては、東海地震やマグニチュード７クラスの首都直下型地

震の可能性が指摘されています。地震が発生した場合の被害を減らし、災害に強いまちづくりを推進す

るため、自助・共助・公助を基本とする災害対策に取り組む必要があります。

　本市は、木造家屋が密集し道路も狭あいな過密市街地を抱える地区がある一方で、計画的に開発され

た高層の集合住宅団地や大規模なテーマパーク、ホテルが立地するなど、地域ごとに多様な特性をもっ

ていることから、それぞれの特性に対応した十分な対策が必要です。

　また、地域の成熟や市民活動の広がりに伴い、災害対策についても、地域住民の主体的な取り組みが

活発になっています。今後は、より一層まちの安全を高めていくため、災害対策を取り巻く状況の変化

や地域の特性を踏まえた、多様な主体が連携した総合的な災害対策に取り組む必要があります。

　本市は、過去、たびたび水害に見舞われてきました。元町地域については、地下水の汲み上げにより

昭和 30 年代から地盤沈下が進行したため、現在でも雨水を自然に排水することが困難な状況にありま

す。

　このため、本市では千葉県や関係機関の協力を得ながら、排水機場や雨水管などの雨水排水施設の整

備に長年にわたり取り組んできました。この結果、大規模な水害は昭和 56 年の台風 24 号による被害

を最後に発生していません。

　しかし、地球規模で進む温暖化や大都市でみられるヒートアイランド現象などの影響により、高潮や

海水面の上昇、都市型の集中豪雨が発生しており、水害の危険性は以前にも増して高まっています。ま

た、新町地域については、開発の進展に伴い年々未利用地が減少しており、短時間に海や河川に排水さ

れる雨水の量が増加しています。また、河川や海岸の護岸の老朽化も進んでいます。

　このため、今後も、雨水排水施設の整備や治水機能の維持・向上を図る必要があります。

現状と課題
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　地震災害による被害を最小限に抑えていくため、自助・共助・公助を基本に、多様な主体の連携によ

る、地域主体の震災対策を展開します。

　より機能的で効果的な震災対策となるよう、防災上の課題や弱点を整理し、地域の特性に対応したき

め細かな対策を充実します。

　地震災害に強く安全な都市構造の形成に努めるとともに、防災施設の整備・強化を図ります。

　自主防災組織の機能を強化するとともに、市民や地域、行政が一体となった地域防災体制の充実強化

を図ります。

　大規模な災害が発生した際の関係機関やボランティアなどとの応援・協力体制の構築を進めるととも

に、災害時要援護者や帰宅困難者への支援、家族の安否確認なども含めた、救援・救護体制と応急・復

旧体制の充実に努めます。

課題解決のための取り組みの方向

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

災害時の安全が確保されていると感じている市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年１月）

14.4％
（19 年度）

20％ 25％ 30％

自主防災組織の組織率
（防災課資料）

96.2％
（19 年度）

97％ 97％ 97％

市が管理する橋りょうのうち、耐震補強が終了した橋
りょうの割合

（道路管理課資料）

58.0％
（19 年度）

85％ 95％ 100％

■ まちづくりの目標

自主防災組織のあり方　　　  　　　
・ 自主防災組織で勉強会を行う。
・ 行動レベルの具体的なマニュアルをつくる。
・ 実践的な訓練をしている他の組織と連携する。
平時の情報公開と防災意識の向上　　　  　　　
・ 自治会などの住民組織が市民への啓発活動を担う。
・ 災害時の行動マニュアルなどについて積極的に理解する。
災害時の情報共有の仕組み　　　  　　　
・ 受け身で待つのではなく、積極的に情報を取りに動く。
・ 建物の不燃化・耐震化の推進。
・ 個々の建物について、個人だけでなく周辺にも影響を与えることを自覚する仕組みを検討する。
防災倉庫と防災拠点のあり方　　　  　　　
・ 自主防災組織の平時の活動に防災倉庫を活用するなど、自主防災組織との連携を深める。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

地域主体の震災対策に取り組む1）
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　市民の生命や財産を水害から守るため、雨水排水能力の一層の充実強化に向け、平成 18 年度に策定

した雨水排水基本計画に基づく、効果的で効率的な雨水排水施設の整備を進めます。また、排水機場や

雨水管などの雨水排水施設の適正な維持管理に努めます。

　高潮や地震などによる水害を防ぐため、千葉県による河川や海岸の老朽化した護岸の改修を促進し、

治水機能の向上を図ります。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

洪水や高潮など、水害の不安がないと感じている市民
の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

6.6％
（17 年度）

10％ 15％ 20％

■ まちづくりの目標

治水・排水体制を充実する2）
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■ 計画事業

47111 防災条例制定事業　 プロジェクト 4 　　 防災課

事業内容
災害に強いまちづくり、地域主体の防災対策を推進するため、各主体の役割や責務を明らかにし、取り組むべき
対策の今後の方向性や基本的事項を定めた防災条例を制定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

制定

47112 地域防災計画推進事業 防災課

事業内容
地域防災計画（震災編）に位置づけた事業や取り組みを、事業効果や優先性に配慮しながら、計画的・効率的に
推進するための方策について検討します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

推進方策の検討 地域防災対策マニュアル
更新
災害対策モニタリング

地域防災対策マニュアル
更新
災害対策モニタリング

地域防災対策マニュアル
更新
災害対策モニタリング

47113 地域防災計画（風水害等編・大規模事故編）改定事業 防災課

事業内容
震災編に続き、風水害等編と大規模事故編を改定します。風水害等編については、江戸川の洪水による浸水想定
に基づき、避難場所の位置などを検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

改定

①震災対策に総合的に取り組む　

　地域防災計画（震災編）に基づき、多様な主体の連携により震災対策を総合的に推進するとともに、

自助・共助・公助の視点から、それぞれの役割が明確になるよう、市民や地域、事業者が果たすべき取

り組みについて周知します。

　災害に強いまちづくりに向け、災害対策機能の強化や地域ぐるみの防災対策を推進するため、防災条

例を制定します。

　地域防災計画に盛り込んだ各施策の実施状況を確認し、地域防災計画の内容を適宜修正するとともに、

防災施策に関する情報公開に努めます。

　防災訓練や図上訓練を通じて、千葉県や自衛隊、ライフライン機関など、関係機関との連携強化を図

ります。

　水害や大規模な事故などに対応するため、震災編に続き、地域防災計画の風水害等編と大規模事故編

を改定します。

第１次実施計画

地域主体の震災対策に取り組む1）
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■ 主要事業

事務事業名 防災訓練の実施　 防災課

事業内容
地震災害が発生した場合の対応能力を高めるため、自主防災組織や関係機関、ライフライン機関が協力して、総
合防災訓練などを実施します。

事務事業名 防災マップの配布　 防災課

事業内容
災害時の避難場所や救護所、ヘリポート、緊急輸送路などの防災施設や防災に関する情報を記載した防災マップ
を市民に配布します。

■ 計画事業

47121 災害時の避難所運営推進事業　　 教育総務課

事業内容
学校における避難所運営マニュアルモデルプランを策定し、それをもとに各学校の避難所運営マニュアルを作成
します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証
運営マニュアルの策定
訓練実施

モデル校実施
検証

拡充
（4 中学校区）

47122 福祉避難所支援物資購入事業 障がい福祉課

事業内容
障がい者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児など、避難所での生活に特に配慮が必要な市民を保護し収容する福
祉避難所に、災害時の支援物資を備蓄します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施 実施 実施

②自主防災組織の充実

　「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の基本的な考えのもと、自主防災組織の充実を図り、

地域主体の防災対策に取り組みます。

　また、地域特性に対応した取り組みを進めるため、地域の課題を整理するとともに、自主防災組織や

地域のコミュニティ組織と市、防災関係機関との連携を深めます。

　自主防災組織がより機能的で実践的な組織となるよう、防災訓練の実施や資機材の購入を進めるとと

もに、防災に関する勉強会や専門家による講演会を開催します。

　また、防災リーダーの育成など、地域主体の防災活動に対する支援策について検討するとともに、地

域の状況にあわせた自主防災組織の役割や防災備蓄倉庫の運営について検討します。

　自主防災組織のレベルアップや避難所の運営の円滑化を図るため、避難所を共有する他の自主防災組

織や地域のコミュニティ組織との協力や交流について検討します。

　また、できるだけ多くの市民が地域での防災活動に参加するよう、市民の防災意識の高揚を図るため、

啓発活動を充実するとともに、地域のコミュニティ活動の活性化に努めます。
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■ 主要事業

事務事業名 自主防災組織育成事業　 防災課

事業内容
「自分たちの地域は自分たちで守る」という防災意識の高揚を図るため、防災訓練を実施するとともに、資機材の
貸与や購入補助金の交付など、災害に備える地域住民の自主的な活動を支援します。

事務事業名 防災袋無償配布事業　 防災課

事業内容 転入してきた市民を対象に、世帯ごとに防災袋や給水袋などの防災セットを無償で配布します。

事務事業名 防災備蓄用品整備事業　 防災課

事業内容
災害時の生活必需品などの分散備蓄を図るため、防災備蓄倉庫を避難所などに整備します。また、収納する備蓄
品や資機材の更新、防災備蓄倉庫の地域での運用について検討します

【避難所位置図】
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③災害に強いまちをつくる　

　災害対策の中核拠点として、災害対策本部機能を備えた新しい市役所庁舎の建設に取り組むとともに、

情報の収集や伝達、関係機関への連絡調整、職員の参集や配備の円滑化など、災害対策本部機能を充実

します。

　また、市役所庁舎の建設にあわせ、災害時の一時避難所ともなる浦安公園を整備し、庁舎周辺の防災

機能の充実を図ります。

　地震による建築物の倒壊などの被害を防止するため、浦安市耐震改修促進計画に基づき、建築物の耐

震改修を促進します。昭和 56 年以前に建築された分譲集合住宅と木造住宅については、耐震化を効果

的に促進するため、耐震診断に要する費用の一部を助成するとともに、耐震改修工事に要する費用の一

部を助成する制度を創設します。

　元町地域の過密市街地については、仮称新中通り線と周辺市街地の整備や過密買収済地を活用した広

場整備、狭あいな道路の拡幅など、市街地の再整備や居住環境の改善にあわせた、地区の防災機能の向

上を図ります。

　大規模な地震災害が発生した際の避難路や救援物資の輸送路を確保するため、橋りょうの耐震補強を

進めるとともに、災害の際も点灯する災害非常用街灯の主要な幹線道路への設置や避難所標示板の設置

を進めます。また、災害時や緊急時の物資輸送に活用するため、緊急船着場の整備に向けた検討を進め

ます。

　ライフラインの災害対応能力の強化を関係機関に要請するとともに、下水道施設については大規模な

地震災害の場合でも一定の機能が維持されるよう、耐震対策について検討します。

　地震災害が発生した場合の飲料水を確保するため、避難所となる公共施設や大規模な集合住宅などの

受水槽への緊急遮断弁の設置を推進します。また、地震災害が発生した場合のトイレ対策として、避難

所への災害非常用トイレの整備に努めます。

47131 木造建築物耐震改修促進事業　 プロジェクト 4 　　 建築指導課

事業内容
昭和 56 年以前に建築された木造住宅の耐震化を効果的に促進するため、耐震診断に要する費用の一部を助成す
るとともに、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度を創設します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震改修補助制度の創設
耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

耐震診断補助
耐震改修補助
相談会の開催

47132 マンション耐震改修促進事業　 プロジェクト 4 　 建築指導課

事業内容
昭和 56 年以前に建築された分譲集合住宅の耐震化を効果的に促進するため、分譲集合住宅の耐震診断を行う住
宅管理組合に対して、診断費用の一部を助成するとともに、耐震改修工事に要する費用の一部を助成する制度を
創設します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震改修補助制度の検討
耐震診断補助

耐震改修補助制度創設
耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

耐震診断補助
耐震改修補助

■ 計画事業
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47133 橋りょう耐震補強事業 道路管理課

事業内容
地震災害が発生した場合の避難路や緊急物資の輸送路を確保するため、市が管理する 41 の橋りょうを対象に、
阪神淡路大震災後の耐震基準にあわせた改修を計画的に進めます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震補強工事 ( その 7)
河口橋、吹上橋 ( 上り・
下り )

耐震補強工事 ( その 8)
見明川歩道橋、見明川中
央歩道橋、北栄１号橋、
北栄 2 号橋

耐震補強工事 ( その 9)
エルシティ無名橋、ショッ
パーズ無名橋

耐震補強工事 ( その 10)
あけぼの歩道橋、あけぼ
の橋

47134 災害非常用街灯設置事業 道路管理課

事業内容
地震災害が発生した場合の避難路や緊急物資の輸送路を確保するため、主要な幹線道路に停電の際も点灯するソー
ラー蓄電方式の街灯を設置します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

幹線 9 号整備 幹線 2 号整備 ( その１) 幹線 9 号整備 ( その 2) 幹線 6 号整備
当代島地区・猫実地区整備

47135 下水道耐震対策事業 下水道課

事業内容
既存下水道施設の耐震対策に関するこれまでの検討や下水道施設の現況を踏まえ、下水道施設の耐震化を効果的・
効率的に推進していくための方策をまとめた下水道耐震対策基本計画を策定します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

耐震対策基本計画策定

47136 災害非常用トイレ整備事業 防災課

事業内容
震災時のトイレ対策として、避難所への災害非常用トイレの整備を進めるとともに、各家庭でも取り組みがなさ
れるよう、啓発に努めます

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

避難所への災害非常用ト
イレの整備

避難所への災害非常用ト
イレの整備

避難所への災害非常用ト
イレの整備

避難所への災害非常用ト
イレの整備

53211 市役所庁舎建設事業　 再掲 庁舎建設課

事業内容
市民ギャラリーや市民交流機能、防災機能を備えた、便利でだれもが利用しやすい市役所新庁舎を現在の本庁舎
の位置で建て替えます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本設計
実施設計

実施設計
建設

建設 建設

34112 浦安公園整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容
元町地域の住環境の向上を図るため、市役所第２庁舎の位置で都市計画決定されている近隣公園規模の浦安公園
を、ワークショップ形式により計画段階から市民との協働で整備します。防災機能を充実させた安全で安心な公
園として整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本計画 基本設計

■ 主要事業

事務事業名 受水槽緊急遮断装置設置補助事業　 防災課

事業内容
地震発生直後の飲料水を確保するため、水道管に直結している耐震性を有する受水槽に緊急遮断装置を設置する
ための費用の一部を補助します。

事務事業名 公共施設水道設備への緊急遮断装置設置事業　 防災課／各施設管理者

事業内容 地震発生直後の飲料水を確保するため、市の公共公益施設の受水槽への緊急遮断装置の設置を進めます。
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④災害情報の共有化　

　地域防災無線と防災行政用無線のアナログ波からデジタル波への移行に伴う、無線設備の更新を進め

ます。また、災害情報を有効に活用するため、災害情報の収集から管理、伝達までを含めた、本市の特

性にあわせた無線システムの運用について、総合的に検討します。

　災害などへの対処に時間的余裕がない緊急情報を市民に伝達するため、全国瞬時警報システム（Ｊ−

ＡＬＥＲＴ）を活用します。また、ＣＡＴＶを活用し緊急情報を提供するシステムの更新を行います。

　高齢者や障がい者など、災害の際に援助が必要な災害時要援護者について、民生委員や児童委員など

と連携し把握に努めるとともに、災害が発生した際に速やかに対応するための仕組みについて検討しま

す。

　また、家族の安否確認や帰宅困難者への情報提供、帰宅支援の方策について検討します。

■ 計画事業

47141 地域防災無線システム整備事業　　 防災課

事業内容
平成 23 年 5 月の地域防災無線（移動系）のデジタル化にあわせ、本市の特性に対応した新たな無線システムに
ついて検討するとともに、無線設備を更新します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施設計 新無線システム整備 新無線システム整備

47142 災害時要援護者支援事業 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
災害が発生した際に、災害時要援護者に対し安否確認や避難支援などが迅速に行えるよう、災害時要援護者を事
前に把握するなど、災害時の支援体制を構築します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討
実施

実施 実施 実施

66131 災害対策通信システム維持管理事業（テロップ）　 再掲 防災課

事業内容
CATV 用緊急情報提供システム（テロップ）の更新を行うとともに、様々な媒体を活用して災害情報を正確かつ
迅速に情報提供できるよう検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

更新・検討 開発
一部運用

開発
運用

運用

■ 主要事業

事務事業名 防災行政用無線整備事業　 防災課

事業内容
防災行政用無線（同報系）についても、設備の適正な維持管理に努めるとともに、将来のデジタル化や老朽化し
た設備の段階的な更新について検討します。
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⑤応急・復旧対策の充実　　

　災害の際のボランティア活動や他の地方自治体からの応援が円滑に行われるよう、協力体制の整備を

進めるとともに、災害ボランティアコーディネーターの養成などを行います。

　また、ホテルや大規模小売店、建設業者など、市内の事業所との災害時の応援に関する協定の締結を

引き続き推進します。

　アーバンリゾートゾーンについては、今後も来訪者が増えることが予想されることから、来訪者の安

全の確保や避難対策などが十分に図られるよう、関係機関と協議しながらテーマパーク運営事業者に協

力を求めていきます。

　災害発生後の混乱を速やかに収拾し市民生活を安定させるための緊急措置や、道路や護岸などの都市

基盤施設、電気、ガス、水道といった生活関連施設の円滑な復旧が図られるよう、関係機関と協力して

応急・復旧体制づくりを推進します。

　また、市民が災害からできるだけ早期に自立した生活へ戻れるよう、生活基盤の復旧や生活再建に向

けた支援策について検討します。

■ 計画事業

47151 災害時ボランティア養成事業　　 社会福祉課

事業内容
災害時の円滑な対応を図るため、災害ボランティアコーディネーターを養成するとともに、災害ボランティアセ
ンターの設置・運営マニュアルを作成します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施 実施 実施 実施

■ 主要事業

事務事業名 事業者との災害時の応援協定の締結 防災課／関係各課

事業内容
災害が発生した際の食料や飲料水などの生活物資の供給や応急復旧に関する市内事業者との応援協定の締結を進
めます。また、遠隔地の事業者との協定の締結についても検討します。
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■ 計画事業

47211 雨水排水施設整備事業　　 道路管理課

事業内容
雨水排水基本計画に基づき、雨水管や排水ポンプなどの雨水排水施設の計画的で効率的な整備に向けた検討を進
めます。また、現在の雨水排水施設の機能や能力を維持するための当面の対応として、中町地域の主要な雨水管
渠の清掃を実施します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

中町・新町地域の排水能
力向上方策の検討
国道 357 号線下管渠清
掃（東野地区）（富岡・弁
天地区）

中町・新町地域の排水能
力向上方策の検討

公共下水道事業 ( 雨水都
市排水 ) としての実施に
向けた検討（当代島・堀
江地区）

公共下水道事業 ( 雨水都
市排水 ) としての実施に
向けた検討（猫実・北栄
地区）

①雨水排水対策の充実

　雨水排水基本計画に基づき、排水能力の向上が必要な地区ごとに雨水管や排水ポンプなどの雨水排水

施設の整備について検討を進めます。また、中町地域と新町地域の排水能力を向上させるための方策に

ついて検討します。

　排水能力を維持し冠水被害を軽減するため、管渠の清掃やポンプ場の補修など、雨水排水施設を適正

に維持管理します。

■ 主要事業

事務事業名 排水機場・ポンプ場維持補修事業 道路管理課

事業内容 降雨の際の道路冠水を未然に防ぐため、雨水管の清掃や排水機場の保守点検を行います。

治水・排水体制を充実する2）
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■ 計画事業

47221 舞浜地区海岸整備事業 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

47222 旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高潮対策】） 道路管理課

事業内容
高潮や地震による水害を防止するため、千葉県が旧江戸川で高潮対策事業として実施している護岸改修にあわせ、
周辺住民や利用者のニーズにあった修景整備に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

護岸改修
修景整備
緊急船着場整備に向けた
検討

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

33121 境川水辺空間整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容

C ゾーン（江川橋から東水門までの区間）については、千葉県の護岸改修と浦安市の修景整備が早期に完了する
よう取り組むとともに、周辺住民や市民の憩いの場となるよう水辺空間の活用を促進します。
B ゾーン（新橋から江川橋までの区間）については、千葉県が地盤沈下対策事業として進めている護岸改修にあ
わせ、市民の生活空間の一部となるよう護岸沿いに点在する市有地の活用や地域特性を活かした修景整備に取り
組みます。
A ゾーン（西水門から新橋までの区間）については、B ゾーンや C ゾーンとの調和の取れた修景整備について検
討します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備検討

C ゾーン
　修景整備
B ゾーン
　護岸改修／修景整備
Ａゾーン
　修景整備実施設計

②治水能力の向上

　高潮や地震などによる水害を防止するため、千葉県が海岸高潮対策事業（都市高潮事業）として護岸

の改修を進めている旧江戸川と舞浜地区について、護岸改修にあわせ親水性豊な水辺空間整備が行われ

るよう、千葉県との協議を進めます。

　また、千葉県による地盤沈下対策事業による護岸改修が行われている境川Ｂゾーン（新橋から江川橋

までの区間）についても、護岸改修にあわせた親水性豊な水辺空間整備について、千葉県との協議を進

めます。

■ 主要事業

事務事業名 河川管理施設運営事業 道路管理課

事業内容 排水機場や水門、浄化ポンプの運転・操作を適正に行い、境川などの内水位の安定や適正な排水処理に努めます。
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多様な機能が生み出す魅力あふれる
産業都市

■

都市の魅力のひとつは、活気とにぎわいです。

　そのため、本市の特性を最大限に活かし、

レジャー機能や商業、工業、業務機能など、

様々な都市機能を兼ね備えた活力あるまち

〜多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市〜

をめざします。



　浦安市は、住宅都市としての性格を基本に、東京ディズニーリゾートや鉄鋼団地といった特色ある産

業が立地する個性豊かな都市として発展してきましたが、今後の少子高齢化の進展による生産年齢人口

の減少や経済・産業のグローバル化による構造変化など、大きな時代潮流を的確に捉えながら、長期的

な視点に立って産業育成に取り組み、今後も多様な機能が複合する都市として、持続可能な社会を形成

していく基盤づくりが求められています。

　交通の利便性が高く、三方を海や河川に囲まれた浦安市の立地特性を活かしながら、東京ディズニー

リゾートや鉄鋼団地、遊漁船などの特色ある産業や地域商業、元町地域の歴史や文化など、それぞれの

地域が持つよさや地域の豊かな人材を活かし、これらを連携させた新たな産業の形成を、内発と誘致の

両面から進めていくことが重要です。

　そのため、「産業と生活とのバランスのとれた都市」の持続的発展をめざし、多様な機能が複合する

都市を背景とした浦安の先進性がアピールできる高付加価値型産業の形成をめざして取り組んでいく必

要があります。

　また、こうした産業振興や浦安独自の市民文化と各種のまちづくりを効果的につなげ、市民自身も楽

しめる浦安独自の観光振興をめざしていくことも重要です。

　さらに、今後の人口構成や世帯構成といった地域社会の変化に対応するため、コンパクトな安全で魅

力的な生活圏の形成を進めるとともに、商業や業務、レクリエーションや生活支援、交通などの多様な

産業・都市機能が集積する都市拠点などが、有機的にネットワークされた産業と生活のバランスのとれ

た都市を形成していく必要があります。

　こうしたことから、第２期基本計画では、産業と生活のバランスのとれた多様な機能が生み出す魅力

あふれる『産業都市』の具現化をめざし、次のような視点を持って施策を展開していきます。
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多様な機能が複合する都市として持続できるよう、時代潮流を的確に捉えなが
ら長期的な視点に立って、浦安の産業を育成する施策を展開する

・ 本市の基幹産業の振興支援や基幹産業を活かした新たな
地域産業の創出・育成への発想転換と取り組みの推進

・ 高付加価値型産業の立地誘導への取り組みや新たなコ
ミュニティビジネスやスモールビジネスなど内発型産業
の創出

・地域資源を活かした市民も楽しめる都市型観光の振興
・舞浜アーバンリゾートを活かした都市型観光の振興

長期的な視点に
立った
産業の育成

1視点

産業と生活のバランスある都市構成と、市民生活を支え浦安の地域価値を高め
る拠点の形成を進める施策を展開する

・ 市民生活の拠点、浦安の産業拠点である駅周辺地区の都
市機能の充実

・ シビックセンター地区、海辺の生活文化拠点、海辺の交
歓エリアのそれぞれの拠点性に沿った機能の充実

・ それぞれの拠点を有機的につなぐ境川や主要な幹線道路
のネットワークの充実

都市拠点の形成

2視点
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現状と課題

1
具体的施策

長期的な視点に立って浦安の産業を育てる

　かつて小さな漁村に過ぎなかった浦安は、恵まれた立地条件と公有水面埋立事業による市域の拡大に

より、大規模住宅開発の展開や東京ディズニーリゾート、鉄鋼団地という特色ある産業が立地し、東京

ベイエリアの住宅都市として大きな変貌を遂げました。

　しかし、こうした約 40 年に及んだ新しいまちを建設する時代も、新町地域の一部を残すのみとなり、

終息に向かいつつあるなか、財政面でもこれまでのような右肩上がりの趨勢は転換期を迎えつつありま

す。

　浦安市の産業は、住宅都市としての性格を基本としながら、今後の少子高齢化の進展による生産年齢

人口の減少や経済・産業のグローバル化による構造変化など大きな時代潮流を適格に捉えながら、浦安

の歴史性や文化の活用、東京圏における立地の優位性、市内人材を活用した内発的な産業振興という観

点から、長期的な視点に立って産業育成に取り組み、今後とも多様な機能が複合する都市として持続で

きる社会を形成していく基盤づくりが求められています。

　就労面では、女性の社会進出の振興や障がい者の自立、中高年の再就職など、就労意欲のある市民は

増加していくことが考えられることから、今後、就業のための必要な知識、技術の習得支援を促進する

とともに、仕事と子育ての両立の支援や就業情報の提供など、市民が就業しやすい環境の整備とその支

援を関係機関と連携を図りつつ促進する必要があります。

　消費生活については、近年、経済社会はますます情報化・国際化し、消費者トラブルもこれまでにな

く複雑・多様化しています。また、食に対する不審が高まるなか、消費者が被害に合わないための知識

の普及や、正しい情報の提供がこれまで以上に求められています。

　浦安市では今後も、消費生活相談体制の拡充、適切で迅速な消費生活情報の提供や消費者教育の一層

の充実を図り、安全で安心できる消費生活の実現に努めていくことが必要です。
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　今後の少子高齢化の進展により、生産年齢人口の減少や経済・産業のグローバル化による構造変化な

ど大きな時代潮流を的確に捉えながら、今後とも多様な機能が複合する都市として持続的に発展できる

よう長期的な視点に立った産業育成に取り組みます。

　また、豊かな知識と経験や技術を持った団塊の世代や若い世代が能力を発揮し、起業できる環境の仕

組みづくりを図ります。

　商業振興については、個店の特色を活かした事業や子育て支援など地域のまちづくりと連携しながら

地元商店会の振興を図ります。

　工業振興については、周辺の住環境に配慮しながら、特別用途地区に指定した区域を中心に現在の操

業環境を維持し、鉄鋼通り、港、千鳥地区の工業ゾーンの振興を図ります。

　また、中高年の再就職や障がい者の自立支援など就労支援の向上を図るとともに、これからの産業を

支える人材に対して、市内の企業や大学などと連携し、浦安市独自のキャリア教育の推進を検討します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

法人市民税収額（法人均等割＋法人税割）
（総務省決算カード）

3,122 百万円
（17 年度）

小売業年間販売額
（商業統計調査）

136,433 百万円
（16 年度）

製造品出荷額等（従業者 4 人以上）
（工業統計調査）

103,935 百万円
（18 年度）

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

長期的な視点に立った地域産業を振興する1）

S61年度

H  3 年度

H   8 年度

H13年度

H16年度

H18年度

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

卸売・小売業

サービス業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

製造業

その他

（事業所数）

1,409 374 477
58

86

132

161

215 225

341 629

305 524

267 518

513 788

536

247

993

675

913

1,008

1,109

585

835 335

1,786

1,709

1,674

1,047

1,151

【事業所数の推移】

出典：平成 18 年事業所・企業統計調査
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　安全で安心できる消費生活を実現するため、消費生活センターの機能を向上させ、消費者が安心して

相談できる体制の確保や相談機会の拡充を進めるとともに、トラブルを未然に防止するための啓発事業

や情報提供の拡充を図り、市民が自らの判断に基づき合理的な意思決定を行い、被害を未然に防止でき

るよう消費者の自立を支援します。

　また、消費者が安全な商品を選べ、偏った情報による混乱を招かないように、正しい知識の普及を推

進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

消費生活相談の件数
（消費生活相談受付件数）

1,364 件
（19 年度）

1,500 件 1,800 件 2,000 件

安全な商品やサービスを安心して購入できることに満
足している市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年 1 月）

44.0％
（19 年度） 48％ 52％ 55％

■ まちづくりの目標

【消費生活相談の推移】

産業対策　　　  　　　
・ 市民、市職員、学識経験者からなる内発型産業開発研究会の開発
・ 内発型産業の支援策検討と実施
・ 特産品開発
・ 商店街のサービス向上
・ 商店会の魅力づくりの多面的な展開
・ 持続性のある商店会イベントの開催
・ 町おこしの先進事例の学習・交流
・ 購買キャンペーンの推進

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

消費生活を充実する2）

H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
（件）

計1,885

計 2,604

計 1,490
計 1,313 計 1,364

1.742
2,481

1.410
1.238 1.286

143

123

80
75 78

問合せ
苦情

出典：消費生活センター資料
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■ 計画事業

51111 産業振興ビジョンの改訂　 プロジェクト 8 　　 商工観光課

事業内容
生産年齢人口の減少や経済・産業のグローバル化による構造変化など大きな時代潮流を的確に捉えた産業を振興
するため、平成 15 年度に策定した産業振興ビジョンをベースに調査・研究を行い、浦安市の地域産業社会がめ
ざすべき姿や商工業の振興を図るための方策を検討します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

産業実態基礎調査
委員会設置

検討
改訂

①新たな産業ビジョンの策定

　浦安市の産業構造の特性や首都圏における立地性、市民人材の活用などの視点から、学識者や産業界

からなる検討委員会を設置し、浦安の新たな産業振興ビジョンについて検討していきます。

第１次実施計画

■ 計画事業

51121 創業支援セミナー事業　　 商工観光課

事業内容 創業を希望する市民のニーズに対応するため、創業を支援する研修を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施

51122 うらやす企業塾事業 商工観光課

事業内容
浦安の産業を支える人材を育成するため、企業のあり方や経営ノウハウに関するセミナーや講演を実施し、経営
者としての知識の習得を支援します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施

②新たな内発型産業の振興

　新しい産業を創出するため、豊かな知識と経験や技術を持った団塊の世代や若い世代が能力を活かし

た創業を支援します。

長期的な視点に立った地域産業を振興する1）
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■ 主要事業

事務事業名 まちの起業家養成事業　 再掲 　 商工観光課

事業内容 小・中学生を対象に総合学習の授業を活用するなど、起業家精神を養成します。

事務事業名 中小企業資金利子補給事業　 商工観光課

事業内容
浦安市の融資制度を利用している借入者の返済負担を軽減するために、借入利息の一部について利子補給を行い
ます。

事務事業名 商工業振興共同事業補助金　 商工観光課

事業内容
産業の振興を図るため、市内の商工業団体が共同で実施した販売促進の宣伝や広告などの事業に要する経費の一
部を助成します。

■ 計画事業

51131 商店会活性化事業　　 商工観光課

事業内容
市、大学、商店会及び商工会議所によるプロジェクトチームを結成して、商店会活性化のための調査研究を行い、
実効性、継続性のある振興策を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

研究
実施

研究
実施

研究
実施

研究
実施

11221 子育て支援パスポート事業　 再掲 こども家庭課

事業内容 市内の商店などで子育て中の家庭が様々な特典を受けることができる子育て支援パスポート制度を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討
試行

検証 実施 実施

③商業振興の推進

　元町地域の商店会を振興するため、市内の商業団体や大学と連携して商店会活性化プロジェクトチー

ムを設置し、活性化のための調査・研究を行い、個店の特色を活かした振興策を実施します。

　また、地元商店での消費の促進と子育て家庭への支援を目的に、プレミアムパスポート制度を実施し

ます。
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■ 計画事業

51151 職業相談室設置事業　　 商工観光課

事業内容 求職者の就職促進や利便性の向上を図るため、職業相談室を設置します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

改修
開設・運営

運営 運営 運営

14221 障がい者就労支援センター整備事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
市内に居住する障がい者が就労の機会や場を得られるよう支援するとともに、障がい者を雇用している事業者ま
たは雇用を希望している事業者に対し、障がい者の就労の定着を図る支援を行います。また、旧第一福祉作業所
を活用し、障がい者と事業者との架け橋となる障がい者就労支援センターを整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備
開設

14222 障がい者等就労支援施設整備事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
障がい者の就労の機会を拡大するため、働く意欲と能力を有する障がい者がその適性に応じて働ける施設を千鳥
地区余熱利用施設用地に整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 整備
開設

④既存産業と地域との交流を促進する

　鉄鋼団地を小・中学校の児童・生徒が社会科見学することにより、地域の特色ある産業である鉄鋼団

地への市民の理解を促し地域と鉄鋼団地の交流を促進します。

　また、産業の振興や地域経済の発展、市民のふるさと浦安への意識高揚を図るため、浦安市民まつり

の実施を支援します。

■ 主要事業

事務事業名 市民まつり実施事業 商工観光課

事業内容 地元経済団体や地域団体の代表などで構成する市民まつり実行委員会を設置し、市民まつりの支援を実施します。

⑤就労環境の向上

　求職者の抱える諸問題に対し、専門家（アドバイザー）を派遣して就職のため相談や助言を行い、就

労を支援します。

　また、障がい者の就労の場の充実を図り、雇用の促進に努めます。

　高齢者の雇用機会についても、シルバー人材センターの運営を支援するとともに、雇用の拡大を図り

ます。

■ 主要事業

事務事業名 就労支援事業 商工観光課

事業内容
就職を希望する市民に対して、専門の相談員（アドバイザー）を派遣して、就職に関する相談及びセミナーを実
施します。
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■ 計画事業

51122 うらやす企業塾事業　 再掲 　 商工観光課

事業内容
浦安の産業を支える人材を育成するため、企業のあり方や経営ノウハウに関するセミナーや講演を実施し、経営
者としての知識の習得を支援します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施 セミナーの実施

22241 キャリア教育の推進　 再掲 指導課

事業内容
キャリア教育推進委員会を設置し、児童・生徒の発達段階に応じた組織的、系統的なキャリア教育を推進します。
また、千葉県の事業である小学校での「ゆめ・仕事ぴったり体験」やキャリア教育推進教員養成講習と連携しながら、
より充実したキャリア教育の展開を図ります。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

調査・研究
準備

モデル校実施
（１中学校区）
検証

モデル校実施
検証

拡充
（4 中学校区）

⑥産業を支える人材育成

　これからの浦安の産業を支えるこどもたちに対し、長期的視野に立ち、勤労観を育てるキャリア教育

や起業精神の養成を行います。

　また、市内には舞浜アーバンリゾートゾーンを中心とした国際的なホテルや大規模な公設の福祉施設

があり、それらの企業などと連携を図りながら、これからの産業を支える人材に対し、観光や福祉の側

面からのキャリア教育の推進について検討します。

■ 主要事業

事務事業名 まちの起業家養成事業　 再掲 商工観光課

事業内容 小・中学生を対象に総合学習の授業を活用するなど、起業家精神を養成します。

事務事業名 雇用促進事業　 商工観光課

事業内容 高齢者や障がい者を雇用する事業主に対して、雇用促進奨励金を交付することにより雇用機会の拡大を図ります。

事務事業名 障がい者職場実習奨励事業 商工観光課

事業内容
市内に居住する障がい者を職場実習に受け入れた事業主に対し、職場実習奨励金を交付することにより、障がい
者の雇用機会の拡大を図ります。

事務事業名 障がい者福祉センター　 再掲 　 障がい福祉課

事業内容
障がい者の健康保持と生活の自立を支援するため、障がいの程度に応じた仕事の提供や自立のための生活訓練、
作業能力の向上に必要な指導や訓練、福祉的就労や一般就労に向けたコーディネートなどを行う障がい者福祉セ
ンターを運営します。

事務事業名 シルバー人材センター補助金　 再掲 　 高齢者支援課

事業内容 高齢者の雇用機会の拡大や高齢者福祉の増進を図るため、浦安市シルバー人材センターの運営を支援します。
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■ 計画事業

51211 消費生活相談事業　 消費生活センター

事業内容
消費生活相談について、仕事などにより相談できない市民のニーズに応え、窓口時間の拡充を図ります。また、
消費生活センターに来所する事が困難な高齢者や障がい者などに対応した訪問相談を実施します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

消費生活相談
訪問相談

消費生活相談
訪問相談

消費生活相談
訪問相談

消費生活相談
訪問相談

①安全で安心できる消費生活の実現

　多様化する消費者被害の未然防止と迅速な救済を図るため、消費生活相談窓口の拡充を図るとともに、

高齢者や障がい者に対応した訪問相談を実施します。

　また、自立した消費者育成のため、様々な機会を捉えた消費生活情報や学習機会の提供を図るととも

に、環境に配慮した消費者教育に努めます。あわせて、消費者団体など市民の自主的な活動を支援します。

　また、市民が安全・安心な消費生活を営むことができるよう、国や県、関係機関と連携し、事業者の

適正取引の確保に努めるとともに、消費生活モニターを育成し、その意見を消費者行政に積極的に反映

していきます。

■ 主要事業

事務事業名 消費者啓発及び育成事業 消費生活センター

事業内容 消費生活に必要な情報を様々な媒体により提供するとともに、講座などの学習機会の充実を図ります。

事務事業名 消費生活センターの移設 消費生活センター

事業内容
新庁舎建設にあわせ拠点である消費生活センターを移設し、利用しやすい施設となるよう機能充実を図りその周
知に努めます。

消費生活を充実する2）
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現状と課題

2
具体的施策

浦安の特性を活かした市民も楽しめる観光を振興する

　浦安市は東京に隣接する都市として、都市基盤施設や公益施設が整った利便の高い住宅都市として発

展してきましたが、東京ディズニーリゾートを中心とした舞浜アーバンリゾートゾーンと、かつての漁

師町だった面影を今日まで色こく伝える元町地域が隣接する特色と個性をもった都市です。

　舞浜アーバンリゾートゾーンは、年間 2,500 万人が来訪し、３万人を雇用する一大観光産業集積地

として非常に高い知名度を誇り、産業面においても市民の就業など経済的な効果も高く、市の観光産業

にとって重要なゾーンとなっています。しかしその反面、市民生活との結びつきが希薄であり、来訪者

による交通渋滞なども引き起こしています。

　また、市内の文化財住宅や郷土博物館などの文化施設や元町地域のまちなかの生活文化、さらには豊

かな水辺空間など、浦安の特性や特色についてはあまり知られていないため、これらの要素が有機的に

関連しながらまちづくりのなかで十分に活用されていない状況です。

　こうした状況を踏まえ、浦安市の観光振興を考える観点として、日常的な視点から浦安の魅力ある伝

統や歴史を掘り起こし、その資源を活かす市民自身も楽しめ、市外の人々も本市の魅力を感じて来訪す

るようになり、それにより、景気の波にも左右されない、地域に持続的な経済効果を生み出す、魅力あ

る地域産業を構築することが求められます。

　市民自身も楽しめる観光の実現には、行政だけでなく、浦安市の観光に広く携わる様々な市民や団体

と観光振興計画をもとに、役割の分担と連携を図りながら、その実現に向けた着実な取り組みを進めて

いくことが必要です。
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　行政や観光にかかわる様々な団体や組織と連携し、多くの市民が地域の魅力に興味・関心を持ち、市

民自身が楽しめ、市外の人々も浦安市の魅力を感じて来訪するような都市型観光の基盤づくりに取り組

みます。

　そのため、境川、旧江戸川、三番瀬という３つの水辺に囲まれた浦安の大きな特性を基盤に、これら

の水辺に育まれた浦安の独自性や文化施設、新旧のまち並みとそのなかに息づく生活文化などの地域資

源の活用を図り、東京ディズニーリゾートや鉄鋼団地があるエリアと浦安市の特色である釣り船や屋形

船などの観光漁業のある元町エリアとの地域資源を活かした観光振興計画事業に取り組みます。

　また、観光漁業基地構想については、観光漁業を取り巻く環境の変化を踏まえながら、その位置づけ

について今後も検討します。

　さらに、観光振興の担い手となる団体などを対象とした人材育成事業を実施します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

都市型の観光政策について、重要と考える市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 20 年 1 月）

57.4％
（19 年度）

60％ 63％ 67％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

　浦安市の観光の重点エリアの一つである舞浜アーバンリゾートゾーンは、市の観光産業にとって重要

な要素となっていることから、地域住民の生活空間との整合性を図りながら、水辺空間や観光レジャー

施設などの地域特性を活かした市民が誇れる魅力ある舞浜アーバンリゾートゾーンの構築に向けて、関

係機関と連携・協議を重ねながら取り組みます。

観光対策　　　  　　　
・ 市民自身が楽しめる観光を実現するため、地元をよく知り、浦安らしさを意識することを心がける。
・  一人ひとりの市民がまちを愛し、来訪者をあたたかく迎えることができるようなもてなしの気持ちを醸成していく。
・ 市民による「まちを美しくする運動（シティ・ビューティフル、ラブ・シティ運動）」を多面的に展開する。
・  市民・来訪者に心地良い魅力あるまち並み・まちかどをつくるためのガイドラインを市民参加により作成する。
・ 市民代表、市、ＴＤＲによる定期協議の場を設ける。
・ 市民団体、市、ＴＤＲの共催イベントを実施する。
・ 元町、中町、新町の市民が交流しながら元町の魅力を発見するイベントを実施する。

期待される市民の役割

市民会議提言書より抜粋

地域の資源を活かした都市観光を振興する1）

舞浜アーバンリゾートを振興する2）
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①都市型観光の基盤づくり

　「水辺で輝く浦安の観光まちづくり」をテーマとして、市民が楽しめる観光をめざした観光振興計画

に基づき、都市型観光プロジェクトや各種事業を関係機関と連携しながら実施します。

　また、浦安市の観光を支える人材を育成するため、ホスピタリティ醸成研修会などを実施します。

第１次実施計画

■ 計画事業

52111 観光振興計画実施事業　 プロジェクト 7 　　　 商工観光課

事業内容
市民も楽しめる観光の基盤づくりをめざして、市民と協働で観光振興計画アクションプランに位置づける各種事
業を実施します。あわせて、浦安市の観光資源や産業を内外に向けてＰＲしていきます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

観光キャンペーン事業
( ガイドブック作成・イベ
ント開催）実施

観光キャンペーン実施 観光キャンペーン実施 観光キャンペーン実施

52112 観光人材育成支援事業 商工観光課

事業内容
市内外の人々に浦安市の魅力を的確に伝え、高い志に支えられた質の高いサービスを提供できる人材として、市
内を紹介・案内するボランティアガイドなどの育成に取り組みます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

通訳ボランティア養成講座 ボランティア育成 ボランティア育成

■ 主要事業

事務事業名 観光案内所運営事業 商工観光課

事業内容
観光協会が運営する新浦安駅前プラザ（マーレ）の観光案内所において、釣り船や屋形船などの観光漁業をはじ
めとした浦安市の特色ある観光産業や市内の観光施設などに関する情報を広く提供していきます。

地域の資源を活かした都市観光を振興する1）
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浦安市民による
気づき・再発見・創出・磨き上げ

【観光振興の目標像】

ステップ1

3つの水辺に育まれた浦安市の独自性

○古くからの浦安のよさ
・水辺の生活文化
・懐かしいまち並み
・東京湾の恵み
・素朴な人と言葉
　　　　　　　……など

○新しい浦安のよさ
・臨海部の新しいまち並み
・洗練されたライフスタイル
・多様な背景を持つ人々との交流
・市民活動の活力
　　　　　　　……など

来訪者に対して誇りを持って

情報発信

来訪者にとっても

魅力となる

ステップ2

魅力ある

浦安の

まちづくり
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①舞浜アーバンリゾートゾーンと市民の関係を深める

　国内外から訪れる来訪者に向けた市内観光案内情報の提供を、関係機関との協議を進めながら検討し

ます。

　また、地域住民の生活空間との調和を図りながら、観光資源として魅力あるゾーンの形成を促進します。

■ 計画事業

47221 舞浜地区海岸整備事業　 再掲 道路管理課

事業内容
老朽化や不等沈下などにより堤防機能の低下が生じている舞浜海岸について、千葉県が海岸高潮対策事業（都市
高潮事業）として実施している護岸の改修にあわせ、ジョギングやサイクリングも楽しめる緑地の整備や修景整
備が図られるよう、関係機関と協議を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

護岸改修
修景整備

52112 観光人材育成支援事業　 再掲 商工観光課

事業内容
市内外の人々に浦安市の魅力を的確に伝え、高い志に支えられた質の高いサービスを提供できる人材として、市
内を紹介・案内するボランティアガイドなどの育成に取り組みます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

通訳ボランティア養成講座 ボランティア育成 ボランティア育成

■ 主要事業

事務事業名 観光案内所運営事業　 再掲 商工観光課

事業内容
観光協会が運営する新浦安駅前プラザ（マーレ）の観光案内所において、釣り船や屋形船などの観光漁業をはじ
めとした浦安市の特色ある観光産業や市内の観光施設などに関する情報を広く提供していきます。

【テーマパーク入場者数の推移】

舞浜アーバンリゾートを振興する2）

H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年

（千人）

25,81625,42424,766

17,459
16,507

17,300

22,047

24,820 25,473

25,210

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

出典：オリエンタルランドホームページ
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現状と課題

3
具体的施策

都市拠点の形成に取り組む

　浦安市が、魅力と活力にあふれた都市として発展していくためには、商業、業務、レクリエーション、

交通、生活支援などの多様な都市機能の集積が必要不可欠であり、バランスのとれた都市構造を形成し

ていくことが重要です。ＪＲ京葉線と東京メトロ東西線の３駅周辺地区には、これらの都市機能が集積

しており、都市の拠点を形成しています。

　また、市役所庁舎周辺のシビックセンター地区には、行政、文化、福祉の中心核としての機能が集積

しており、新町地域の海辺の生活文化拠点やシンボルロード海側に位置する海辺の交歓エリアには、そ

れぞれの立地を活かした都市機能が集積されつつあります。

　今後も、本市がバランスのとれた都市として発展していくためには、それぞれの拠点性に沿った多様

な都市機能の整備や充実が必要です。

　浦安駅周辺地区については、駅前交差点の混雑や駅前広場の狭あい化、バス停留所の分散、自転車駐

車場の不足と放置自転車の発生、歩行空間のバリアフリー化など、さまざまな問題を抱えています。こ

のため、これらの問題の解決も含めた交通機能の改善・強化や地域商業の活性化など、地域の拠点とし

てふさわしい再整備が課題となっています。

　新浦安駅周辺地区については、自転車駐車場の不足や放置自転車の増加、駅前広場の機能の低下や歩

行空間の減少、景観の悪化、バス路線の開設に伴うバスターミナルの狭あい化、バスターミナルのシェ

ルターなどの付帯施設の老朽化など、改善が必要な課題が表面化しており、今後、これらの課題に対応

していく必要があります。

　舞浜駅周辺地区については、駅開業以来、地域住民の身近な暮らしに対応した商店や利便施設が少な

いという課題を抱えています。今後は、交通機能の充実だけではなく、市民の生活拠点としての機能の

充実が求められています。

　シビックセンター地区については、消防本部・署庁舎の建て替えや老人福祉センターの東野地区への

移転が進められています。今後は、老朽化や狭あい化が進んでいる市役所庁舎のシビックセンター・コ

ア地区での建て替えや浦安公園の整備を進め、シビックセンター地区の機能を充実していく必要があり

ます。

　また、シビックセンター東野地区については、ここ数年、東野地区の一部で住宅化が進展しており、

それに伴い地区の人口が増加傾向にあることから、住環境の変化を捉えた地区の位置づけや施設整備の

あり方について検討が必要です。

　海辺の生活文化拠点については、大学や公民館が立地する地区の特性を活かした生涯学習や市民交流

の拠点地区として、機能を充実していく必要があります。

　海辺の交歓エリアについては、交流を通じた様々な生活体験が可能な魅力あふれる拠点として、整備

していくことが課題となっています。
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　様々な都市機能が集積する浦安、新浦安、舞浜の３駅周辺地区を、市民の快適で便利な生活を支え都

市の魅力を高める拠点として位置づけ、さらなる都市機能の集積や交通機能の充実を図ります。

　浦安駅周辺地区については、元町地域の拠点であると同時に、本市の商業や経済の拠点として引き続

き発展するよう、地域商業の振興や多様な都市機能の導入、交通機能の改善に取り組みます。また、地

域のよさを活かした「市民が誇りをもてるまちなか拠点の再生」を基本に、一度に多くの課題を解決す

る大規模な再整備を目指すのではなく、課題や区域ごとにできることから段階的に、ステップバイステッ

プで再整備に取り組みます。

　新浦安駅周辺地区については、現在の賑わいが維持されるよう、都市の拠点としての充実を図るとと

もに、今後も駅利用者の増加が予想されることから、自転車駐車場の整備や駅前広場の改善、駅周辺の

歩行空間のバリアフリー化など、道路・交通環境の改善に取り組みます。

　舞浜駅周辺地区については、市民の生活拠点としての機能の充実を図るため、駅周辺での民間開発を

的確に捉えた地域住民向け利便施設や商業施設の整備を誘導します。また、駅へ集散する歩行者動線機

能の充実を図るとともに、駅北口の公共用地の活用に取り組みます。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市内 3 駅周辺のまちづくりに満足している市民の割合
（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

22.5％
（17 年度）

25％ 30％ 35％

■ まちづくりの目標

課題解決のための取り組みの方向

駅周辺地区の整備に取り組む1）
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　魅力と活力にあふれた都市空間を実現し、バランスのとれた都市構造を形成するため、それぞれの拠

点性に沿った機能の整備や充実を図ります。

　シビックセンター地区については、行政機能が集中する行政、文化、福祉などの中心拠点として、よ

り魅力あふれる地区として発展するよう、適切な施設配置やオープンスペースの確保に配慮しながら、

市役所庁舎や浦安公園などの施設整備に取り組みます。

　また、東野地区については、福祉ゾーンとしての位置づけを基本に、地区で求められる機能や役割に

ついて検討を進め、地区の環境の変化を捉えた整備に取り組みます。

　海辺の市民文化拠点については、地区内での公共施設整備を進め、地域で生活する市民の身近な生活

拠点としての機能の充実を図るとともに、新たな拠点として、大学や公民館と連携した生涯学習や市民

交流機能の充実を図ります。

　海辺の交歓エリアについては、すでに立地しているホテルなどとの関連性を考慮しながら、市内の他

の産業との連携や本市唯一の自然である水際線に隣接した立地を活かした機能の導入について検討し、

人々が海とふれあいながら交流を深めることができるよう、新たな拠点として整備を推進します。

指　標 現状値 22 年度
（前期）

25 年度
（中期）

29 年度
（後期）

市役所周辺（シビックセンター地区）が行政、福祉、
文化の中心核にふさわしい整備がされていると感じて
いる市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

17.5％
（17 年度）

20％ 30％ 40％

海辺を活かした憩い、交流の場づくりについて満足し
ている市民の割合

（浦安市市民意識調査報告書　平成 18 年１月）

14.0％
（17 年度）

20％ 25％ 30％

■ まちづくりの目標

【シビックセンター図面】

魅力と活力にあふれた拠点づくりに取り組む2）
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①浦安駅周辺地区の再整備

　浦安駅周辺地区の再整備の全体像について検討するとともに、「浦安駅周辺まちづくり取り組み方針」

に沿って、民間事業者の資金やノウハウを導入した再整備に取り組みます。step1 区域での取り組みと

して、交通機能や道路環境の改善を図るとともに、駅前の拠点として必要な都市機能の導入について検

討を進めます。　

　また、現状でも対応可能な道路交通環境の改善を図るため、駅前広場の補修にあわせた歩行空間の改

修や市有地を活用した交差点改良などを step1 区域での取り組みと平行して実施します。

　自転車駐車場の整備については、浦安駅周辺では新たに用地を確保することが難しいことから、既存

施設の増設について検討を進めます。

第１次実施計画

■ 計画事業

53111 浦安駅周辺地区再整備事業　 プロジェクト 7 　　　 市街地開発課

事業内容

再整備の全体像について検討するとともに、平成 19 年 3 月に策定した「浦安駅周辺まちづくり取り組み方針」
に基づき、step1 区域で、市有地を核とした民間事業者の資金やノウハウを導入した再整備に取り組みます。バ
ス停の集約化や食い違い交差点の解消、広幅員の歩行者デッキ、やなぎ通りを横断するためのエレベーターの設置、
自転車駐車場の整備や新しい都市機能の導入など、再整備の具体化に取り組みます。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

再開発方針の検討
再整備の全体像の検討
step1 区域の整備方針の
検討

再開発方針の検討
地区計画の導入に向けた
検討
step1 区域の事業化に向
けた検討

地区計画の導入に向けた
検討
step1 区域で事業実施

step1 区域で事業実施

■ 主要事業

事務事業名 浦安駅周辺道路施設維持補修事業 道路管理課

事業内容

浦安駅周辺の道路施設について、現在の道路構成を大きく変えることなく、適切な道路の維持補修を行うなかで、
一部の歩道については現在の幅員を基本に、段差や傾斜を緩和するなどの改修を実施します。また、車道部分に
ついては、舗装の強度を上げて、わだち対策を実施するとともに、駅前広場については、環境に配慮した舗装を
実施します。

駅周辺地区の整備に取り組む1）
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②新浦安駅周辺地区の整備

　交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、駅周辺の歩行空間のバリアフリー化を進めます。

　駅前広場の維持補修を進めるなかで、駅前広場入口部分の改良や駅前広場付属設備の付け替えなどを

進めるとともに、イベントスペースを確保するなど、市民利用に配慮した広場整備を行います。

　自転車駐車場については、利用者の増加に対応するための施設整備に引き続き取り組みます。また、

自転車駐車場の配置や今後整備が必要な収容台数などについて、新町地域の開発の終息を視野に入れた

検討を行います。

　また、駅周辺に確保している都市再開発用地については、浦安駅周辺の再開発の進捗をみながら、そ

の活用策について検討します。

■ 計画事業

13222 交通バリアフリー道路特定事業　 再掲 　 道路管理課

事業内容
交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、新浦安駅を中心とする半径 1.0km 圏内の重点整備区域に設定し
た特定経路のバリアフリー化を推進します。

年次計画

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

駅前広場整備
EV 設置 ( 駅前広場側 )

境川沿い美浜・海楽側（市
道第 5-1 号線）富岡・東
野側（幹線 3 号）整備

照明・案内板設置
視覚障がい者用ブロック
設置

45211 新浦安駅第 2 自転車駐車場増設事業　 再掲 交通安全課

事業内容
新浦安駅第 2 自転車駐車場（自転車 1,330 台、原動機付自転車 90 台収容）を一部鉄骨 2 階建てに増設し、自
転車の収容台数を増やします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計 増設

45212 新浦安駅第 3 自転車駐車場増設事業　 再掲 交通安全課

事業内容
新浦安駅第 3 自転車駐車場（自転車 850 台、原動機付自転車 160 台収容）を鉄骨 2 階建てに増設し、自転車
の収容台数を増やします。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計
増設

■ 主要事業

事務事業名 新浦安駅周辺道路施設維持補修事業 道路管理課

事業内容
新浦安駅周辺の道路施設については、交通環境の改善を図るとともに、より市民利用に配慮したものとなるよう、
駅前広場部分を中心に部分的な改修を実施します。駅前広場入り口部分の車線改良やイベントスペースの確保、
バス停やタクシー乗り場のシェルターの付け替えなどを実施します。
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③舞浜駅周辺地区の整備

　アーバンリゾートゾーンの開発の進展に伴う駅利用者の増加に対応するため、駅南口東側に用地が確

保されている歩行者専用道路を整備するとともに、駅南口駅前広場の適切な維持補修に努めます。

　また、自転車駐車場の利用の適正化や防犯性能の向上を図るため、駅周辺の自転車駐車場に磁気カー

ドなどを活用したゲート式の新たな管理システムを導入します。

■ 計画事業

53131 舞浜駅南口東側歩行者専用道路整備事業　 道路管理課

事業内容 駅利用者の増加に対応するため、用地が確保されている駅南口東側の歩行者専用道路を整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

実施設計 整備

45221 舞浜駅周辺地区自転車駐車場改良事業　 再掲 交通安全課

事業内容
舞浜駅周辺地区の自転車駐車場について、磁気カードを利用したゲート式管理システムへの改修を進めます。平
成 19 年度に実施した舞浜第 2 自転車駐車場の運用状況を見ながら、順次、改修を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

舞浜駅第１自転車駐車場
改良

舞浜駅第 3 自転車駐車場
改良

■ 主要事業

事務事業名 舞浜駅周辺道路施設維持補修事業 道路管理課

事業内容
交通機能の維持や駅利用者の利便性を確保するため、舞浜駅南口駅前広場の適正な維持管理を図るとともに、必
要に応じて補修工事を実施します。
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①シビックセンター地区の整備

　耐震性や老朽化に伴う狭あい化などの問題を抱える市役所庁舎をシビックセンター・コア地区で建て

替え、市民の利便性と防災機能の向上を図ります。

　また、市役所庁舎の建て替えにあわせ、現在の総合駐車場や第２庁舎の位置に近隣公園規模の浦安公

園を整備し、地区周辺の防災機能の向上と住環境の改善を図ります。

　狭あい化している老人福祉センターについては、高齢者の生きがいや健康づくりの場、地域との交流

の場として、東野地区に移転し建て替えます。

　東野地区については、地区の人口の増加に伴う児童の増加に対応するため、（仮称）東野小学校を整

備するとともに、あわせて児童育成クラブ施設を整備します。

　障がい者の就労を支援するため、旧第一福祉作業所を活用した障がい者就労支援センターを整備しま

す。また、旧第一福祉作業所の再整備や利用者のニーズなどを踏まえた障がい者のための福祉施設を整

備します。

　また、東野地区については、小学校や障がい者福祉施設の整備のほか、給食センター第２調理場の千

鳥地区への移転も予定されていることから、地区を取り巻く状況の変化を踏まえた、今後の地区の整備

の進め方や導入すべき機能などについて検討を進めます。

■ 計画事業

53211 市役所庁舎建設事業　 庁舎建設課

事業内容
市民ギャラリーや市民交流機能、防災機能を備えた、便利でだれもが利用しやすい市役所新庁舎を現在の本庁舎
の位置で建て替えます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本設計
実施設計

実施設計
建設

建設 建設

34112 浦安公園整備事業　 再掲 みどり公園課

事業内容
元町地域の住環境の向上を図るため、市役所第 2 庁舎の位置に都市計画決定されている近隣公園規模の浦安公園
を、ワークショップ形式により計画段階から市民との協働で整備します。防災機能を充実させた安全で安心な公
園として整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

基本計画 基本設計

22412 （仮称）東野小学校整備事業　 再掲 教育施設課

事業内容 東野地区の児童増加に対応するため、（仮称）東野小学校を建設します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計 建設 開校

魅力と活力にあふれた拠点づくりに取り組む2）
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11136 （仮称）東野小学校地区児童育成クラブ整備事業　 再掲 青少年課

事業内容 （仮称）東野小学校建設にあわせ、児童育成クラブ施設を整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

設計 建設 開設

13212 老人福祉センター整備事業　 再掲 高齢者支援課

事業内容
老人福祉センター（Ｕセンター）の施設規模や機能などを見直し、高齢者の生きがいや健康づくりの場、地域と
の交流の場として東野地区に再整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備 開設

14221 障がい者就労支援センター整備事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容
市内に居住する障がい者が就労の機会や場を得られるよう支援するとともに、障がい者を雇用している事業者ま
たは雇用を希望している事業者に対し、障がい者の就労の定着を図る支援を行います。また、旧第一福祉作業所
を活用し、障がい者と事業者との架け橋となる障がい者就労支援センターを整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

整備
開設

14223 障がい者施設等整備事業　 再掲 障がい福祉課

事業内容 旧第一福祉作業所の再整備やニーズを踏まえた、障がい者のための福祉施設を東野地区に整備します。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

検討 基本計画
基本設計

実施設計
整備

整備
開設
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②海辺の生活文化拠点の整備

　生涯学習や市民交流機能の充実を図るため、日の出公民館隣接用地を取得します。また、日の出公民

館の利用状況や生涯学習に関する今後の施策展開を考慮しながら、日の出公民館隣接用地を活用した生

涯学習の拠点施設の整備について検討します。

■ 計画事業

23133 日の出公民館隣接用地取得事業　 再掲 生涯学習課

事業内容
生涯学習機能、市民活動などの充実を図るため、日の出公民館に隣接する用地を取得し、今後の施設整備につい
て検討を進めます。

年次計画
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

用地取得 検討

③海辺の交歓エリアの形成

　水辺空間を利用したやすらぎやうるおい、交流などの多彩な生活体験ができるよう、ホテルや青少年

交流活動センターなどのこれまでに集積した様々な機能との有機的な連携を考慮しながら、公園機能の

充実や緑地整備を促進するとともに、シンボルロード海側の海辺のコアゾーンを中心に、商業や水際線

関連などの多様な機能の導入を図ります。
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