
都市像 ５

産 業 都 市
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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生かし、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～を目指し

ます。
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本市は、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と

らえながら、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本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」の持続的発展を目指し、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に向けて取り

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目指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、コンパクトで安

全、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、多様な産業・都市機能が集積する都市拠点が有機的にネットワークされた、産業と生活の

バランスが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』の具現化を目指し、次のような視点を持って施策を展開していきま

す。

◆視点１：多様な機能が複合する都市として持続できるよう、時代潮流を的確にとらえ

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

◆視点２：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

都市拠点

の 形 成

・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、新町地域センター地区、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

長 期 的 な

視点に立った

産業の育成

・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
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現状と課題

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 40 年以上にも及ぶ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。

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とらえながら、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、市内の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基盤づくりが求められています。

就労面では、中高年の再就職や障がいのある方の自立、女性の社会進出など、就労意欲のある

市民は今後さらに増加していくと考えられることから、就業のために必要な知識、技術の習得支

援を促進するとともに、仕事と子育てとの両立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

でになく複雑化・多様化しています。また、食に対する不信が高まるなか、消費者が被害に遭わ

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。

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必要があります。

１ 長期的な視点に立って浦安の産業を育てる具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）長期的な視点に立った地域産業を振興する

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とらえながら、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、起業できる仕

組みづくりを進めるとともに、市内事業者の経営基盤の改善・安定化に向けた取り組みを推進し、

本市産業の振興を図ります。

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ます。

また、中高年の再就職や障がいのある方の自立など、就労意欲のある市民への支援を強化しま

す。

２）消費生活を充実する

安全で安心できる消費生活を実現するため、消費者が安心して相談できる体制や相談機会を確

保するとともに、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充実を図り、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るよう、偏った情報による混乱を招かないために、正しい知

識の普及を推進します。
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・

・

・

・

・

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

②商業振興の推進

健幸ポイント実証事業

③就労環境の向上

野菜工場整備事業

年次計画

51121

【再掲】

多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市を実現するため、産業振興ビジョンの改訂を行います。

５－１ 長期的な視点に立って浦安の産業を育てる

計画事業・主要事業名

１）長期的な視点に立った地域産業を振興する

【事業体系】

事業 担当課

商工観光課中小企業等経営支援事業
①新たな内発型産業の振
興

引きこもりの若者などを対象とした就職相談や学生へのインターンシップを通じて、市内での就職の
機会を確保します。また、各種セミナーや相談会など、市内創業者の支援を行い、地域産業を振興し
ます。

本市の融資制度を利用している借入者の返済負担を軽減し、市内事業者の経営基盤の安定化を図るた
め、借入利息の一部について利子補給を行います。また、経営安定化のため経営アドバイザーの派遣
や、公的融資相談会を実施します。

事業名

平成27年度

産業振興ビジョンの改訂

企画政策課／
健康増進課／
市民スポーツ課

商工観光課

障がい者就労支援センター運営事業 【再掲】

【再掲】

障がい事業課

雇用促進奨励金の支給

子育て支援パスポート事業の充実

買い物サポート事業
高齢者支援課
／猫実地域包
括支援センター

商工観光課

商工観光課

就労・創業支援強化事業

【再掲】

小型家電リサイクル事業

障がい事業課／
みどり公園課

商工観光課

こども家庭支援センター

平成29年度

【計画事業】

担当課

【再掲】

事業内容

事業番号

平成28年度

策定

産業振興ビジョンの改訂

【再掲】 こども課

母子家庭等就労支援事業

障がい者職場実習奨励金の支給

ごみゼロ課

調査・検討

商工観光課

②商業振興の推進

多様な機能が複合する都市として持続できる社会の基盤づくりに取り組むため、産業振興ビジョンを
改訂します。

子育て家庭を地域で応援する子育て支援パスポート事業や、市民一人ひとりの健康づくりを支援する
健幸ポイントの実証実験などの事業と市内商業者との連携を深めることで、商業の一層の活性化を図
ります。

各種奨励金の支給などを通じて、就労意欲のある障がいのある人や母子家庭の母親などの就労環境の
向上に取り組みます。
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【再掲】

事業名

担当課
事業番号

事業名 小型家電リサイクル事業

13111

事業番号

野菜工場整備事業

平成27年度 平成29年度

実施 実施 実施

こども課

ごみゼロ課
31411

使用済小型家電に含まれる希少金属の再資源化の促進を図るとともに、障がいのある方の就労を支援
するため、小型家電のリサイクルに取り組みます。

平成28年度

事業内容

事業番号

検討 基本計画

事業名 健幸ポイント実証事業

担当課

事業内容

事業番号
事業名

担当課
企画政策課／健康増進
課／市民スポーツ課

11212

年次計画

平成27年度 平成28年度

子育て支援パスポート事業の充実

歩くことを基本とする市民一人ひとりの健康づくりを支援するため、日々の歩行や運動に対してインセン
ティブを付与する「健幸ポイント」の実証実験を産学公民の連携により実施します。

平成29年度

実証
評価

【再掲】

実施
表彰

実施
表彰

【再掲】

年次計画

平成29年度平成28年度

市内協賛店舗で割引や付加サービスなどの特典を受けることができる子育て支援パスポート事業を引
き続き実施するとともに、協賛店舗の募集を図り、利用範囲の拡大をしていきます。また、５年間継続し
て協賛していただいた店舗を「子育て応援事業所」として表彰します。

平成27年度

実証

事業内容

事業番号
商工観光課

ＮＰＯ団体と連携し、ひきこもりの若者などを対象とした就職相談関係事業を充実させるとともに、現役
学生のインターンシップを通して市内就職の増加を図ります。また、創業支援事業計画に基づき、関係
団体などと連携して、セミナー、相談会などを行い、市内で創業を目指す方の支援を実施します。

事業名 就労・創業支援強化事業 担当課

実施
表彰

【再掲】 担当課 障がい事業課／みどり公園課

③就労環境の向上

事業内容

14221

51131

事業内容
障がいのある方の雇用促進や社会的な自立を図るため、千鳥地区の臨海公園予定地に「野菜工場」を
整備します。

実施
年次計画

平成27年度 平成28年度

年次計画

実施 実施

平成29年度

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設計
整備
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(千円)

こども家庭支援センター

就職や転職、スキルアップを考えている母子家庭の母親(児童扶養手当受給者)を対象に、就
労支援講座やパソコン教室を開催します。また、それぞれの意向に沿った母子家庭自立支援
プログラムを策定し、継続的な就労支援を行います。

事業名

事業内容

事業内容

②商業振興の推進

障がいのある方が、就労の場や機会を得られるよう、また就労の定着が図られるよう、障がい
者就労支援センターを運営します。

障がい事業課

日頃の買い物に不安や不便を感じている高齢者を支援するため、まちづくり活動団体との協
働により、買い物の代行と同行を行います。

事業名 障がい者就労支援センター運営事業【再掲】

事業名 買い物サポート事業【再掲】 高齢者支援課／猫実地域包括支援センター

事業名

事業内容

市内に居住する障がいのある人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
支給することにより、障がいのある人の雇用機会の拡大を図ります。

事業名 商工観光課雇用促進奨励金の支給

障がい者職場実習奨励金の支給

高齢者や障がいのある人を雇用する事業主に対して、雇用促進奨励金を支給することによ
り、雇用機会の拡大を図ります。

商工観光課

55,468

母子家庭等就労支援事業

事業内容

事業内容
本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、借入利息の一部につい
て利子補給を行います。また、経営安定化のため、経営アドバイザーの派遣や公的融資相談
会を実施します。

①新たな内発型産業の振興

③就労環境の向上

172,884

【主要事業】

事業内容

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

事業名 中小企業等経営支援事業 商工観光課

58,708 58,708

○計画事業費
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・

・

・

事業内容
消費生活に関する情報提供や消費生活講座を開催することにより、消費者の育成と啓発を図
ります。

事業名 消費生活センター運営事業 消費生活センター

事業内容
消費生活の様々な情報の収集や提供、知識の普及・啓発を推進する拠点としての機能充実を
図ります。

事業名 消費生活啓発事業 消費生活センター

【主要事業】

①安全で安心できる消費生活の実現

事業名 消費生活相談事業 消費生活センター

事業内容
消費生活関連のトラブルや多重債務者問題に対する相談支援や被害防止のため、消費生活
センターで相談事業を行います。また、専門的な法律相談に対応すべく、相談員のための弁
護士相談を実施するなど、質の向上に努めます。

①安全で安心できる消費生
活の実現

消費生活相談事業 消費生活センター

消費生活センター運営事業 消費生活センター

消費生活啓発事業 消費生活センター

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

５－１ 長期的な視点に立って浦安の産業を育てる

２）消費生活を充実する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

多様化する消費者被害の救済と未然防止が図れるよう、消費生活相談の充実と啓発活動を継続的に行
います。

自立した消費者育成のため、様々な機会をとらえた消費生活情報や学習機会を提供するとともに、消
費者教育に努めます。また、消費者団体など市民の自主的な活動を支援します。

市民が安全・安心な消費生活を営むことができるよう、国、千葉県及び関係機関と連携し、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反映しま
す。

255



現状と課題

本市は東京に隣接する都市であり、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濃く伝える元町地域が近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 3,000 万人が来訪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ることや、

来訪者による交通渋滞が起こるなど、様々な課題が生じているところです。

また、市内の文化財住宅や郷土博物館などの文化施設、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こともあり、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るとは言えない状況で

す。

こうした状況を踏まえ、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

を活かし市民自身も楽しめ、市外の人々も本市の魅力を感じて来訪するよう観光振興を図るとと

もに、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、本市の観光に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。

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具体的

施 策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具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）地域の資源を活かした都市観光を振興する

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、市外の人々も本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。

そのためには、三方を海や河川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、様々な地域資源

を活用するとともに、東京ディズニーリゾートや鉄鋼団地があるエリアと本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の地域資源を活かした観光振興に取り組みます。

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や活動を支援します。

また、観光漁業基地構想については、社会経済情勢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。

２）舞浜アーバンリゾートを振興する

舞浜アーバンリゾートゾーンは、本市観光の重点エリアの一つであり、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整合性を図りながら、水辺空間や観光レジ

ャー施設など、地域の特性を活かした、市民が誇れる魅力と活力のあふれるゾーンの形成を、関

係機関との連携をとりながら進めていきます。

また、国際相互理解を増進するとともに、観光産業をはじめとする地域経済に大きな波及効果

が見込まれる国際コンベンションなどの誘致を推進します。

【観光振興の目標像】
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・

・

・

事業者や市民活動団体との協働により、まちの魅力を伝える交流型イベントをはじめ、地域の
活性化につながる事業を実施します。

事業内容
産業や経済の発展、市民福祉の増進を目的に、市内観光の宣伝や観光客の誘致、市民が楽
しめ、まちのにぎわいをもたらすイベントを実施する浦安観光コンベンション協会の運営を支援
します。

事業名 観光案内所運営事業 商工観光課

事業内容

事業内容
浦安観光コンベンション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本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ます。

事業名 浦安観光コンベンション協会補助金交付事業 商工観光課

事業名 観光人材育成支援事業 商工観光課

商工観光課

①都市型観光の基盤づくり

事業内容
観光ボランティアガイドの育成・活動支援をするとともに、市民との協働により、市内まち歩き
が楽しめるような仕組みづくりに取り組みます。

事業名 市民参加型観光イベント等実施事業

商工観光課

【主要事業】

商工観光課

市民参加型観光イベント等実施事業

【事業体系】

商工観光課

観光人材育成支援事業

観光案内所運営事業

商工観光課

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業

担当課

市民が楽しめる観光を目指した観光振興計画に基づき、市民活動団体や関係機関と連携しながら、ま
ちの魅力を伝える交流型のイベントを実施します。

観光ボランティアガイドの育成・活動支援をするとともに、市民との協働により市内まち歩きが楽し
めるような仕組みづくりに取り組みます。また、新浦安駅前プラザ(マーレ)の観光案内所において、
本市の特色ある観光産業や観光施設に関する情報を広く提供します。

浦安観光コンベンション協会の活動を支援し、まちににぎわいをもたらすイベントの実施や市内観光
の宣伝、観光客の誘致などに取り組みます。

計画事業・主要事業名

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

５－２ 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

事業

①都市型観光の基盤づくり
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・

商工観光課

①舞浜アーバンリゾートゾーンと市民の関係を深める

海岸整備（ブロック２） 海岸整備（ブロック２）
海岸整備（ブロック1）
基本協定締結

事業内容
観光ボランティアガイドの育成・活動支援をするとともに、市民との協働により、市内まち歩き
が楽しめるような仕組みづくりに取り組みます。

事業内容
千葉県と連携を図りながら、本市の知名度を向上させるとともに、経済波及効果が見込まれる
国際コンベンションを誘致するため、ちば国際コンベンションビューローに協賛します。

事業名 観光人材育成支援事業【再掲】

コンベンション誘致事業 商工観光課

【主要事業】

事業名

【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課
47221

事業内容

平成27年度 平成28年度 平成29年度

高潮対策として実施している護岸改修事業に併せて、散策やジョギングなどが楽しめる緑道として整備
を促進します。

年次計画

商工観光課

観光人材育成支援事業 【再掲】 商工観光課

【計画事業】

事業番号

①舞浜アーバンリゾートゾーンと市民の関係を深める

事業名 舞浜地区海岸整備事業

担当課

①舞浜アーバンリゾート
ゾーンと市民の関係を深め
る

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】

コンベンション誘致事業

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

みどり公園課／
道路整備課

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

５－２ 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

舞浜アーバンリゾートゾーンの一層の振興を図り、観光資源として魅力あるゾーンの形成を促進しま
す。また、千葉県や(公財)ちば国際コンベンションビューローと連携し、本市の知名度の向上や経済
波及効果が見込まれる国際コンベンションを誘致します。
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現状と課題

本市が、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市内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、新町地域センター地区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、駅前広場の機能低下や歩行空間の減少、バスターミナルの狭あ

い化及び付帯施設の老朽化などの問題が表面化しており、また今後の住宅開発などを想定すれば、

自転車駐車場の不足や放置自転車の発生にも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ることから、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。

シビックセンターコア地区については、耐震性や狭あい、市役所業務機能の分散化などの問題

を抱える市役所庁舎の建替えとともに、浦安公園の整備を進め、シビックセンター地区としての

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、福祉ゾーンとしての位置づけを基本に、地区の

課題や求められる機能を整理し、整備に取り組んでいく必要があります。

新町地域センター地区については、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。

３ 都市拠点の形成に取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）駅周辺地区の整備に取り組む

様々な都市機能が集積する浦安、新浦安、舞浜の３駅周辺地区については、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の位置づけを踏まえ、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、交通結節機能の強化に取り組

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、これからも駅前としてのにぎわいが維持されるよう、都市の生

活拠点としての充実を図るとともに、自転車駐車場の整備や駅前広場の魅力創出、駅周辺の歩行

空間の拡幅など、総合的に狭あい化した道路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

開発を的確にとら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、交通結節機能の強化や利便性の向上を図るため、公共

用地の活用に取り組みます。

２）魅力と活力にあふれた拠点づくりに取り組む

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、災害時にも市民生活を支える行政・文化・福祉の中心拠点

として、行政機能や防災機能、福祉機能の充実を図るとともに、にぎわいやふれあいのある都市

空間として、さらには、魅力あふれる地区として発展するよう、コア地区において市役所庁舎の

建替えや、浦安公園の整備に取り組みます。一方、東野地区において福祉ゾーンとしての位置づ

けを基本に、求められる機能や役割について検討を進め、周辺地区の環境の変化に対応した、公

共公益施設の整備に取り組みます。

新町地域センター地区については、地区の特性を活かし、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、これまで集積してきた多様な機能を維持・向上させるとともに、

水際線に隣接した立地を活かした空間の整備など、人々が海とふれあいながら交流を深めること

ができる拠点の整備を推進します。
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・

・

・

事業内容
関係機関と協議を行いながら、新浦安駅北口のバスベイ拡充、若潮通りの歩行空間の拡幅や自転車駐
車場、緑道などの改善に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

整備計画策定 設計 整備

事業番号
事業名 新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 担当課 都市政策課

53121

事業内容
ステップ１地区の整備に必要な土地の取得に取り組むとともに、バス停の集約化や食い違い交差点の
解消などについて、関係権利者との合意形成を図りながら事業化に向けた検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

ステップ1南側街区の事業化検討
ステップ1南側街区の事業化検討
関係機関協議・調整

関係機関協議・調整

【計画事業】

①浦安駅周辺地区の再整備

事業番号
事業名 浦安駅周辺再整備事業 担当課 市街地開発課

53111

幹線道路液状化対策事業 【再掲】 道路整備課

国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業 【再掲】 都市政策課

新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 都市政策課

シンボルロード緑道部整備事業 みどり公園課

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

５－３ 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

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【事業体系】

元町地域の玄関口である浦安駅周辺では、交通結節機能の強化を図るとともに、まちのにぎわいを維
持しながら新たな魅力を創出します。

新浦安駅周辺地区では、快適で安全な歩行空間を確保するとともに、都市拠点にふさわしい魅力やに
ぎわいの創出に取り組みます。

舞浜駅周辺地区では、舞浜交差点からの立体整備の促進や主要な幹線道路の液状化対策を通じて、来
訪者と周辺住宅地との双方に配慮した快適な交通環境づくりを進めます。

③舞浜駅周辺地区の整備

生涯学習課

②新浦安駅周辺地区の整備

新浦安駅前文化施設整備事業 【再掲】

①浦安駅周辺地区の再整
備

浦安駅周辺再整備事業 市街地開発課

②新浦安駅周辺地区の整
備
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(千円)

事業名 シンボルロード緑道部整備事業 みどり公園課

事業内容
市民の憩いの場としての再生を図るとともに、まちの魅力が高まるよう、被災した緑道の舗装
や水施設を再整備します。

28,010 19,600 19,000 66,610

【主要事業】

②新浦安駅周辺地区の整備

③舞浜駅周辺地区の整備

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

事業内容 国道357号東京湾岸道路の渋滞を緩和するため、国が進める舞浜交差点の早期立体化を促進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整 促進 促進

事業番号
事業名

国道357号東京湾岸道路立体整備促進
事業

【再掲】 担当課 都市政策課
44111

事業内容
今後の震災に備え、緊急輸送路に指定されている中町、新町の主要な幹線道路の液状化対策を実施
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

主要幹線道路の液状化対策（中
町・新町）

主要幹線道路の液状化対策（中
町・新町）

主要幹線道路の液状化対策（中
町・新町）

事業番号
事業名 幹線道路液状化対策事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47314

事業内容
新浦安駅前に建設予定の民間ビルの一部を賃借し、音楽専用ホールや多機能ホールなど、文化芸術
の拠点となる施設を整備します。また、若手音楽家の育成・支援を行うとともに、高度な音楽イベントを
開催します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設計
工事

工事 開設

事業番号
事業名 新浦安駅前文化施設整備事業 【再掲】 担当課 生涯学習課

23311
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・

・

・

事業内容
災害対策拠点として機能強化と業務機能の集約化・効率化を図るため、市役所庁舎をシビックセンター
コア地区で建て替えます。また、シビックセンターコア地区の駐車場需要に対応するため、新庁舎の隣
接地に立体駐車場を建設します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

庁舎整備
駐車場設計

庁舎開所
駐車場建設
旧庁舎解体

駐車場建設（平成28年12月～平
成30年３月）

事業化検討 設計

事業番号
事業名 庁舎等建設事業 担当課 庁舎建設課

53212

担当課
企画政策課／障がい事
業課／高齢者支援課53211

事業内容
児童福祉法や障害者総合支援法の改正など福祉施策を取り巻く社会情勢や市民ニーズなどを踏まえ、
総合福祉センターの建て替えも視野に入れた地区の再整備に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本方針の決定

みどり公園課／
道路整備課

浦安絆の森整備事業 【再掲】 みどり公園課

【計画事業】

①シビックセンター地区の整備

②海辺の交歓エリアの形
成

文化会館設備改修事業 【再掲】 生涯学習課

中央図書館大規模改修事業 【再掲】 中央図書館

企画政策課／
障がい事業課／
高齢者支援課

庁舎等建設事業 庁舎建設課

浦安公園整備事業 【再掲】 みどり公園課

①シビックセンター地区の
整備

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

５－３ 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

事業 計画事業・主要事業名 担当課

シビックセンター東野地区整備事業

【事業体系】

健康遊具等設置促進事業 【再掲】

事業番号
事業名 シビックセンター東野地区整備事業

シビックセンター東野地区では、福祉施策を取り巻く社会情勢や市民ニーズなどを踏まえ、福祉ゾー
ンとしての機能の充実を図ります。

シビックセンターコア地区では、市役所庁舎の建替えと浦安公園の整備などに取り組み、行政機能や
防災機能の充実、にぎわいやふれあいのある都市空間を創出します。

海辺の交歓エリアでは、気軽に健康づくりに取り組めるよう、高洲海浜公園に健康遊具を設置しま
す。また、生活に憩いや潤いを与えてくれる緑を増やすとともに、高潮による被害を軽減するため、
絆の森の整備を推進します。
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事業内容
図書館の老朽化対策とともに、多様化する市民ニーズや情報技術の進歩に対応できるよう、施設の大
規模改修を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・研究
構造調査及び補強計画の策定
基本設計

実施設計

事業番号
事業名 中央図書館大規模改修事業 【再掲】 担当課 中央図書館

23133

みどり公園課
事業番号

事業名

事業内容
身近な場所で気軽に健康づくりに取り組めるよう、公園や緑道の整備・改修に合わせ、健康遊具を設置
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置（高洲海浜公園） 設置 設置

②海辺の交歓エリアの形成

事業番号
事業名 健康遊具等設置促進事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

13113

事業内容 施設の適切な維持管理を行うため、文化会館の設備改修に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

改修 開設

事業番号
事業名 文化会館設備改修事業 【再掲】 担当課 生涯学習課

23312

事業内容
新庁舎の建設後、現在の第２庁舎跡地に、緑にあふれ、市民が集い憩うことができる環境や災害時の
防災機能を併せ持つ浦安公園の整備に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本計画
現況調査

基本設計
実施設計

工事

事業番号
事業名 浦安公園整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課

42111

浦安絆の森整備事業 【再掲】 担当課
33111

事業内容
生活に憩いや潤いを与えてくれる緑を増やすとともに、海からの強風や潮風を和らげ、高潮時の被害軽
減を図るため、液状化現象に伴い発生した噴出土砂を活用しながら、市民や事業者と協働で沿岸部の
緑地に絆の森を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施（日の出海岸沿い緑道）
実施設計（三番瀬沿い緑道）

実施（三番瀬沿い緑道） 実施（総合公園）
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(千円)

9,446,602 1,601,733 1,138,433 12,186,768

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計
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