
 

 

 

 

 

 

 

第３章 重点施策と実施計画事業 
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・

運用

事業内容
市民の学習意欲に応じて、自由な時間に主体的に学習できるよう自宅で学習できる動画情報の提供
やE-ラーニングの実施、さらには市民自らが講師となり、学習の成果を公表し市民相互で学習活動を
支援できるシステムの構築を進めます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

システム検討 システム構築

事業名 生涯学習支援システム構築事業 担当課 生涯学習課

視点1：市民の力・地域の力が発揮できる地域
ま ち

づくり

自分を磨く機会と場の充実

年次計画

事業番号 22501

日常生活を自立して生活できる期間いわゆる健康寿命の延伸や労働形態の弾力化により、今後、自由に
活動できる時間が増えることが見込まれています。個人の選択の機会が豊かになるなか、生活の中で楽し
み、自らを育てることができるよう、市民一人ひとりが自らの意欲と能力を磨き高めていける機会と場の充
実に取り組みます。

事業番号 担当課 生涯学習課弁天地区公民館複合施設整備事業

平成20年度平成18年度

平成18年度 平成19年度 平成20年度

基本構想
基本計画

基本設計
実施設計
用地取得

事業名

１．重点施策と実施計画事業

重点施策１

事業内容
弁天ふれあいの森公園内に、地域ニーズを捉えながら、公民館機能を併せもった複合施設の建設に
取り組みます。

22103

年次計画

平成19年度

22102 事業名 高洲地区公民館複合施設整備事業

事業内容
高洲地区において、地域ニーズを捉えながら、公民館機能を併せもった複合施設の建設に取り組みま
す。

事業番号

基本構想
基本計画

生涯学習課担当課

建設
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・

・

総合型地域スポーツクラブ設立
支援
各種スポーツ教室の運営支援

子どもから高齢者まで、様々な世代がいろいろなスポーツ活動を通じて、健康の増進や体力の向上を
図るとともに、地域の交流を深め、地域の活性化に寄与する総合型地域スポーツクラブの運営を支援
します。

平成18年度 平成19年度 平成20年度

22702 事業名 総合型地域スポーツクラブ支援事業 担当課 市民スポーツ課

日本の高度経済成長を支え、企業や地域、家族の中心として活躍されてきたいわゆる団塊の世代が2007
年(平成19年)から2009年(平成21年)にかけて退職年齢を迎えます。団塊の世代の退職は就労人口の構
造的な課題だけでなく日本の経済の大きな課題でもありますが、これから高齢者となるいわゆる団塊の世
代は、就業意欲も高く、趣味をもち学習意欲も旺盛で、従来の高齢者像とはかなり異なったものと推測さ
れます。このような団塊の世代が退職年齢を迎えるなかで、自らが中心となって地域社会にとって豊かな
暮らしの担い手として、これまで培ってきた知識や能力を発揮し活躍できるような環境づくりに取り組みま
す。

重点施策　３

シニア世代が能力を発揮できる環境づくり

地域が主役となった主体的活動への支援

事業内容

地域活動支援課

事業内容

主に団塊の世代を中心としたシニア世代の市民が、豊かな知識と経験を生かし地域でその能力が発
揮できるような仕組みづくりに取り組みます。
平成18年度に実態調査を行い、平成19年度に学識者やシニア世代の市民からなる検討会を設置し、
平成20年度からのモデル事業の実施を目指します。

事業番号

事業内容 住民相互の親睦や交流、また自治会活動の拠点となる自治会集会所を整備します。

事業名事業番号

事業番号

*****

年次計画

平成18年度

グランファースト新浦安自治会
パークシティ新浦安自治会

重点施策　２

21401 事業名 シニア世代地域活動モデル事業

年次計画

平成18年度

セレナヴィータ新浦安自治会

平成19年度

年次計画

平成19年度

実態調査 検討

担当課

平成20年度

モデル事業の実施

総合型地域スポーツクラブ設立
支援
各種スポーツ教室の運営支援

総合型地域スポーツクラブ設立
支援
各種スポーツ教室の運営支援

平成20年度

碧浜自治会
ラディアンコースト新浦安自治会

担当課 地域活動支援課自治会集会所の整備

地域社会が抱える様々な課題について、地域の多様な主体による自主的な活動への支援や、住民相互
の交流・活動の場を整備します。
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・

平成18年度 平成19年度 平成20年度

重点施策　４

自然や歴史、文化は地域の貴重な資源です。豊かな水辺や浦安の歴史と文化を今も色濃く伝える町並
み・風景は、市民はもとより市外からも高い評価を得ています。こうした地域の資源を活用した個性あるま
ちづくりに取り組みます。

地域の個性を活かしたまちづくり

平成20年度

ワークショップの開催
住民個別相談の実施
整備計画の検討
測量調査

事業番号

Ｃゾーン護岸改修の促進
Ｂゾーン護岸改修の促進

Ｃゾーン修景整備
Ｂゾーン護岸改修の促進
Ｂゾーン修景実施設計

33401 事業名 境川水辺空間整備事業

年次計画

事業番号 51202

事業内容

江川橋から東水門までのＣゾーンについては、事業の早期完了を目指して県の護岸改修を促進すると
ともに、県事業の進捗にあわせて、河川や歩道の修景整備を進めます。
新橋から江川橋までのＢゾーンについては、県の地盤沈下対策事業による護岸改修を促進するととも
に、市負担分の修景整備について、県と協議を行いながら設計作業を進めます。

Ｃゾーン修景整備
Ｂゾーン護岸改修の促進

事業内容

年次計画

まちづくり事務所

担当課

整備の緊急性が高い猫実地区のみなと線から堀江地区の５番通りまでの区間を対象に、地区別協議
会を立ち上げ、事業の具体化に向けた話し合いを行います。

事業名 担当課

平成18年度

事業内容
観光案内所を拠点とした市内の観光客の受け入れ態勢を図るため、観光ボランティアガイドの育成・
活動を支援します。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

観光ボランティア育成
観光ボランティア活動支援

観光ボランティア活動支援 観光ボランティア活動支援

事業名 観光人材育成支援事業 担当課 商工観光課

ワークショップの開催
住民個別相談の実施
整備計画の検討
測量調査

土木課

担当課 商工観光課

仮称新中通り線周辺市街地整備事業事業番号 41201

平成19年度

平成20年度

ワーキンググループ設置
検討委員会設置

観光動態調査
振興プラン策定

年次計画

平成18年度 平成19年度

ワークショップの開催
住民個別相談の実施
整備計画の検討
測量調査

事業内容
本市独自の観光施策を推進するため、関係団体や公募市民と協力しながら、観光振興プランの策定
に取り組みます。

事業番号 51201 事業名 観光振興プラン策定事業

25



事業内容
これまでの検討内容を整理し、再整備の方向性を検討するとともに、関係権利者と話し合いを進めな
がら、再整備に向けた施策や事業について検討を進めます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

まちづくり懇談会の設置・運営
駅周辺地区のまちづくりの方向
性について検討

まちづくり推進協議会の運営
再整備に向けた施策や事業の検
討

事業番号 53101 事業名 浦安駅周辺整備事業 担当課 市街地開発課
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・

年次計画

平成18年度 平成19年度

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

平成20年度

開催回数拡充（410回）
相談体制充実

開催回数拡充（430回）
相談体制充実

開催回数拡充（450回）
相談体制充実

担当課 指導課

事業内容
地域の子育て支援や交流を支援するため、市立幼稚園を地域に開放する子育てすこやか広場につい
て、開催回数を増やすとともに、保育カウンセラーを各園に派遣するなど、相談体制の充実を図りま
す。

事業番号 12202 事業名 子育てすこやか広場推進事業

身近な地域での子育て支援

既設３ヶ所
新設３ヶ所
・ポピンズナーサリー新浦安[新
浦安駅前プラザ(マーレ)]
・しおかぜ保育園
・入船北保育園

６ヶ所で実施 ６ヶ所で実施

保育課

事業内容
身近な地域で子育て支援を推進するため、市内６ケ所の地域子育て支援センターで、子どもと保護者
の交流の場や相談・情報の提供を行い、地域の子育て家庭に対する育児支援に取り組みます。

事業番号 主要事業 事業名 地域子育て支援センター運営事業 担当課

視点２：未来を担う浦安っ子を育む地域
ま ち

づくり

少子化・核家族化の進行により、家庭における保育機能の低下や近隣関係の希薄さなどから、育児に対する
不安や悩みを抱える親や地域で孤立する家庭が増えています。そのため、身近な地域で安心して子育てがで
きる環境の充実に取り組むとともに、保育園と幼稚園を一体として捉えた「総合施設」について、今後、検討を
進めます。

重点施策　５

年次計画

平成18年度 平成19年度

担当課 保育課

事業内容
子育ての負担感や育児不安の解消を図り、子育てに関する地域ぐるみの社会的支援の充実を図るた
め、旧濱野医院で引き続き実施するとともに、平成19年度に２ヶ所目のつどいの広場を増設します。

事業番号 12201 事業名 つどいの広場整備事業

平成20年度

１ヶ所 ２ヶ所 ２ヶ所
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・

・

・

事業内容
児童・生徒、園児の安全を確保するため、防犯訓練の実施や学校施設、園舎の改修などの防犯対策
を進めるとともに、保護者やＰＴＡなどと協力・連携を図り、地域ぐるみの取り組みを進めます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

各小学校に警備員を配置
全児童に防犯ブザーを無償配布
保育園、児童育成クラブの門扉
やフェンスの改修
幼稚園にカメラ付インターフォン
を設置

各小学校に警備員を配置
小学校新入生に防犯ブザーを無
償配布

各小学校に警備員を配置
小学校新入生に防犯ブザーを無
償配布

近年、学校への不審者の侵入事件や通学時における事件が発生しており、なかには児童や教職員が被
害に巻き込まれる深刻な事件も発生しています。市では、こうした事件の発生を受け、これまで学校や幼
稚園、保育園に防犯備品の配備を進めてきましたが、今後は、保護者や地域などとの連携を図りながら、
より一層の子どもたちの防犯対策に取り組みます。

事業番号 43302 事業名 子どもたちへの防犯対策の推進 担当課
保育課／教育総務課
／教育施設課/指導課
／青少年課

平成18年度 平成19年度

子どもの緊急の病気に早期に対応するため、関係機関の協力を得ながら小児初期救急診療の体制を整
備します。

平成20年度

実施 実施 実施

担当課 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・祭日の昼間に小児科医師が急病診療所に常駐し、急病の
子どもの初期救急医療を行います。

年次計画

事業番号 11202 事業名 小児初期救急診療運営事業

近年、児童虐待が社会問題化しており、本市においても、子どもと家庭に関する相談件数や児童虐待対
応件数も増加傾向にあります。子どもたちの人権を守り、健全な発達を支援していけるよう、関係機関など
との連携を図り、児童虐待防止のための体制を強化します。

事業番号

子どもを守る環境づくり

年次計画
要保護児童対策地域協議会運
営
意識啓発の推進

要保護児童対策地域協議会運
営
意識啓発の推進

平成18年度 平成19年度 平成20年度

重点施策　６

担当課 子育て家庭課

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密接に連携をとりながら、虐待
を受けている子どもの早期発見や保護に努めます。また、虐待防止に関する意識啓発や家族全体へ
の援助など、総合的・包括的な対策を推進します。

12215 事業名 児童虐待対策推進事業

要保護児童対策地域協議会運
営
意識啓発の推進
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・

多様な保育サービスの充実

保護者の就労機会の増大や就労形態の多様化などによる保育需要の高まりに対応するため、これまで集
中的に保育園整備に取り組んできました。その結果、平成18年度当初には、待機児童数を上回る保育園
の定員を確保できる見通しですが、今後も民間活力を導入しながら、多様な保育サービスの提供に取り組
みます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

ポピンズナーサリー新浦安
[新浦安駅前プラザ(マーレ)]
・一時保育
・休日保育
・病後児保育
しおかぜ保育園
・一時保育

事業内容
認可私立保育園の運営を支援し、休日保育や一時保育のほか市内２ヶ所目となる病後児保育を実施
します。

事業番号 ***** 事業名 休日保育等推進事業

ポピンズナーサリー新浦安
[新浦安駅前プラザ(マーレ)]
・一時保育
・休日保育
・病後児保育
しおかぜ保育園
・一時保育

ポピンズナーサリー新浦安
[新浦安駅前プラザ(マーレ)]
・一時保育
・休日保育
・病後児保育
しおかぜ保育園
・一時保育

重点施策　７

担当課 保育課

担当課 保育課

事業内容 猫実保育園を再整備し、保育環境の改善を図ります。

事業番号 12206 事業名 猫実保育園再整備事業

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

基本計画
基本設計

実施設計
仮設園舎の建設

建設

担当課 子育て家庭課

事業内容
保護者の疾病や出産、看護、冠婚葬祭、出張などの一時的な理由により、家庭での育児が困難になっ
た児童を対象に、施設での短期預かりを実施します。

事業番号 12207 事業名 子育て短期支援(ショートステイ)事業

平成20年度

実施 実施 実施年次計画

平成18年度 平成19年度
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・

・

子どもたちや青少年の育成・交流の場づくり

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

青少年交流施設運営事業
青少年交流活動センター(うら・ら
めーる)運営事業
浦安市民水源の森活用事業

青少年交流施設運営事業
青少年交流活動センター(うら・ら
めーる)運営事業
浦安市民水源の森活用事業

青少年交流施設運営事業
青少年交流活動センター(うら・ら
めーる)運営事業
浦安市民水源の森活用事業

事業内容

青少年の交流活動を推進するため、新浦安駅前プラザ(マーレ)に新浦安カルチャープラザを開設しま
す。また、平成17年12月にオープンした青少年交流活動センター(うら・らめーる)や高崎市(旧倉渕村)
に設置した浦安市民水源の森を活用し、市内外の青少年との交流や団体生活を通じて、青少年の健
全な育成を図ります。

事業番号
22401
22402
31206

事業名 青少年交流活動推進事業

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

開設
・明海南小学校地区
・高洲北小学校地区
新設
・入船南小学校地区
分室整備・増設
・浦安小学校地区
・南小学校地区
・北部小学校地区

移設
・北部小学校地区

事業内容

施設の老朽化や狭隘化が進んでいるクラブの新設や増築を行ないます。
平成18年度は明海南小学校地区、高洲北小学校地区の児童育成クラブを開設します。また、入船南
小学校地区児童育成クラブの新設、南小学校地区児童育成クラブの分室の整備、浦安小学校地区児
童育成クラブの増築を行います。また、平成20年に北部小学校の増築棟に北部小学校地区児童育成
クラブを移設します。

事業番号 ***** 事業名 児童育成クラブ整備事業 担当課

青少年の健全な育成を図るため、青少年の交流活動や学習活動を推進します。

平成18年度

青少年課

担当課 青少年課

事業内容
児童の居場所づくりや子育て支援を図るため、学校施設の開放や児童館整備などの子どもたちの新し
い活動拠点づくりについて検討します。

年次計画

子どもたちが安全で安心して多様な活動ができる場所として、放課後異年齢児交流促進事業や児童育成
クラブ事業に取り組んできましたが、今後も入会児童の増加に対応していくため、施設環境の改善に取り
組んでいきます。また、すべての子どもが自由に遊び、集うことができるような新しい活動拠点づくりについ
て検討を進めます。

平成19年度 平成20年度

検討

事業番号 12214 事業名 子どもたちの活動拠点づくりに関する検討事業 担当課
子育て家庭課
青少年課

重点施策　８

30



・

・

・

一人ひとりの個性が輝く教育の推進

事業内容

学力の向上と個に応じたきめ細かい指導を図るために、少人数教育推進教員や小学校ＡＬＴ、社会人
講師の活用、スクールライフカウンセラーなどの継続配置と充実に努めます。また、情報教育を推進す
るため、学校教育支援システムの積極的な活用を図るほか、卵、乳製品(牛乳を含む）の食物アレル
ギー症状をもつ児童向けに学校給食でアレルギー対応食を提供します。

未来社会に生きる子どもたち一人ひとりの人格や個性を尊重しながら、主体的に学ぶ意欲や心豊かな人
間性を育む教育を推進します。

事業番号 主要事業 事業名
学務課／学校給食
センター／指導課

これまで取り組んできた情報教育や少人数教育を推進するとともに、児童・生徒の生活意識調査や先進
的な事例について調査・研究し、その成果を踏まえた特色のある教育に取り組みます。

 保護者や地域からの信頼に応える学校となるよう、教職員の資質の向上を図る場の整備や特別な支援を
必要とする子どもたちの教育的ニーズに応える環境の整備に取り組みます。

担当課

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

少人数教育推進教員の配置
小学校ALTの配置
スクールライフカウンセラーの全
校配置
学校教育支援システムの活用
学校給食でアレルギー対応食の
提供

少人数教育推進教員の配置
小学校ALTの配置
スクールライフカウンセラーの全
校配置
学校教育支援システムの活用
学校給食でアレルギー対応食の
提供

少人数教育推進教員の配置
小学校ALTの配置
スクールライフカウンセラーの全
校配置
学校教育支援システムの活用
学校給食でアレルギー対応食の
提供

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

検討 基本構想

指導課

本市の教育の向上をめざし、教職員研修や教育課題の調査・研究の充実を図るとともに、不登校児や
障害をもつ児童・生徒及びその保護者への相談支援体制について課題を整理し、今後の教育研究セ
ンターのあり方について検討します。

特色ある教育の推進

22206 事業名 教育研究センター整備事業 担当課

就学相談・就学支援の拡充
幼稚園・学校への支援の拡充

就学相談・就学支援の拡充
幼稚園・学校への支援の拡充

担当課 指導課

平成19年度 平成20年度

障害をもつ子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援し、一人ひとりの教育的ニーズ
に応じた、適切な指導及び必要な支援の展開を図ります。

事業名 まなびサポート事業

事業内容

事業番号 主要事業

事業番号

事業内容

重点施策　９

年次計画

平成18年度

就学相談・就学支援
幼稚園・学校への支援
基本方針策定
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・

・

建設補助
用地取得

開園

事業番号 22207 事業名

年次計画

平成18年度 平成19年度

年次計画 誘致検討

学校施設などの教育環境の充実

事業番号 22201

子どもたちがより良い環境で教育を受けることができるよう、学校施設などの適正配置など教育環境の充
実に取り組みます。

今後の新町地域の開発に伴い増加する幼稚園ニーズに対応するため、就園環境の充実に取り組みま
す。

事業番号 22209 事業名 担当課 教育施設課

北部小学校増築事業 担当課 教育施設課

事業内容
試行的に芝生化を実施した学校の状況を踏まえ、平成18年度に学校施設の芝生化についてのガイド
ラインを作成するとともに、校庭・園庭の芝生化を進めます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

ガイドラインの策定
幼稚園１園

小学校１校
幼稚園１園

小学校１校
幼稚園１校

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。平成18年度に基本設計、実施設計を
行い、平成19年度に建設、平成20年度に開設します。

平成20年度

基本設計
実施設計

建設

教育総務課

事業内容 新町地域の幼児の増加に対応するため、高洲地区に新しい私立幼稚園の誘致を進めます。

平成18年度 平成19年度 平成20年度

事業名 私立幼稚園誘致事業 担当課

校庭・園庭芝生化整備事業

重点施策　10
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・

・

・

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

用地取得
施設改修

担当課 市民スポーツ課

事業内容
現在、暫定施設となっている明海少年サッカー場について、用地を取得するとともに施設の一部を改
修します。

事業番号 22704 事業名 明海少年サッカー場整備事業

スポーツ活動を通じて健康な市民生活を実現していくため、スポーツ施設の充実に取り組みます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

基本計画 基本設計
実施設計

一部建設

担当課 市民スポーツ課

事業内容
運動公園の本格的施設整備に向け、施設利用のニーズや将来的なスポーツ需要の動向などを踏まえ
ながら、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野球場の整備に取り組みます。

事業番号 22703 事業名 運動公園スポーツ施設整備事業

平成20年度

ライフステージにあわせた指導内
容の策定

モデル事業実施 推進

事業番号 11101 事業名 地域・学校保健との連携の推進 担当課 健康増進課

事業内容
子どもたちの健康づくりの基礎となる「食育」「歯の健康」「思春期保健」について、家庭・地域・学校が
一体となって取り組むための方向性や指導内容について指針を策定するとともに、モデル事業を実施
します。

視点３：元気・健康で暮らせる地域
ま ち

づくり

家庭や地域、学校との連携を強化し、子どもたちの健康づくりを推進していくための指針づくりを行いモデ
ル事業を行ないます。

重点施策　11

担当課 健康増進課

一人ひとりの健康づくり

年次計画

平成18年度 平成19年度

事業内容
健康うらやす21に基づき、市民一人ひとりが取り組む健康づくりを支援します。また、各取り組みの効
果を把握するため、平成20年度に市民意識調査を実施し、目標の中間評価と見直しを行います。

事業番号 主要事業 事業名 健康うらやす21推進事業

平成20年度

意識調査

「自分の健康は、自らつくり・守る」ことを基本に、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援します。

年次計画

平成18年度 平成19年度
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・

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

検討

担当課 市民スポーツ課

事業内容
将来のスポーツ需要の動向やニーズなどを捉えながら、暫定利用となっている屋外スポーツ施設の恒
久的整備に向けて、既存の公共用地の活用について検討します。

事業番号 22705 事業名 スポーツ施設整備事業

介護保険法の制度改正に適切に対応していくため、高齢者が寝たきりなどの要介護状態に陥ったりする
ことのないよう、介護相談・支援のための拠点整備や予防プログラムの実施など、予防重視型の取り組み
を進めるとともに、健康教育をはじめとする健康づくりや生きがいづくり、社会参加支援などに取り組みま
す。

介護予防対策の充実重点施策　12

担当課 高齢者支援課

事業内容

地域の中核施設として地域包括支援センターを設置し、要支援・要介護に陥る可能性のある虚弱高齢
者や要支援認定者の重度化を防止するとともに、地域における総合的な保健医療福祉サービスの相
談、支援、高齢者虐待の早期発見や防止を含む権利擁護事業、介護支援専門員への後方支援など
に取り組みます。また、円滑に事業が実施できるよう平成18年度に地域包括支援センターシステムを
構築します。

事業番号 12101 事業名 地域支援事業(包括的支援事業)

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

介護予防ケアマネジメント
総合相談支援・権利擁護
包括的・継続的マネジメント
システム構築

介護予防ケアマネジメント
総合相談支援・権利擁護
包括的・継続的マネジメント

介護予防ケアマネジメント
総合相談支援・権利擁護
包括的・継続的マネジメント

担当課 高齢者支援課

事業内容
要支援、要介護状態に陥る可能性の高い虚弱高齢者の生活機能の低下を防止するとともに、元気な
高齢者がいつまでも自立して生活できるよう、介護予防に関する普及・啓発や介護予防サービス事業
に取り組みます。

事業番号 12102 事業名 地域支援事業(介護予防事業)

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

転倒骨折予防・筋力アップ教室
訪問指導
介護予防普及啓発事業

転倒骨折予防・筋力アップ教室
訪問指導
介護予防普及啓発事業

転倒骨折予防・筋力アップ教室
訪問指導
介護予防普及啓発事業
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・

・

シニア世代の生きがい対策や健康づくりを目的に、シニア世代を協力員として養成する地域福祉協力
員養成事業に取り組むとともに、協力員が地域で高齢者の介護予防に取り組むミニサロン事業を実施
します。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

協力員養成
ミニサロン１ヶ所

協力員養成
ミニサロン１ヶ所

協力員養成
ミニサロン１ヶ所

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

東野地区(楽花苑)
富士見地区

２ヶ所 ２ヶ所

担当課 健康増進課

事業内容
高齢者や障害をもつ人などを対象に、園芸を通じた生きがいづくりや健康づくりを東野地区で引き続き
行うとともに、平成18年度からは富士見地区でも実施します。

11102 事業名事業番号 「花いっぱい」みんなで育む健康づくり事業

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

基本計画
基本設計

実施設計
建設

建設

高齢者や障害をもつ人の社会参加を促進する環境づくり

高齢者が住み慣れた地域で、生き生きと自立した生活をおくるためには、社会参加を通じた生きがいづく
りが重要です。そのため、高齢者相互の交流や自主的な活動を促進するための活動拠点の充実に取り
組みます。

障害をもつ人などの就労については、福祉的就労の充実を図る一方で、一般就労について関係機関と
連携し新たな就労機会の確保を図ります。

重点施策　13

事業番号 12302

担当課 高齢者支援課

事業名 いきいき元気健康奨励事業 担当課 高齢者支援課

事業内容

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、老人クラブ会館の整備を進めます。平成18年度に明
海地区で(仮称)ゆめみ悠々会老人クラブ会館を、平成20年度に富士見地区で(仮称)富士和会老人ク
ラブを建設します。

事業番号 事業名 老人クラブ会館建設事業
12304
12305

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

（仮称）ゆめみ悠々会老人クラブ
会館

（仮称）富士和会老人クラブ会館

担当課 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、役割を見直し、高齢者の生きがいや健康づくりの
場として再整備します。

12303 事業名 老人福祉センター整備事業事業番号
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年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

運営事業者の公募・選定
用地取得

施設整備補助
開設

担当課 障害福祉課

事業内容
障害をもつ人の就労を支援するため、千鳥地区の余熱利用施設用地に民間活力を導入しながら障害
者等就労支援施設を整備します。

12307 事業名 障害者等就労支援施設整備事業事業番号
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・

・

・

視点４：日々の暮らしが豊かに過ごせる地域
ま ち

づくり

公園や緑地は、市民生活にうるおいとやすらぎをもたらす貴重な環境資源です。これまでも身近な公園づ
くりや特色ある公園整備に取り組んできましたが、今後も多様化する市民ニーズを踏まえた公園づくりに取
り組みます。また、市民、事業者、市の協働による花と緑を基調としたまちづくりに取り組みます。

本市は、三方を海や河川に囲まれています。豊かな水辺は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、防災機能や地域振興に活用することが期待されています。その
ため関係機関と連携を図りながら、防災機能の充実や親水性、レクリエーション機能の整備など水辺空間
の多角的な活用に取り組みます。

重点施策　14 うるおいと憩いの場づくり

担当課 公園緑地課

景観計画などの具体的な景観形成推進方策を策定し、市民や地権者、事業者と協働で地域の特性を活
かした良好な景観まちづくりに取り組みます。

事業番号 33101 事業名 総合公園整備事業

担当課 公園緑地課事業番号 33102 事業名 弁天ふれあいの森公園整備事業

事業内容
平成18年度に整備済みの約5.0haを一部開園します。さらに、管理棟やデイキャンプ場、広場などの整
備を進め、水と緑が一体となったうるおいのある公園として平成20年度に全面開園します。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

一部開園(5.0ha)
整備工事
・管理棟建設
・デイキャンプ場整備

整備工事
・広場整備

全面開園(13.2ha)

平成18年度に整備済み部分を一部開園し、さらに未整備部分の整備を進め、平成19年度に全面開園
します。また、市民の主体的な花植え活動などを支援するとともに、周辺住民やボランティアとの協働
による公園管理を進めるため、公園内に整備したグリーンハウスを拠点に公園の里親制度に取り組み
ます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

一部開園
整備工事
公園の里親制度の実施
・市民との協働による公園管理

全面開園
公園の里親制度の実施
・市民との協働による公園管理

公園の里親制度の実施
・市民との協働による公園管理

事業内容
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平成18年度 平成19年度 平成20年度

担当課 都市政策課事業番号 33301 事業名 景観形成推進事業

事業内容

担当課
企画政策課
環境保全課

事業内容
三番瀬で自然観察会や環境学習、クリーンアップに取り組む市民やボランティアの活動を支援します。
また、今後の三番瀬の市民利用のあり方について検討します。

年次計画 市民やボランティアなどへの支援
市民利用のあり方の検討

市民やボランティアなどへの支援

事業名 三番瀬の保全と活用に向けた取り組みの推進

事業番号 33201 事業名 市民等との協働による緑化推進事業

事業番号 31205

年次計画

平成18年度

市民やボランティアなどへの支援

担当課 公園緑地課

事業内容
市民参加型の公園づくりを推進するとともに、活動団体に対し緑化活動支援事務取扱要領に基づき物
的な支援を行います。また、明海の丘公園や弁天ふれあいの森公園などで、公園の里親制度を実施
し、里親間での情報交換や交流を図るため、連絡協議会の設置を検討します。

平成19年度 平成20年度

緑化活動支援
緑化啓発活動
公園等の里親制度による公園管
理
・花壇の水遣りと除草、情報提供

緑化活動支援
緑化啓発活動
公園等の里親制度による公園管
理
・花壇の水遣りと除草、情報提供

緑化活動支援
緑化啓発活動
公園等の里親制度による公園管
理
・花壇の水遣りと除草、情報提供

景観法に基づく景観行政団体となり、景観形成の具体的な規制や誘導方策として景観計画や関連条
例の制定、運用体制などの検討に取り組みます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

景観行政団体の指定
景観計画・関連条例の検討
景観啓発活動

景観計画・関連条例制定
運用体制の検討
景観啓発活動

景観計画等の運用
景観啓発活動
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13202

年次計画

平成18年度

担当課
文化国際課／中央公
民館／市民スポーツ課

事業内容

平成19年度 平成20年度

第３次システム開発 運用 運用

担当課 情報政策課

事業内容
市民サービスの向上を図るため、申請・届出の24時間365日ワンストップサービスの構築を推進しま
す。

事業番号 23101 事業名 電子申請等推進事業

平成20年度

システム検討 システム構築 運用

利便の高い暮らし

スポーツ施設や公民館、文化施設の予約カードの一元化や携帯電話からの予約、高齢者や障害をも
つ人にも利用しやすいシステムの構築を行います。

事業名 施設予約管理システム構築事業

市民サービスの向上を図るため、情報通信技術を活用した各種申請・届出書類の電子化を推進します。

市民のだれもが気軽にまちに出かけやすい、安全で快適な移動環境の充実に取り組みます。

42201 事業名 コミュニティバス事業

重点施策　15

担当課 都市政策課

既存路線運行
新規路線開設

運行 運行

事業番号

事業番号
22101
22701
22601

年次計画

平成18年度 平成19年度

事業番号

事業内容
市内のバス交通の充実を図るため、路線バスサービスがおよびにくい堀江、富士見、東野、舞浜地区
を経由し、新浦安駅と舞浜駅を結ぶ、おさんぽバス新規路線の実証運行に取り組みます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

事業名 交通バリアフリー道路特定事業 担当課 土木課

事業内容
交通バリアフリー道路特定事業計画に沿って、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に取り組みます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

シンボルロード南側改修工事
　(1,140ｍ)

駅前広場及び駅周辺改修工事
(240m)
エレベーター設置(若潮通り側）

境川中央歩道橋改修
エレベーター設置(駅前広場側)
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事業番号 31203 事業名

私たちの生活の根幹であり人類の生存基盤である地球環境は、温暖化という大きな問題に直面していま
す。そのため、市、事業者、市民、滞在者などの各主体の取り組みと協働を基本としながら、身近なところ
からこれまで以上に地球温暖化問題に取り組みます。

身近なところから取り組む環境対策

年次計画

平成18年度 平成19年度

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式は、私たちに便利で快適な暮らしをもたら
した一方で、公害や廃棄物の増加など環境に大きな負荷をおよぼしました。そのため、市民、事業者、市
などが日常生活の中で取り組む環境に配慮した活動指針や省エネルギーを推進するための計画を策定
し、環境負荷が低減された循環型社会の形成を目指して取り組みます。

屋外照明による光害など生活環境問題の多様化がますます進行していることから、身近な生活環境の保
全に向け取り組みます。

普段の市民生活では体験できない里山や水源地との交流を通して、市民の環境学習や生涯学習を推進
します。

事業内容

担当課 環境保全課

年次計画

事業番号 31101 事業名 担当課 環境保全課

平成18年度 平成19年度 平成20年度

市も事業所として光熱水費の削減や公共施設の室温管理の徹底などに取り組むとともに、市民や事
業者などの主体的な取り組みを促すため、地球温暖化問題の普及・啓発に努めます。

地球温暖化対策事業
(もったいないプロジェクト)

事業内容
環境基本条例の理念の具体化や環境基本計画に掲げた諸施策の推進を図るとともに、、本市の実情
にあった具体的な規制が求められていることから、環境保全条例の制定と屋外照明による光害の規制
に取り組みます。

事業番号 事業名
環境保全条例及びサーチライト等の使用規制に関
する条例制定事業

31201
31202

重点施策　16

環境保全条例制定
サーチライト等の使用規制に関
する条例

公共施設の光熱水費の削減
地球温暖化問題の普及・啓発

環境アクションプランの実施
公共施設の光熱水費の抑制
地球温暖化問題の普及・啓発

環境アクションプランの実施
公共施設の光熱水費の抑制
地球温暖化問題の普及・啓発

平成20年度

環境アクションプラン策定事業

担当課 環境保全課

事業内容

環境基本計画に示された施策を推進するため、市民、事業者などが、日常の生活や活動の中で配慮
すべき事項や実践すべき事項をまとめた「環境配慮指針」や、省エネルギーのための取り組みや環境
負荷の少ないエネルギーの公共施設への導入などに関する市の基本方針をまとめた、「クリーンエネ
ルギービジョン」を策定します。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

環境アクションプラン策定
・環境配慮指針
・クリーンエネルギービジョン
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年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

環境学習や自然体験学習会の
開催
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習会の
開催
林間学校での利用

環境学習や自然体験学習会の
開催
林間学校での利用

担当課
環境保全課/指導課/
生涯学習課/青少年課

事業内容
山歩きや森林浴など市民の野外レクリエーションの場として、高崎市に開設した浦安市民水源の森の
活用を進めます。また、自然の恵みや環境保護への理解を深めるため、森林インストラクターの指導
のもと、森林や山里の整備、自然体験や環境学習に取り組みます。

事業番号 31206 事業名 浦安市民水源の森事業
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事業内容
小・中学校体育館のうち、改修の必要があると判断された11施設の学校体育館（小学校７施設、中学
校４施設）の耐震改修を実施します。

平成18年度 平成19年度 平成20年度

年次計画

耐震改修工事
・富岡小学校
・浦安中学校、見明川中学校

耐震改修工事
・東小学校、南小学校、北部小学
校、見明川小学校、入船南小学
校、美浜南小学校
・堀江中学校、入船中学校

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

ハザードマップ（原案）作成 ハザードマップ作成・配布

担当課 防災課

事業内容
国が公表した江戸川の氾濫により生じる「浸水想定区域」に市域の一部が指定されたため、避難計画
などの検討を行いながら洪水ハザードマップを作成します。洪水ハザードマップは、地域防災計画[風
水害編]の改定資料としても活用します。

事業番号 43103 事業名 江戸川洪水ハザードマップ作成事業

視点５：暮らしを支える安全・安心な地域
ま ち

づくり

地域防災の要となる地域防災計画の改定作業を進めるとともに、災害時の情報収集体制の整備や学校
施設、街灯、橋りょうなどの整備・強化を図り、災害に強いまちづくりを推進します。

近年、台風の大型化に伴う暴風雨による被害や、東京などの都市域では集中豪雨による浸水や交通機
能の遮断など都市型災害が多発しています。
これまでの整備水準を上回る高潮や降雨に対して、被害を最小限にとどめるため、これまで以上に国や
県と連携強化を図りながら、海や河川の護岸整備を促進していくとともに、雨水排水対策の充実を図り、
総合的に都市型水害の防止に取り組みます。
特に、旧江戸川護岸や浦安護岸の高潮対策事業については、後背地に住宅市街地が広がる本市にとっ
て生命、財産を守るうえで非常に重要な事業であると認識していることから、これまで以上に事業の進捗を
図るよう、強く県に働きかけて行きます。

重点施策　17 災害に強く安全なまちづくりの推進

担当課 防災課

事業内容
平成18年度に地域防災計画の震災編を県との協議を踏まえ改定します。さらに、平成19年度に風水
害編、大規模事故編を改定し、平成20年度に「浦安市防災ハンドブック」を作成し市民に配布します。

事業番号 事業名 地域防災計画改定事業
43101
43102

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

[震災編]改定 [風水害編][大規模災害編]改定 ハンドブックの作成・配布

事業番号 43106 事業名 学校体育館耐震対策事業 担当課 教育施設課
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年次計画 計画策定 整備 整備

平成18年度 平成19年度 平成20年度

事業内容
震災時のトイレ対策について、整備にあたっての課題などを整理しながら、行政と市民・地域の取り組
みについて検討し、計画を策定します。また、平成19年度より一部事業を実施します。

43104 事業名 災害非常用トイレ整備事業事業番号 担当課 防災課

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

雨水排水基本計画策定 調査・設計 雨水排水施設整備

担当課 土木課

事業内容
これまで、元町、中町・新町地域の地域別に進めてきた検討を基礎に、市域全体を対象とした雨水排
水施設の整備に向けた基本計画を策定し、雨水排水施設の整備に取り組みます。

事業番号 43401 事業名 雨水排水施設整備事業

事業内容
災害が発生した際の主要な避難路となる幹線３号の主な交差点に、ソーラー蓄電方式の街灯を設置し
ます。

事業番号 43107 事業名 災害非常用街灯設置事業 担当課 土木課

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

幹線３号改修実施設計
第１工区(堀江ドック入り口交差
点から幹線４号交差点まで
1,000m)

第２工区(幹線４号交差点から若
潮通り交差点まで1,000m)

担当課 土木課

事業内容
富士見・堀江地区については、堀江ドックより上流方向にテラス式の張り出し護岸を設置し既存の護岸
を補強する県の工事を促進します。舞浜地区については、河川側の県の工事がほぼ終了したので、陸
側の修景整備に入れるよう県との調整を進めます。

事業番号 43404 事業名
旧江戸川下流部整備事業
[低地対策河川事業【高潮対策】]

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

護岸改修の促進 護岸改修の促進 護岸改修の促進
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年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

主な公共施設へ設置(17台)
使用方法の指導など普及・啓発

使用方法の指導など普及・啓発 使用方法の指導など普及・啓発

消防・救急体制の強化

地域医療体制の充実

担当課 消防本部警防課

事業内容
救命率の向上を図るため、医療従事者以外の一般市民にも使用が認められた自動体外式除細動器
(AED）について、市役所、公民館などの市の公共施設や民間施設への設置を推奨するとともに、適切
な使用について指導・助言し、普及・啓発に努めます。

事業内容

事業名

浦安市川市民病院運営協議会の答申を踏まえ、市川市と連携を図りながら地域の医療ニーズを適切
に反映していけるよう検討を進めます。

年次計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

検討 検討 検討

担当課

消防力や救急救命体制の充実を図るため、消防本部・署庁舎の建設を推進するとともに、救命率の向上
を図るため効果的な救命措置を推進します。

消防本部総務課消防本部・署庁舎建設事業

重点施策　18

重点施策　19

事業番号 43201 事業名

事業番号 11201 事業名

高齢化や人口の増加などに伴い、医療に対する市民ニーズがより多様化、高度化しています。市民が安
心して、適切な医療サービスが受けられるよう、身近なところでの地域医療体制の充実に取り組みます。

浦安市川市民病院整備事業

平成20年度

建設
新庁舎完成

担当課 健康増進課

平成18年度 平成19年度

建設 建設

自動体外式除細動器(AED）普及事業

事業内容
高機能消防指令システムを備えた新しい消防本部・署庁舎の平成20年度の完成をめざして建設を進
めます。

事業番号 43203

年次計画
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・ 市内の犯罪件数は減少傾向にあるものの、市民生活の身近な場所で発生する空き巣や車上ねらいなど
の窃盗の発生は、依然高い状況にあります。このため、市、市民、事業者など、それぞれの責務を明確に
し、地域の防犯活動への支援や関係機関と連携し、より充実した犯罪発生情報を提供するとともに、公共
空間での犯罪防止に取り組みます。

地域防犯対策の推進重点施策　20

担当課 防犯課

事業内容
公共空間での犯罪の発生を抑制するため、犯罪の可能性が指摘される場所に緊急通報システムを備
えたスーパー防犯灯を設置するとともに、防犯パトロールの充実を図ります。また、自治会やボランティ
アなど地域の住民が主体的に取り組む防犯活動を引き続き支援します。

事業番号 43301 事業名 防犯活動推進事業

平成20年度

市民の主体的な防犯活動への支
援
公共空間での犯罪の発生抑制に
向けた取り組み
・防犯パトロールの実施
・街頭緊急通報装置増設（４ヶ所）
（合計８ヶ所）
犯罪発生情報の提供

市民の主体的な防犯活動への支
援
公共空間での犯罪の発生抑制に
向けた取り組み
・防犯パトロールの実施
・街頭緊急通報装置増設（４ヶ所）
（合計12ヶ所）
犯罪発生情報の提供

市民の主体的な防犯活動への支
援
公共空間での犯罪の発生抑制に
向けた取り組み
・防犯パトロールの実施
・街頭緊急通報装置の運用（12ヶ
所）
犯罪発生情報の提供

年次計画

平成18年度 平成19年度
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