第 Ⅱ編
まちづくり編
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都市像別施策体系
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第２期基本計画施策体系（都市像１ 健康福祉都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

１．浦安で産み育てたい
環境を整える

１）安心して産み育てら
れる環境をつくる

事業

計画事業・主要事業

①出会い・結婚・妊娠・出産から子 計画 11111 うらやす婚活応援プロジェクト
育てにわたる切れ目ない支援体
計画 11112 子育てケアプラン作成等事業
制の充実強化
計画 11113 子育て支援ギフト事業
計画 11114 子育てケアマネジャーの養成
主要
②妊娠・出産の支援

子育てポータルサイトの充実

計画 11121 不妊治療研究支援事業
計画 11122 特定不妊治療等助成事業
計画 11123 不育症治療費助成事業
計画 11124 産前産後サポート事業
計画 11125 産後ケア事業

③子育てと仕事の両立支援

主要

妊婦健康診査費用助成事業

主要

周産期救急医療運営事業

主要

こんにちは赤ちゃん事業

計画 11131 保育園整備事業
計画 11132 認定こども園整備事業
計画 11133 保育料の減免制度の実施
計画 11134 浦安小学校地区児童育成クラブ再整備事業
計画 11135 舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業
主要

認可化移行総合支援事業

④多様なニーズに応じた子育て支 計画 11141 理由を問わない短時間の一時預かり事業
援
計画 11142 病児保育の実施

２）地域ぐるみで子育て
を支援する

２．子どもが元気に成長
できる環境を整える

１）子どもの健やかな成
長を支える

①子育てにやさしいまちづくりの
推進

①健康づくりの推進

②障がいのある子どもの地域生
活や自立の支援

主要

保育ママ事業

主要

一時預かり事業

計画 11211 子育て・家族支援者養成事業
計画 11212 子育て支援パスポート事業の充実
主要

あかちゃんほっとすてーしょん推進事業

主要

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

主要

子ども医療費助成事業

主要

各種予防接種事業の実施

主要

体力向上推進事業【再掲】

計画 22512 特別支援学級等整備事業【再掲】
主要

日中一時支援事業

主要

特別支援学校通学支援事業

主要

青少年サポート事業

主要

こども発達センター活動事業

主要

まなびサポート事業の推進【再掲】

③子どもの安全を守る環境の整備 主要

２）豊かな心を育む

①心を育む遊び環境の整備

児童虐待防止対策推進事業

主要

児童育成クラブ安心・安全メール事業

主要

学校等防犯対策事業【再掲】

計画 12211 こどもの広場の整備
計画 12212 放課後異年齢児交流促進事業の充実

②幼児期の学び環境の整備

計画 11132 認定こども園整備事業【再掲】
主要

幼・保・小・中連携教育の推進【再掲】

主要

一時預かり事業【再掲】

③自分を大切にする気持ちを育て 主要
る
主要

④青少年の健全育成
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思春期講座の実施
生徒指導推進事業【再掲】

主要

教育相談推進事業【再掲】

主要

ジュニアリーダー・青少年リーダー育成の推進

主要

青少年健全育成推進事業との連携【再掲】

第２期基本計画施策体系（都市像１ 健康福祉都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

事業

計画事業・主要事業

３．大人が生き生きと活
躍できる環境を整える

１）心と身体の健康を維
持・増進する

①健康づくり・介護予防の推進

計画 13111 健幸ポイント実証事業
計画 13112 健幸クラウドの導入
計画 13113 健康遊具等設置促進事業
計画 47221 舞浜地区海岸整備事業【再掲】

２）地域で活躍できる環
境をつくる

４．住み慣れた地域で暮
らし続けられる環境を整
える

１）安心して暮らせる体
制をつくる

主要

特定健診・保健指導の実施

主要

地域介護予防活動支援事業

主要

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

主要

介護予防推進協働事業

主要

体育施設利用時間の拡大【再掲】

②こころのケアの充実

主要

いのちとこころの支援事業

①活躍の場・機会の充実

計画 13211 老人クラブ会館整備事業
老人福祉センターの運営

主要

福祉タクシー乗車券交付事業【再掲】

主要

自動車燃料費助成事業【再掲】

主要

意思疎通支援事業【再掲】

①相談機能・コンサルティング機
能の充実

計画 14211 市民後見人の養成【再掲】

②日常生活を支えるサービスの
充実

主要

買い物サポート事業

主要

通院ヘルプサービス事業

主要

福祉タクシー乗車券交付事業

主要

自動車燃料費助成事業

主要

意思疎通支援事業

主要

福祉・介護人材の確保対策

主要

地域包括ケア評価会議の開催

③介護・福祉・医療体制の充実

④認知症対策の充実

⑤住まいの充実

２）ともに生きるまちをつ
くる

主要

計画 14111 地域包括支援センター増設事業

計画 14211 市民後見人の養成【再掲】
主要

認知症カフェの整備支援

主要

認知症ケアパスの作成・普及

計画 14151 地域生活支援拠点整備事業
主要

障がい者グループホーム整備事業

⑥感染症等公衆衛生対策

主要

新型インフルエンザ等対策事業

①身近な地域で支えあえる体制
づくりの推進

計画 14211 市民後見人の養成
計画 14151 地域生活支援拠点整備事業【再掲】
計画 53211 シビックセンター東野地区整備事業【再掲】

②就労支援

主要

生活介護事業所整備事業補助金

主要

災害ボランティア事業【再掲】

計画 14221 野菜工場整備事業
計画 31411 小型家電リサイクル事業【再掲】

③こころのバリアフリーの推進
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主要

障がい者就労支援センター運営事業

主要

こころのバリアフリー支援事業

第２期基本計画施策体系（都市像２ 市民文化都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

１．平和を希求し人権を
尊重するまちづくりを目
指す

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

２．魅力ある学校をつくる

１)次代を担い豊かに生
きる子どもを育む学校を
つくる
２）地域とともに子どもを
育てる学校をつくる

事業

計画事業・主要事業

①平和事業の推進

主要

平和学習青少年派遣事業

主要

被爆体験講話事業

主要

非核平和関連事業

①人権意識の醸成と包括的な取
り組みの推進

主要

人権・公民ノートの作成

主要

人権啓発推進事業

②人権にかかわる権利救済の推
進

主要

ＤＶ対策推進事業

主要

女性のための相談事業

①男女共同参画施策の総合的な 計画 21311 第２次うらやす男女共同参画プランの改訂
推進
主要
男女共同参画社会づくり事業
主要

男女共同参画推進事業

①教育ビジョンに基づく学校教育
の推進

主要

教育ビジョン推進事業

①地域ぐるみの教育支援

主要

青少年健全育成推進事業との連携

主要

地域とともに歩む学校づくり推進事業【再掲】

主要

災害時の避難所運営推進事業 【再掲】

主要

学校体育施設開放事業【再掲】

主要

ボランティア活動推進事業【再掲】

主要

学校等防犯対策事業

主要

交通事故防止対策の充実

主要

防災教育の推進

主要

教育情報誌発行事業

主要

家庭教育学級の実施

主要

家庭教育講演会の開催

②地域に貢献する学校づくり

③安全・安心な教育環境づくり

④家庭の教育力の向上

３）一人ひとりの個性が
輝く学校をつくる

①学ぶ意欲の育成と確かな学力
の形成

②今日的な教育課題に対応する
教育の推進

③豊かな心と健やかな体の育成
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計画 22311 タブレット活用推進事業
計画 22312 青少年自立支援未来塾の実施
主要

少人数教育推進事業

主要

小学校高学年における一部教科担任制の導入

計画 22321 学校教育における植物工場活用推進事業
計画 22311 タブレット活用推進事業【再掲】
主要

研究指定校・研究奨励校の指定事業

主要

浦安市子ども読書活動推進事業

主要

英語教育推進事業

主要

キャリア教育の推進

主要

ボランティア活動推進事業

主要

道徳教育・人権教育の推進

主要

生徒指導推進事業

主要

体力向上推進事業

主要

部活動推進事業

主要

保健教育の充実

主要

食育の推進

主要

浦安市子ども読書活動推進事業【再掲】

第２期基本計画施策体系（都市像２ 市民文化都市）
基本計画
具体的施策

第３次実施計画
基本事業

事業

計画事業・主要事業

④豊かなかかわりと郷土愛を育む 計画 12211 こどもの広場の整備【再掲】
教育の推進
計画 22341 ふるさとうらやす立志塾の開催
計画 33211 三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
計画 12212 放課後異年齢児交流促進事業の充実【再掲】

⑤多様な教育的ニーズに応じた
支援の充実

主要

うらやすこども大学の実施

主要

異学年交流活動の充実

主要

地域とともに歩む学校づくり推進事業

主要

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

計画 22351 給付型奨学金制度の導入
計画 22311 タブレット活用推進事業【再掲】
計画 22512 特別支援学級等整備事業【再掲】

⑥学びの連続性を重視した教育
の推進

主要

県立特別支援学校分校誘致の推進

主要

まなびサポート事業の推進

主要

教育相談推進事業

主要

青少年サポート事業【再掲】

計画 22361 小中連携・一貫教育推進事業
計画 22511 入船・美浜地区学校統合推進事業【再掲】
主要

４）信頼される学校をつく
る

①特色ある学校づくりの推進

②開かれた学校づくり

③教職員の質の向上

計画 22511 入船・美浜地区学校統合推進事業【再掲】
主要

ふるさとふれあい教育活動推進事業

主要

学校選択制推進事業

主要

学校評議員制度事業

主要

学校評価推進事業

主要

教育情報誌発行事業【再掲】

主要

教職員の質・指導力の向上

主要

こども教育未来センター整備事業

主要

情報セキュリティ体制の整備

④教員が子どもと向き合う環境の 主要
整備
主要
５）教育環境が整った学
校をつくる

①教育施設等の整備充実

幼・保・小・中連携教育の推進

こどもの成長の記録提供システムの活用の推進

教職員メンタルヘルスカウンセリング事業

計画 22311 タブレット活用推進事業【再掲】
計画 47311 元町地域液状化対策調査検討事業【再掲】
計画 22511 入船・美浜地区学校統合推進事業
計画 22512 特別支援学級等整備事業
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主要

小中学校校舎エアコン設置事業

主要

小中学校・幼稚園大規模改修事業

主要

こども教育未来センター整備事業【再掲】

第２期基本計画施策体系（都市像２ 市民文化都市）
基本計画
具体的施策
３．楽しみ生きがいを感
じる生涯学習の充実を図
る

第３次実施計画
基本事業
１）いつでも学習できる機
会の充実を図る

事業

計画事業・主要事業

①生涯学習の総合的な推進

計画 23111 第２次生涯学習推進計画策定事業

②充実した学習情報・機会の提供 計画 23121 図書館サービス拡充事業
計画 47141 電子資料提供サービス事業【再掲】

③生涯学習施設の整備・充実

主要

まちづくり出前講座事業

主要

公民館活動推進事業

主要

生涯学習情報提供システムの運用

主要

うらやす市民大学運営事業【再掲】

計画 23311 新浦安駅前文化施設整備事業【再掲】
計画 23312 文化会館設備改修事業【再掲】
計画 23131 富岡公民館大規模改修事業
計画 23132 中央公民館大規模改修事業
計画 23133 中央図書館大規模改修事業

２）日頃からスポーツを
楽しめる環境を整える

①スポーツ機会・情報の提供

②スポーツ推進体制の整備

③スポーツ施設の充実

３）浦安の芸術・文化を
育てる

主要

体育施設利用時間の拡大

主要

スポーツ・レクリエーション事業

主要

学校体育施設開放事業

主要

総合型地域スポーツクラブ支援事業

主要

市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業

計画 23231 運動公園スポーツ施設整備事業
主要

屋内水泳プール改修事業

主要

総合体育館改修事業

①市民の芸術文化活動の活性化 計画 23311 新浦安駅前文化施設整備事業
計画 23312 文化会館設備改修事業
計画 23131 富岡公民館大規模改修事業【再掲】
計画 23132 中央公民館大規模改修事業【再掲】
主要

美術展覧会の開催

主要

現代文化振興事業

②郷土の歴史・文化の理解を深める 主要

４．多様な市民が交流で
きる地域コミュニティをつ
くる

1)自治会活動を活発に
する

２)市民交流を促進し、地
域力の向上を図る

３)多文化共生のまちづく
りを推進する

①自治会活動に対する支援と活
動拠点の整備

計画 24111 自治会集会所整備事業
主要

浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業

主要

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

主要

自主防災組織育成事業【再掲】

主要

自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】

①地域間・世代間を超えた多様な 主要
市民交流の促進
主要

①市民主体の国際交流の推進
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郷土博物館活動の推進

浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金交付事業

市民まつり実施事業

主要

市民参加型観光イベント等実施事業【再掲】

主要

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業【再掲】

主要

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

主要

国際理解推進事業

主要

国際センター管理運営事業

主要

浦安市国際交流協会補助金交付事業

主要

浦安在住外国人会補助金交付事業

主要

都市交流推進事業

第２期基本計画施策体系（都市像２ 市民文化都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

事業

計画事業・主要事業

５．地域の新たな公共の
担い手を支援する

１）市民活動への意識啓
発と機会を充実する

①市民活動へ参加するきっかけ
づくりの提供

主要

市民活動促進事業

主要

市民活動センター運営事業【再掲】

２）市民活動を促進する

①市民活動の人材育成と多様な
場の提供

計画 11114 子育てケアマネジャーの養成【再掲】

②市民活動支援制度の充実
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計画 11211 子育て・家族支援者養成事業【再掲】
主要

市民活動センター運営事業

主要

自治会と市民活動団体の連携促進事業

主要

うらやす市民大学運営事業【再掲】

主要

市民活動促進事業【再掲】

主要

地域介護予防活動支援事業【再掲】

主要

介護予防推進協働事業【再掲】

主要

浦安市市民活動補助金交付事業

主要

市民参加・協働推進事業【再掲】

第２期基本計画施策体系（都市像３ 快適環境都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

１．持続可能な社会づく
りに取り組む

１） 協働による環境保全
行動を進める

事業

計画事業・主要事業

①計画的な環境施策の推進

計画 31311 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業【再掲】
主要

②各主体の環境保全行動の推進 主要

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

①環境学習の場と機会の創出

第２次環境基本計画推進事業
環境保全行動推進事業

主要

公共施設の省エネルギー化推進事業

主要

第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画推進事業【再掲】

計画 33211 三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
主要

浦安市民の森活用事業

主要

環境学習推進事業

主要

環境保全ＰＲ事業

①総合的な地球温暖化対策の推 計画 31311 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業
進
第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画推進事業
主要
②省エネルギー対策・再生可能エ 計画 31321 電気自動車等充電設備設置事業
ネルギー等導入の推進
主要
街灯ＬＥＤ化事業
主要

４）ごみの減量と再資源
化に取り組む

①ごみの減量・再資源化の推進

②廃棄物の適正な収集・処理

２．安心して暮らせる生
活環境の保全に取り組
む

１）大気の環境改善に努
める

２）下水道を整備し水質
改善に努める

①大気に対する環境負荷の軽減

浦安エコホーム事業

計画 31411 小型家電リサイクル事業
主要

イベントごみ減量事業

主要

ごみ減量推進啓発事業

主要

エコショップ認定制度等実施事業

主要

廃棄物処理施設長期包括責任委託事業

主要

有料事業系指定ごみ袋制度推進事業

計画 31321 電気自動車等充電設備設置事業【再掲】
計画 44111 国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業【再掲】

①公共下水道整備の推進

主要

大気汚染測定事業

主要

環境保全ＰＲ事業【再掲】

計画 32211 公共下水道災害復旧事業
主要

②既設下水道の適正な管理

下水道普及啓発事業

計画 64111 公営企業会計の導入【再掲】
計画 32221 下水道長寿命化推進事業
計画 32222 高洲ポンプ場改修事業
計画 32223 舞浜汚水中継ポンプ場整備事業
計画 47312 下水道総合地震対策事業【再掲】

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

３．身近で親しみやすい
豊かな水辺空間を創出
する

１）海辺、河川を活かした
水と緑の環境を創造する

２）三番瀬の保全と活用
を進める

③河川の水質改善の充実

主要

河川水質測定事業

①多様化する生活環境問題への
対応

主要

羽田空港航空機騒音問題対策事業

主要

自動車騒音等測定事業

②まちの美化・環境衛生対策の充 主要
実
主要

ごみゼロ運動推進事業

①豊かな水辺空間の創出

ポイ捨て防止対策事業

主要

ペット適正飼育推進事業

主要

動物愛護推進事業

計画 33111 浦安絆の森整備事業
計画 47221 舞浜地区海岸整備事業【再掲】

①三番瀬を活用できる環境整備
を進める
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主要

境川水辺空間整備事業

主要

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】

計画 33211 三番瀬環境学習施設整備事業
主要

三番瀬を活用した環境学習の推進

主要

三番瀬保全活動支援事業

第２期基本計画施策体系（都市像３ 快適環境都市）
基本計画
具体的施策
４．緑と暮らしが調和する
豊かな生活空間を整備
する

第３次実施計画
基本事業
１）新しい浦安の緑をつく
る

事業

計画事業・主要事業

①公園・緑地の整備と緑化の推進 計画 34111 舞浜公園整備事業
計画 35211 墓地公園整備事業【再掲】
計画 42111 浦安公園整備事業【再掲】
計画 33111 浦安絆の森整備事業【再掲】
主要
②民有地の緑化推進

２）身近な浦安の緑をま
もる

３）次世代に向かって浦
安の緑を育てる

５．暮らしに息づくふるさ
とのまち・浦安の景観を
つくる

１）協働で景観の維持・
創出に取り組む

①樹木や緑地の保全

①協働で進める緑のまちづくり

計画 35111 景観計画運営事業【再掲】
主要

生垣設置奨励事業

主要

宅地整備時や商業地開発時の緑化推進

計画 34211 公園施設長寿命化計画推進事業
主要

保存樹木指定事業

主要

緑化協定の遵守

主要

公園等里親制度支援事業

主要

緑と花の緑化活動支援の充実

主要

浦安植木まつり事業

主要

みどりのまちづくり推進体制の充実・強化

①地域主体で景観まちづくりに取 計画 35111 景観計画運営事業
り組む
計画 41221 良好なまちづくり支援事業【再掲】
主要

２）地域の魅力を高める
公共施設を整備する

シンボルロード緑道部整備事業【再掲】

①景観に配慮した公共施設等の
整備

景観重点区域のまちづくり推進事業

計画 35211 墓地公園整備事業
計画 53211 シビックセンター東野地区整備事業【再掲】
計画 53121 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業【再掲】
計画 42111 浦安公園整備事業【再掲】
計画 53212 庁舎等建設事業【再掲】
計画 47221 舞浜地区海岸整備事業【再掲】
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主要

境川水辺空間整備事業【再掲】

主要

不法広告物処理事業

第２期基本計画施策体系（都市像４ 安全都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

１．地域の特色を活かし
たまちづくりに取り組む

１）地域の特色を活かし
た市街地環境を育む

２）地域主体のまちづくり
に取り組む

２．バランスのとれた地
域の発展に取り組む

１）元町らしさを活かした
再整備を推進する

事業

計画事業・主要事業

①地域のよさを守るための適正な 計画 41111 新町地域土地利用基本計画策定事業
土地利用の推進
計画 35111 景観計画運営事業【再掲】
主要

開発指導事業

主要

壁面後退用地整備に対する支援事業

①多様な地域の力をまちづくりに
活かす

主要

うらやす市民大学運営事業【再掲】

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

計画 41221 良好なまちづくり支援事業
主要

まちづくり情報提供事業

①地区のよさや課題に対応した再 計画 42111 浦安公園整備事業
整備
計画 42112 新橋周辺地区広場等拠点整備事業
計画 47311 元町地域液状化対策調査検討事業【再掲】
計画 53111 浦安駅周辺再整備事業【再掲】
主要
②居住環境の改善

境川水辺空間整備事業【再掲】

計画 42121 密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業
計画 47323 既存建築物耐震改修促進事業【再掲】
主要

狭あい道路拡幅整備事業

③新中通り線と周辺市街地の整備 計画 42131 新中通り周辺市街地整備事業
２）中町地域の良好な市
街地環境を保全する

①良好な市街地環境の保全に地 計画 53121 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業【再掲】
域で取り組む
計画 41221 良好なまちづくり支援事業【再掲】
計画 47323 既存建築物耐震改修促進事業【再掲】
主要

３）新町地域の市街地環
境を育む

①計画的なまちづくりの推進

分譲集合住宅支援事業【再掲】

計画 41111 新町地域土地利用基本計画策定事業【再掲】
計画 41221 良好なまちづくり支援事業【再掲】
主要

②地域の魅力を高める

景観重点区域のまちづくり推進事業【再掲】

計画 42321 第二東京湾岸道路用地の有効活用
計画 12211 こどもの広場の整備【再掲】
計画 33211 三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】
計画 33111 浦安絆の森整備事業【再掲】

３．安心して暮らせる住
生活を創造する

１）住環境の整備に総合
的に取り組む

①良好な住環境を守る

計画 43111 第２次住生活基本計画策定事業
計画 41221 良好なまちづくり支援事業【再掲】
計画 35111 景観計画運営事業【再掲】
主要

②多様な住宅ニーズへの対応

開発指導事業【再掲】

計画 61132 住み替え支援促進事業【再掲】
計画 47323 既存建築物耐震改修促進事業【再掲】

２）集合住宅の課題に取
り組む

主要

障がい者グループホーム整備事業【再掲】

主要

浦安エコホーム事業【再掲】

①集合住宅の適正な維持管理に 主要
取り組む
主要
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分譲集合住宅支援事業
高齢者あんしんマンションライフ支援事業

第２期基本計画施策体系（都市像４ 安全都市）
基本計画

第３次実施計画

具体的施策

基本事業

４．地域をつなぐ道路網
の充実に取り組む

１）安全・安心で快適な道
路網を整備する

事業

計画事業・主要事業

①自動車交通ネットワークの整備 計画 44111 国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業
②まちづくりや地域の特性にあわ 計画 42121 密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業【再掲】
せた道路整備の推進
計画 42131 新中通り周辺市街地整備事業【再掲】

③道路環境の改善

主要

元町・中町散策路整備事業

主要

狭あい道路拡幅整備事業【再掲】

計画 44131 当代島旧県道再整備事業
計画 53121 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業【再掲】
計画 47313 道路等復旧事業【再掲】
計画 47314 幹線道路液状化対策事業【再掲】
計画 47212 道路冠水対策事業【再掲】

④道路施設の適正な維持管理

計画 44141 道路ストック総点検事業
計画 47111 災害非常用街灯設置事業【再掲】
計画 47321 地籍調査事業【再掲】
計画 47315 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業【再掲】

２）交通安全対策を充実
する

５．地域を結ぶ都市の交
通環境を整える

主要

街灯ＬＥＤ化事業【再掲】

①交通安全施設の充実

主要

交通安全施設整備事業

②交通安全意識の普及

主要

自転車安全利用推進事業

主要

交通安全教育事業

１）地域を結ぶ公共交通
網を充実させる

①バスや鉄道などの公共交通網
の充実

計画 45111 バス交通利用促進事業

２）自転車利用環境を整
える

①駅周辺での自転車問題に取り
組む

計画 53121 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業【再掲】

②自転車利用環境の整備

計画 45112

ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線相互直通運転促進事業

主要

自転車駐車場管理運営事業

主要

放置自転車対策事業

計画 33111 浦安絆の森整備事業【再掲】
計画 47221 舞浜地区海岸整備事業【再掲】

６．日常の安全・安心を
より確かにする

１）地域の特性に対応し
た消防体制を充実する

①消防力の充実

計画 46111 消防指令業務の共同運用

②救急救助体制の充実

２）防犯活動を推進する

①地域防犯活動の推進

主要

消防ポンプ（水槽付含む）自動車購入事業

主要

消防資機材整備事業

主要

消防団充実・強化事業

主要

高規格救急自動車購入事業

主要

救急救命士の養成

主要

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業

主要

自主防犯・見守り隊活動支援事業

主要

移動防犯事業

主要

市内巡回パトロール事業

主要

浦安市防犯協会運営費補助金交付事業

②犯罪が起こりにくい地域コミュニ 主要
ティづくり
主要
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防犯活動啓発事業
公共空間犯罪対策事業

主要

学校等防犯対策事業【再掲】

主要

街頭緊急通報装置整備事業

第２期基本計画施策体系（都市像４ 安全都市）
基本計画
具体的施策
７．災害に備える

第３次実施計画
基本事業
１）地域主体の震災対策
に取り組む

事業

計画事業・主要事業

①総合的な震災対策の推進

計画 47111 災害非常用街灯設置事業
計画 47112 地域防災計画改定事業
計画 47113 災害時トイレ整備事業
計画 61211 実践型訓練事業【再掲】

②自助・共助体制の充実

③防災備蓄の充実

主要

総合防災訓練等実施事業

主要

災害時の避難所運営推進事業

主要

自主防災組織育成事業

主要

災害時要援護者支援事業

主要

災害ボランティア事業

計画 47131 耐震性貯水槽液状化対策事業
計画 47113 災害時トイレ整備事業【再掲】

④災害情報の共有化

主要

福祉避難所支援物資整備事業

主要

防災備蓄用品整備事業

主要

受水槽緊急遮断装置設置補助事業

計画 47141 電子資料提供サービス事業
主要

２）治水・排水体制を充
実する

①雨水排水対策の充実

計画 47211 集中豪雨対応調査事業
計画 47212 道路冠水対策事業

②治水能力の向上

計画 47221 舞浜地区海岸整備事業
主要

３）耐震・液状化対策に
取り組む

災害時情報伝達事業

①公共施設等の耐震・液状化対
策の推進

旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高潮対策】）

計画 47311 元町地域液状化対策調査検討事業
計画 47321 地籍調査事業【再掲】
計画 47131 耐震性貯水槽液状化対策事業【再掲】
計画 32211 公共下水道災害復旧事業【再掲】
計画 47312 下水道総合地震対策事業
計画 47313 道路等復旧事業
計画 47314 幹線道路液状化対策事業
計画 47315 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業
計画 32223 舞浜汚水中継ポンプ場整備事業【再掲】

②宅地の耐震・液状化対策の支援 計画 47321 地籍調査事業
計画 42121 密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業【再掲】
計画 47322 道路等と宅地の一体的な液状化対策推進事業
計画 47323 既存建築物耐震改修促進事業
計画 47141 電子資料提供サービス事業【再掲】
主要
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まちづくり情報提供事業【再掲】

第２期基本計画施策体系（都市像５ 産業都市）
基本計画
具体的施策
１．長期的な視点に立っ
て浦安の産業を育てる

第３次実施計画
基本事業
１）長期的な視点に立っ
た地域産業を振興する

事業

計画事業・主要事業

①新たな内発型産業の振興

主要

中小企業等経営支援事業

②商業振興の推進

計画 51121 産業振興ビジョンの改訂
計画 13111 健幸ポイント実証事業【再掲】
計画 11212 子育て支援パスポート事業の充実【再掲】
主要

③就労環境の向上

買い物サポート事業【再掲】

計画 51131 就労・創業支援強化事業
計画 31411 小型家電リサイクル事業【再掲】
計画 14221 野菜工場整備事業【再掲】

２）消費生活を充実する

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

１）地域の資源を活かし
た都市観光を振興する

２）舞浜アーバンリゾート
を振興する

３．都市拠点の形成に取
り組む

１）駅周辺地区の整備に
取り組む

①安全で安心できる消費生活の
実現

①都市型観光の基盤づくり

①舞浜アーバンリゾートゾーンと
市民の関係を深める

主要

障がい者就労支援センター運営事業【再掲】

主要

障がい者職場実習奨励金の支給

主要

雇用促進奨励金の支給

主要

母子家庭等就労支援事業

主要

消費生活相談事業

主要

消費生活センター運営事業

主要

消費生活啓発事業

主要

市民参加型観光イベント等実施事業

主要

観光人材育成支援事業

主要

観光案内所運営事業

主要

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業

計画 47221 舞浜地区海岸整備事業【再掲】
主要

コンベンション誘致事業

主要

観光人材育成支援事業【再掲】

①浦安駅周辺地区の再整備

計画 53111 浦安駅周辺再整備事業

②新浦安駅周辺地区の整備

計画 53121 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業
計画 23311 新浦安駅前文化施設整備事業【再掲】
主要

③舞浜駅周辺地区の整備

シンボルロード緑道部整備事業

計画 47314 幹線道路液状化対策事業【再掲】
計画 44111 国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業【再掲】

２）魅力と活力にあふれ
た拠点づくりに取り組む

①シビックセンター地区の整備

計画 53211 シビックセンター東野地区整備事業
計画 53212 庁舎等建設事業
計画 42111 浦安公園整備事業【再掲】
計画 23312 文化会館設備改修事業【再掲】
計画 23133 中央図書館大規模改修事業【再掲】

②海辺の交歓エリアの形成

計画 13113 健康遊具等設置促進事業【再掲】
計画 33111 浦安絆の森整備事業【再掲】
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