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はじめに

本市は、「人が輝き躍動するまち・浦安」をまちづくりの基本目標と

位置付け、２期に及ぶ基本計画を策定し、積極的な施策の展開を図って

きました。

また、現行の第２期基本計画の着実な推進を図るため、具体的な施策

や事業で構成される実施計画を、概ね３か年を計画期間とし、第１次、

第２次と２回にわたり策定してきました。

さらに、平成 25 年度には、復興計画で示した復旧・復興の基本的な

施策の方向性を踏まえ、震災からの復旧にとどまらず、まちの新たな価値や魅力の創出に向

けて、第２期基本計画の時点修正及び第２次実施計画（改訂版）の策定を行ったところです。

そして、現在、日本の社会は大きな転換期を迎えています。

奇しくも本年は戦後 70年という大きな節目を迎え、医療・年金・介護の社会保障３分野に

「子ども・子育て」が加わり、また、教育委員会制度にもおよそ 60 年ぶりの改革が行われる

など、長年に渡って築かれてきた様々な社会制度が大きく変わろうとしています。

また、日本が平成 23年から人口減少社会に突入し、896 の自治体が消滅する可能性がある

と言われており、「少子化」は、各自治体にとって喫緊の課題であることをこれまで以上に突

き付けられています。

全国の自治体が社会制度の変化に的確に対応していくだけでなく、これからのまちづくり

のあり方を模索しているところですが、このような時代にあっても、浦安市は新たな付加価

値を創造し、自らの力で未来を描くことの出来る稀有な自治体であると確信するとともに、

日本を覆う多くの喫緊の課題に対して、国という大きな歯車すら動かし得る、小さくても強

力な歯車であると信じて疑いません。

今回の計画改訂にあたっては、政策公約を中心に、まさに全国の自治体におけるモデルと

もなり得る先進的な施策を数多く盛り込むことに注力しました。

少子高齢化の進展やそれに伴う社会保障費の増大といった課題は山積していますが、市民

の皆様とも協働しながら、市職員が一丸となり、この計画の着実な実現を通じて、思い描い

た明日を一歩一歩現実にしていくことに全力を傾注してまいります。

今後とも、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成27年３月

浦 安 市 長
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第 2 期基本計画の修正及び第３次実施計画の策定について

１ 時点修正の基本的考え方について

第２期基本計画の計画期間は、平成 29 年度を目標年度とする 10年間とし、計画期間を４年ごとに３

期(前期・中期・後期)に分け、一部見直し(ローリング)を行うこととしています。

平成 26 年度は、中期の最終年度であり、後期の最初の年度でもあるため、計画内容の一部見直しを

行うこととし、見直しにあたっては、市長の新しい政策公約や国の制度改正、第２次実施計画(改訂版)

の進捗状況などを踏まえたものとします。

２ 第２期基本計画のこれまでの取り組み

基本構想に掲げる５つの都市像の実現に向けて、第２期基本計画の施策を進めるため、平成 20 年度

に第１次実施計画を、平成 23年度には第２次実施計画（平成 25年３月に一部改訂）を策定し、各施策

や事業を展開してきました。

特に、「物づくりから『人』づくり」「豊かな『地域』づくり」「次世代に引き継ぐ個性ある『浦安』

づくり」「持続的発展が可能な自治体経営の仕組みづくり」という４つの施策重点化の視点から先導的・

主導的役割を果たす施策を「リーディングプラン」として位置付けるとともに、リーディングプランを

推進する実施計画事業をプロジェクトとし、重点的に実施を図ってきたところです。

第２次実施計画（改訂版）では、102 事業を計画事業として位置づけ、全体で概ね 80％の事業で進捗

が見られています。

また、各施策や事業(基本計画の基本事業単位)の取り組みを市民目線で評価してもらうため、平成 26

年 11 月に市民意識調査を実施し、市の取り組みに対する現状（満足度）と重要度を調査しました。以

下、調査の概要を示します。
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① 【都市像１ 健康福祉都市】 健康で安心して暮らせるまちづくり

「都市像１ 健康福祉都市」分野の施策は、総じて重要度が高く評価されており、市が取り組

むべき基本的施策として、介護・福祉・医療施策への市民ニーズが高くなっています。

子育て環境・子どもの保健福祉関連の施策については、現状評価・重要度評価ともに高く、高

齢者などの保健福祉関連の施策については、今後も強化が望まれていると考えられます。

② 【都市像２ 市民文化都市】 豊かな市民文化を感じるまちづくり

「都市像２ 市民文化都市」分野の施策は、総じて現状評価が高くなっており、これまでの施

策の取り組みについて相対的に高い評価を得ています。特に、生涯学習・スポーツ・文化振興施

策や地域コミュニティ・市民交流施策について高い評価となっています。

こうした施策の現状評価からは、行政が優先的に取り組むよりも、地域やコミュニティなどに

取り組みの主体を移していくよう求める声もあることが読み取れます。

学校教育全般については、他の施策と比べて重要度評価が相対的に高く、さらなる充実が求め

られていると考えられます。

③ 【都市像３ 快適環境都市】 環境にやさしいまちづくり

「都市像３ 快適環境都市」分野の施策は、総じて世代や地域により現状評価・重要度評価に

差異がある施策が多くなっており、施策間の相対評価では施策ごとに多様な位置を占めています。

中でも、ごみ・リサイクル関連施策、公園・緑地・緑化関連施策は、他の施策と比べて重要度

が高く評価されており、現状の取り組みを今後とも維持していくことが求められていると考えら

れます。

しかしながら、都市像４の施策と同様に、元町地域での現状評価が相対的に低い施策が散見さ

れます。

④ 【都市像４ 安全都市】 安全で快適に暮らせるまちづくり

「都市像４ 安全都市」分野の施策のうち、道路・交通関連施策や防災関連施策については、

行政が優先的に取り組むべき施策として高く評価される施策が多くなっています。

また、都市計画・市街地整備・住宅関連施策や道路・交通関連施策については、地域により評

価に差異がみられ、特に元町地域での現状評価が相対的に低い施策が散見されます。

⑤ 【都市像５ 産業都市】 様々な産業による活力と魅力のあるまちづくり

「都市像５ 産業都市」分野の施策では、駅周辺整備関連施策として交通結節機能の強化を含

めた駅周辺整備への市民ニーズが高くなっています。

観光施策は、現状評価も高く、現状の維持強化を求める評価となっています。

【市政に関する市民意識調査の概要より】
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１ 第 2 期基本計画策定の経緯

本市は、恵まれた立地条件と公有水面埋立事業による行政面積の拡大を背景に、東京湾岸ゾーンの魅

力ある都市としてめざましい発展を続けてきました。

明治 22(1889）年、堀江、猫実、当代島の３村が合併し浦安村が誕生しました。以来、明治 42（1909）

年の町制施行、昭和 56(1981)年の市制施行を経て、今日に至っています。

昭和37(1962)年に漁業権の一部放棄を決定し、昭和40(1965)年には第一期埋立事業が始まりました。

さらに、昭和 46（1971）年には漁業権が全面放棄され、翌昭和 47（1972）年から第二期埋立事業が始

まりました。こうした埋立事業の展開にあわせて、昭和 48（1973）年に浦安町総合開発計画を策定し、

埋立地の開発による都市化の方向性を示しつつ、計画的に都市の基盤整備と都市開発を進めてきました。

そして、昭和 56（1981）年の市制施行を経て、昭和 59（1984）年、浦安市政の基本方向を示す浦安

市基本構想を策定し、まちづくりの基本目標を「緑あふれる海浜都市」と定め、「人権の尊重」、「地域

の連帯」、「自立の精神」を基本理念として、若さあふれる美しい計画的な都市開発へと展開してきまし

た。

さらに、ハードなものづくりとしての都市開発が軌道に乗った平成 11 年には、「人間尊重のまちづく

り」、「市民と行政が協働するまちづくり」、「地域の個性を育むまちづくり」を基本理念として、「もの」

から「こころ」へ、また「ハード」から「ソフト」へと本市のまちづくりの基調を転換し、「一人ひと

りの市民」が主役のまちづくりを進めていくため、「人が輝き躍動するまち・浦安」をまちづくりの基

本目標とする新たな基本構想を定めました。

この基本構想のまちづくりの基本目標には、「市民が自主性や創造性を発揮し、個性ある文化をつく

り出すことのできるまち」、また、「市民の暮らしに多様な選択可能性が広がり、豊かな暮らしを実現で

きるまち」という、これまでにもまして市民一人ひとりの「個性」が生き、そしてその能力と創造性を

十分に発揮することのできる「活力」のあるまちの姿が込められています。

また、このまちづくりの基本目標の実現に向けて、長期的な視点に立ち、次の５つの都市像を設定し

ています。

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

２ 創造と交流で築く市民文化都市

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

この基本構想に掲げるまちづくりの基本目標と５つの都市像の実現を目指し、平成 13 年度を初年度

とする第１期基本計画を策定し、計画的に質の高い居住環境を持つ都市づくりを進めるとともに、様々

な人々が生き生きと安心して生活できる地域社会づくりに取り組んできました。

また、第１期基本計画策定後の地方分権改革の進展や新町地域の開発の終息が間近に迫っているなど、

浦安のまちづくりを取り巻く状況の変化を捉え、地方分権時代の本市の自治体経営計画となる新たな 10

か年の基本計画として、平成 20 年度を初年度とする第２期基本計画を策定し、取り組みを進めていま

す。

第 1章 計画作成の前提
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２ 計画の前提となる潮流と施策の方向性

（１）計画の前提となる潮流と施策の方向性

① 東日本大震災の教訓と防災危機意識の高まり

平成 23 年３月 11日 14 時 46 分、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が

発生し、本市においても震度５強を観測しました。

液状化による道路や上下水道などの都市基盤施設や学校、幼稚園、保育園などの公益施設の被害は市

民生活に大きな混乱をもたらし、民間の約 9,000 棟を超える建築物が被害を受けたほか、今まで築きあ

げてきた高質な住環境や都市景観が損なわれました。今回の震災を経験し、本市の災害対策の基本は液

状化対策であることや、被災しても早期に復旧できる対策などを講じておくことの必要性を再認識した

ところです。

また、震災の被害からの復旧事業が終わりつつあり、まちの新たな魅力や価値の創造とともに、本市

の構造的な課題への対応が求められています。

地震発災時から復旧に向けた市民や事業者による自主的な復旧防災活動も盛んに行われ、浦安市民の

地域力の強さを改めて証明しましたが、今後も自助・共助による防災危機意識を高め市民力・地域力の

向上につなげていく必要があります。

さらに、食の安全性や巧妙化・多様化する犯罪への対応など、誰もが安心して日常生活をおくること

ができるよう、適切に対処できる体制の整備が求められています。

② 環境に配慮した持続可能な循環型社会

温室効果ガスの増加による地球温暖化により、気温の上昇や異常気象の発生、生態系の破壊などが懸

念されています。また、東日本大震災を契機に以前にも増してエネルギーに対する関心が高まっていま

す。新たな技術の導入や再生可能エネルギーの利活用を推進するなど、良好な地球環境を次の世代に引

き継ぐことができるよう、環境に配慮した持続可能な循環型社会の形成に向けた取り組みが求められて

います。

③ グローバル化の進展

情報通信分野における技術革新などを背景に、物流や金融といった経済活動だけではなく、教育や文

化、芸術、スポーツなどの様々な分野で、世界の国や地域との交流が近年飛躍的に拡大し、世界はます

ますつながりを深めています。2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されるなかで、こう

したグローバル化の流れを捉えた市民主体の国際交流や地域の国際化が求められています。

④ 多様な主体との協働

これまでの公共サービスは、行政が中心となって提供してきましたが、市民のまちづくりへの参加意

識の高まりから、ＮＰＯや事業者などを含むまちづくり活動団体と行政の協働による取り組みが進めら

れています。

また、市民の自己実現に向けた多様かつ主体的な取り組みを支援する体制や仕組みを整備してきまし

たが、ＮＰＯや事業者などのまちづくり活動団体と行政、それぞれが自らの役割を明確にし、新しい公

共の担い手としてサービスを提供する取り組みがさらに求められています。
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⑤ 情報化の進展

高度情報通信技術の飛躍的な進歩により、私たちは必要な情報を時間や場所を選ばず自由に活用する

ことが可能になりました。また、「社会保障・税番号（マイナンバー）」制度の導入が予定されており、

私たちの生活は大きく変わろうとしています。この高度情報通信技術を市民生活のなかにさらに取り入

れ、市民と市民、市民と行政など、多様な主体が互いに情報を享受できる社会を構築していく必要があ

ります。

⑥ 地方が主役のまちづくり、地方分権

地方分権一括法の施行や三位一体の改革の進展により国と地方自治体の関係は、これまでの国を頂点

とした上位下達の関係から対等・協力の関係に変わりました。また、我が国の急速な少子高齢化の進展

と人口減少に対応するため、「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、自治体や地域がこれまで以上

にその個性や特色を活かしてまちづくりを進めていくことが求められています。

⑦ 行財政改革の推進と自治体経営

市民の価値観や生活意識の変化などにより、多様化・高度化・複雑化する市民ニーズを把握し、限ら

れた財源の中、的確に市政に反映させていくことで市民福祉の向上に努めることや、地方分権のさらな

る進展による自主・自律のまちづくりを進めることが求められています。

そのため、本市の強みの一つである財政の健全性を維持した上で、将来を見据えたより効果的な施策

展開を行っていけるよう、事業の合理化や行政の役割の見直し、民間活力のさらなる活用、新たな財源

の確保などを通じて、これまで以上に歳入の確保と歳出の抑制を図るとともに、限られた経営資源の効

果的・効率的な運用を行うことが必要です。

併せて、施策ごとの経営資源配分の優先順位や事業効果の評価結果を明確にし、市民に対する説明責

任を果たしていくこともこれまで以上に重要となります。
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（２） 将来人口の見通しを踏まえた課題認識

１）浦安市の将来人口・世帯数の見通し

本市の人口は、平成 23（2011）年４月１日には約 165,000 人でしたが、東日本大震災の影響などによ

り、翌年の平成 24（2012）年４月１日までに約 2,500 人減少しました。

しかし、その後の復旧事業の進捗に伴い、一時的に減少した人口もすでに下げ止まり、回復基調を示

しています。

このことから、将来人口や世帯数の見通しについては、多角的な面からの検証が必要ですが、復興の

進捗や新しいまちの価値や魅力を創出する様々な取り組みの政策的効果を考慮し、今後も回復傾向が続

くものと予測しています。

① 将来人口の見通し

第２期基本計画で示した人口推計では、本市の総人口は、平成 25（2013）年に約 174,000 人となりピ

ークを迎えると推計していました。

今回の推計では、本市の総人口は、平成 36（2024）年に約 170,000 人でピークを迎え、その後は緩や

かに減少する見込みです。

② 年齢階層別人口構成の見通し

年少人口（０～14 歳）は、平成 27（2015）年の約 24,200 人から減少傾向を示し、平成 35（2023）年

には約 21,000 人となり、その後も概ね約 21,000 人で推移する見通しとなりました。

生産年齢人口（15～64 歳）のうち 15～29 歳の人口は、平成 27（2015）年の約 31,700 人から平成 35

（2023）年頃に約 34,000 人まで増加し、その後減少に転じる見通しとなりました。また、30～64 歳の

人口は、平成 35（2023）年までは緩やかに増加しますが、平成 30（2018）年には総人口の 50％を割る

見込みです。

その一方で、65 歳以上の老年人口は急速に増加を続け、高齢化率も平成 27（2015）年の約 15.5％か

ら平成 50（2038）年には約 25.5％と大きく上昇していくことが想定されます。また、高齢者のうち、

75 歳以上の後期高齢者の占める割合が増加する見込みです。

③ 世帯数の見通し

本市の世帯総数は、平成 27（2015）年は 約 74,900 世帯、平成 30（2018）年は 約 77,400 世帯、平

成 35（2023）年は 約 79,500 世帯と推移し、平成 40（2028）年頃に約 80,200 世帯でピークを迎えた後

に減少に転じ、平成 50（2038）年は 約 76,900 世帯になると推計しています。

単独世帯（一人の世帯）については、今後、緩やかに増加し、平成 40（2028）年に約 34,400 世帯で

ピークを迎え、その後、減少に転じる見通しとなりました。また、単独世帯のうち 65 歳以上の単独世

帯は増加が続き、平成 50（2038）年には約 10,000 世帯を超える見通しとなりました。

非単独世帯（二人以上の世帯）については、平成 35（2023）年に約 46,000 世帯でピークを迎えた後

に減少に転じ、平成 50（2038）年には約 44,100 世帯になると推計しています。
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【将来人口の見通し】

【世帯数の見通し】

【高齢化の進行】
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【元町の将来人口の見通し】

【新町の将来人口の見通し】

【中町の将来人口の見通し】
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２）人口減少時代を迎える浦安市の課題

① 人口構成と規模に見合った公共施設の再編・整理

将来人口の変化は、保育所などの児童福祉施設や幼稚園、学校、高齢者福祉施設などの量や規模、さ

らには地域の人口構成の偏在から生じる地域バランスに大きく影響することから、これから必要とする

施設や余剰施設の運営など、適切な対応が必要です。

本市の公共施設は、昭和 56 年の市制施行前後に建設されたものが多く、今後、大規模改修などの工

事が同時期に集中することが予想されることから、効率的な維持管理や財政負担の平準化などを図るた

め、長期を見通した計画的な公共公益施設の保全、活用、再編が必要となります。

また、道路や公園などの公共公益施設だけでなく、本市の特性でもある分譲集合住宅などの社会的ス

トックを活かし、使いこなしていくことがこれからの課題です。

② 地域特性を踏まえたコミュニティのさらなる強化

本市は都市の形成過程において、同じような世代や家族構成を持った市民がほぼ同時期に大量に移り

住んできた経緯があります。現在は、中町地域を中心に生産年齢人口の減少や高齢人口の増加が進む一

方で、新町地域では新たな住宅開発により若い世代の転入の傾向が見られていますが、地域の間に加え

て、地域内でも人口構成の偏りが現れはじめており、今後も拡大することが予測されます。

人口構成の偏りによる既存の地域コミュニティの活力低下など、地域内や地域間の連携が希薄になら

ないよう、世代間、地域間の交流・連携が活発に行われるコミュニティを構築していくことが必要です。

③ 住宅都市としての機能の充実とリノベーション

昭和 40 年代から開発が始まった都市圏郊外部における大規模ニュータウンでは、都心回帰の影響も

あり、急激な高齢化の進行と人口減少がみられ、都市としての活力が停滞するなど、これからの浦安市

の課題を考えるうえで注視すべき点が多くあります。

東京圏での本市の立地的優位性や三方が海や河川に囲まれたまちの特性を活かしながら、市街地環境

や地域商業機能、産業施設の更新・強化に取り組むことが必要です。

また、昭和 40 年代から開発が始まった中町地域を中心に、世帯規模の縮小や高齢化とともに住宅の

老朽化が進んでおり、住宅の建替え・改修や売却・住み替えといった住宅ストックの更新・流動の時期

を迎えています。住宅ストックの次世代への継承やライフスタイルにあわせた住宅の改修など活力ある

地域社会を維持できる良好な地域の住宅市場を形成していくことが必要です。

④ 子どもを産みたい、育てていきたいと思える環境の充実

本市の合計特殊出生率は、全国的にも依然として低い傾向にあり、少子化が進行しています。特に就

学前児童（０～５歳）と小学生（６～11 歳）の人口は、今後の人口推計においても減少する見込みで

す。

また、「晩婚化」や「非婚化」が我が国の出生率の低下の大きな要因となっており、子どもの減少は

地域活力の低下、労働力の減少、社会保障における費用負担の増加など、社会的・経済的に大きな問題

となります。結婚を望む人たちがその希望をかなえ、子どもを産みたい・育てたいと思ってもらうため

には、出会い、結婚、妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援体制の充実や子どものより良い育

ちを実現する「親育ち」などの環境づくりが必要です。
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⑤ 高齢化の進展と健康寿命の延伸

全国平均と比べると本市の高齢化率は低くなっていますが、今後の人口推計では老年人口が急激に増

加することが見込まれており、団塊ジュニア世代が老年人口となる平成 35（2023）年には高齢化率が

17.8％になるものと推計されています。

年齢を重ねるに連れ、健康を維持できる方ばかりではなく、要介護状態や寝たきりなど何らかの制限

がある状態で生活を送る方も増加します。老後になっても元気に自立した生活を送るためには、健康寿

命をさらに延伸することが不可欠です。

また、これからの高齢者世代については、自立して誇りと生きがいを持って生活でき、進んで社会参

加ができる環境づくりが求められています。高齢者が自らの知恵や技術などを有効に活用し、地域社会

への貢献や、技能や趣味の能力を高め、自らを磨くという具体的な目標を持った行動ができる、高齢者

の多様な活動が展開される社会を実現することが必要です。

⑥ これからの行財政経営

これまでは行政が中心となって公共サービスを担ってきましたが、少子高齢化の進行や生産年齢人口

の減少、さらには大規模な住宅開発が今後は見通せないことから、給与所得者の個人市民税や固定資産

税の占める割合が大きい本市の財政構造に大きな影響があることは明確です。

人口規模や人口構成に留意しつつ、行政の担うべき公共サービスを見極めて、これまで以上の効率

的・効果的な行財政経営を行うとともに、公共的サービスの担い手としてのまちづくり活動団体や地域

との協働に取り組むなど、将来を見通したなかで、行財政経営のあり方を見直していくことが必要です。
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１ 『住みやすいまち』から『住みがいのあるまち』を目指す時代

基本構想の描くまちづくりの基本目標「人が輝き躍動するまち・浦安」は、「人間尊重」、「市民と行

政の協働」、「地域の個性の育成」という基本理念のもと、「市民が自主性や創造性を発揮し、個性ある

文化をつくり出すことのできるまち」、「市民の暮らしに多様な選択可能性が広がり、豊かな暮らしを実

現できるまち」を創り上げていくことを目指しています。

この基本目標の具現化を目指して、これまで様々な施策を展開してきました。このことは、市民が満

足度の高い暮らしができる『住みやすいまち』を目指して取り組んできたともいえます。

これからは、この発想をさらに発展させ、浦安に住むことに誇りを感じ、「生きがい」や「働きがい」、

「やりがい」と同じように、市民が「心の豊かさ」を実感し、躍動できるような『住みがいのあるまち』

を目指して取り組んでいく時代を迎えています。

２ 市民がまちをつくり育む時代

① 現在のまちを活かす時代

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、東京ディズニーリゾート®（ＴＤＲ）や鉄鋼団地という特色ある産業が立地する東京湾岸ゾーン

の住宅都市として大きな変貌を遂げました。

埋立地に開発された新しいまちでは、住宅や商業、業務機能、道路や公園といった都市基盤施設が機

能的に配置された計画的なまちづくりが進められてきましたが、40 年以上に及ぶ新しいまちを建設する

時代も、新町地域の一部を残し終息に向かいつつあります。

今後は、開発から成熟へまちづくりの視点を移し、現在のまちの良さを守りながら、地域での生活を

充実させていくまちづくりが求められています。まちを「つくる」段階から「維持・活用する」段階へ、

市民がまちづくりの担い手としてまちを使いこなす時代を迎えています。

② 地域の価値や良さを大切にする時代

本市の魅力は、小さな市域に多様な地域や都市機能がバランスよく配置され、都市を形成している点

にあります。この魅力を今後も維持していくためには、小さな単位でまちづくりに取り組み、多様性に

富んだ地域や都市機能を充実させることで、浦安全体の魅力を高めていく必要があります。そのために

は、守るべき地域の価値や育てるべき地域の良さに市民一人ひとりが気づき、地域で共有していく必要

があります。そのため、今後は地域での合意形成がより一層、重要となります。

また、地球温暖化防止や省資源・省エネルギー対策など、人類共通の生存基盤である地球環境問題へ

の関心の高まりや価値観の多様化、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

も変わりつつあります。まちの評価や地域の価値も全国一律の尺度で計られるのではなく、それぞれの

まちや地域が持つ個性や特色が問われる時代であり、住み良さといった機能的な評価に加え、「住みた

いまち」、「住みつづけたいまち」といった住民目線の尺度や価値観に重きがおかれる時代になっていま

す。

こうしたことから、これまで以上にそれぞれの地域の成り立ちや固有の事情を踏まえ、地域の価値を

大切に育んでいくことが必要です。それぞれの地域の固有の事情に精通する市民が、まちづくりの主役

第２章 計画策定にあたっての基本認識
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となって市民力を高め、まちを育んでいくことが求められています。

まちづくりの主役である市民の実践的な活動を行政が支援し、市民と行政がともに役割と責任を担い

ながら、まちをつくり育んでいく時代となっています。

３ 持続的発展ができる自治体経営の基礎をつくる時代

地方分権の流れのなかで、地域が自らの選択と責任のもと、まちづくりを進めていくことができる仕

組みも整いつつあります。少子高齢化や人口減少社会の到来など、来るべき社会の変化に対応し、都市

の活力を維持していくためにも、魅力に満ちたまちづくりが求められています。

本市はこれまで、住宅都市としての性格を基本に、ＴＤＲや鉄鋼団地といった地域の特色ある産業が

立地する個性豊かな都市として発展してきましたが、都市間競争のなかで今後も発展を続けていくため、

現在のまちの良さや価値を守りながら、来るべき将来の変化に備え、人口の流動化や新たな地域産業の

振興・育成さらには行財政改革の一層の推進など、トータルな自治体経営を推進する基礎をつくる必要

があります。

４ 震災の経験を教訓に、地域の新たな魅力や価値の創生を目指す時代

今回の震災を経験し、災害の初動期を含めた防災体制の整備・強化、ライフラインの機能確保、液状

化への対策など、本市の災害対策において多くの課題が明らかになりました。また、液状化による被害

は、本市がこれまで築いてきたまちのイメージを損ないました。その一方で、本市の市民力、地域力が、

この難局を乗り越える大きな力となることも確信しました。

このことは、本市のまちづくりの基本目標の実現や第２期基本計画の基本認識である『住みがいのあ

るまち』に向けた取り組み、さらには、現在の都市基盤を活用しつつ地域の価値を磨き育てていく、ま

さに市民がまちづくりの担い手として、まちを使いこなし育む取り組みが復興の大きな力になることを

明らかにしました。

これまで築いてきた地域コミュニティを基盤として、地域の様々な課題の解決や地域価値の向上に向

け、地域の様々な主体と相互に連携しながら、また、市民と地域が主体的にまちづくりに取り組むため

の環境整備を進めることが必要です。

また、このような市民力、地域力を復興に活かしていくことは、浦安市民であるという誇りを取り戻

し、市民の知恵と経験を結集し、ピンチをチャンスに変えて「新生浦安」に向けて飛躍することが可能

になります。単に震災被害の復旧に止まらず、今まで培われてきた経験や取り組みの実績を活かし、今

日、浦安が抱えるまちづくりの課題を解決しつつ、新たな都市、地域の魅力や価値の創生を目指した取

り組みを持続的に推進することが重要です。
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１ 計画の役割・性格

（１）浦安市の自治体経営計画としての役割を持つ基本計画

今日、新町地域の開発も最終段階になり、埋立地に形成されてきたまちも、地域社会として成熟化の

時代に入っています。

都市開発の終息とともに人口のピークも見えつつあり、今後は少子高齢化も進み、財政面でもこれま

でのような右肩上がりの基調は転換期を迎えることが予想されます。

また、今後、ますます加速する地方分権化の流れにより、基礎自治体として市の権限が拡大する一方、

自主性・自律性が一層求められる時代となり、自己決定・自己責任の原則、補完性の原則のもと、市民

自らが地域のことを考え、自らの手で地域を治める住民自治のシステムと、市民の意志と責任に基づく

行財政システムの構築が不可欠な状況にあります。

財政的にも右肩上がりの基調を望めないなか、長期的見通しを持って市民と行政が協働し、真に市民

が必要とする公共サービスの質を高く維持しながら提供していける自治体経営システムを確立してい

くことが求められています。

市民と行政の協働による自律した自治体への転換期にあって、これからの都市の成熟化を見据え、第

２期基本計画では基本計画そのもののあり方を見直し、市民と行政があらゆる場面で協働しながら、質

の高い居住環境の形成と保全、様々な人々が生き生きと安心して生活のできる地域社会づくりに取り組

んでいく自治体経営計画として策定します。

（２）基本計画の性格

① 市民と行政との協働による自治体経営の方針を明確にする計画

第２期基本計画は、行政が策定し実行する行政計画としての側面だけではなく、市民とともに創り上

げ、市民と行政の協働で実行していく自治体経営計画を志向します。

計画の策定にあたり、「多様な主体によるまちづくり計画」という策定テーマを掲げ、206 名の市民や

学識経験者、市職員により「浦安市民会議」を組織し、取り組むべき課題や方向性について、約 1年間

の議論を重ねるなかで提言書が取りまとめられました。

浦安市民会議から提起された自治体としてのあるべき姿やそれを目指した具体的な取り組み課題や

方向性を、市民同士、さらには市民と行政との共通認識として最大限尊重し、計画に反映させました。

② 市民と行政が課題や方向性を共有し、協働して取り組みを進めるための指針となる計画

第２期基本計画は、浦安市として取り組むべき課題や方向性を市民と共有し、市民と行政の共通認識

のもと、協働による取り組みを進めるための指針となる計画とします。

また、第２期市民参加推進計画を踏まえた協働のあり方や行財政経営のあり方など、市民や地域と行

政の協働による自治体経営システムのあり方を明確にし、計画期間内に地方分権時代に対応した自治体

経営体制を確立していきます。

第３章 計画の基本方針
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③ 市民と行政の協働で実行していく計画

各分野の具体的な取り組みについては、行政がすべきこと、市民と行政が協働できることなど、それ

ぞれの役割や施策の進め方を示した計画とします。

④ 社会経済情勢の変化に機動的に対応できる計画

本市を取り巻く情勢の転換期を迎え、第２期基本計画は事業を執行する際の達成目標や期間を明確に

しながら、社会経済状況などの急激な変化に対応するため、施策の方向性や事業の内容を機動的に見直

していけるよう、次の点を踏まえた計画とします。

ⅰ）従来の基本計画と実施計画を統合した計画

第１期基本計画では、基本構想の実現に向け 10 年間の施策の基本的な考え方や体系、方向性を明ら

かにし、基本計画に基づく施策を計画的・効率的に実施していくため、３年間の実施計画を策定してき

ました。

第２期基本計画では、基本計画と実施計画を統合し、10年間で取り組む市民と行政の協働による施策

の方向性と具体的な事業の内容や実施時期、財源との関係をわかりやすく示した計画として策定します。

ⅱ）行政評価と連動した計画

事業成果の評価を反映させ、施策や事業実施のあり方を改善していく、行政評価システムとの連動を

志向した計画とします。

ⅲ）見直し（ローリング）できる計画

行財政経営のＰＤＣＡサイクルのなかで、施策や事業を評価し、改善を進めていくためには、計画の

見直しが不可欠です。そのため、具体的な事業内容の見直し時期にあわせ、施策の方向性を定期的に見

直す（ローリング）計画とします。

（３）計画の期間

第２期基本計画は、平成 29 年度を目標年度としており、計画期間を４年ごとに３期（前期・中期・

後期）に分け、見直し（ローリング）を行うことを基本としています。今回の見直しによる第３次実施

計画は平成 27～29 年度の３か年計画とします。
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平成 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

西暦 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

基本構想

第２期

基本計画

前期

中期

中期計画(平成 24年度
時点修正)

後期

実施計画

第１次

第２次

第２次(改訂)

第３次

（参考）

復興計画

復旧期

再生・創生期
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２ 計画の目標

基本構想では、まちづくりの基本目標を「人が輝き躍動するまち・浦安」と定め、この目標の実現に

向け、長期的な視点に立って各種の施策を総合的、計画的に進めるため、これらの施策の達成すべき大

きな柱となる目標として、次の５つの都市像を設定しています。第２期基本計画においても、この基本

目標を計画の目標と定め、基本構想の都市像を継承していきます。

１ 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、ともに助けあい、支えあいながら、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― を目

指します。

２ 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、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― を目指します。

３ 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― を目指します。

４ 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― を目指します。

５ 多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

都市の魅力の一つは、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。

また、これらの都市像ごとに基本構想に「施策の大綱」として示された、取り組むべき施策の基本的

考え方についても継承していきますが、目標達成に向けてより効率的・効果的な取り組みを進めていく

ためには、第１期基本計画での施策展開の成果や新たな時代潮流、そして、策定にあたっての課題認識

を踏まえ、各都市像の実現手法や施策の進め方について、新たな視点を設定することが必要です。

そこで、第２期基本計画では、基本構想の５つの都市像と施策の大綱を継承しつつ、まちづくりの基

本目標「人が輝き躍動するまち・浦安」の実現に向けた第２ステージとして、以下のような視点を掲げ、

効率的・効果的な施策展開を図ります。
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１ 生き生きと暮

らせる心のか

よう健康福祉

都市

２ 創造と交流で

築く市民文化

都市

３ 水と緑に囲ま

れた快適環境

都市

４ 利便の高い暮

らしを支える

安全都市

５ 多様な機能が

生み出す魅力

あふれる産業

都市

(1)生涯健康づくりを推進する

(2)やさしさと思いやりの

ある福祉を推進する

(3)相互に支え合う福祉の

基礎をつくる

(1)ふれあいと交流に満ちた

まちづくりを進める

(2)創造性と個性を育てる

生涯学習を推進する

(3)暮らしが広がる情報化を

推進する

(1)身近なところから地球

環境を保全する

(2)快適な生活環境を整備する

(3)生活にうるおいを与える

環境を創造する

(1)秩序ある市街地の整備を

進める

(2)総合的な交通体系を整備

する

(3)災害に強く犯罪のない

安全な暮らしを実現する

(1)魅力ある観光・リゾートを

振興する

(2)新しい時代に対応した

地域産業を振興する

(3)まちの活力を支える

拠点づくりを進める

浦安市基本構想

都市像 施策の大綱
施策展開の視点

家庭だけでなく地域や行政などが一
体となって子どもたちを大切に育て
ていく施策を展開

住み慣れた地域で安心して暮らし続
けることができる施策を展開

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

生涯にわたって市民が主体的に学び、学習成
果を活用できる総合的な環境づくりを進める
とともに、浦安市環境教育ビジョンの基本理

念の実現に向けた施策を展開

新しい公共の担い手として市民活動
を促進する施策を展開

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

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

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

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

火災や犯罪、地震、水害などへの不
安がなく、安心して暮らせる施策を
展開

多様な機能が複合する都市として持
続できるよう、長期視点に立って浦
安の産業を育成する施策を展開

産業と生活のバランスある都市構造
の形成と浦安の地域価値を高める拠
点形成を進める施策を展開

まちづくりの基本目標「人が輝き躍動するまち・浦安」

まちづくりの基本理念 ①人間尊重のまちづくり

②市民と行政が協働するまちづくり

③地域の個性を育むまちづくり

まちづくりの課題
時代潮流

まちづくりの時代認識

第２期基本計画
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１ 自治体経営の基本的考え方

（１）自治体経営の基本的視点

長期的見通しを持って市民と行政が協働し、真に市民が必要とする公共サービスの質を高く維持しな

がら提供していける自治体経営システムの確立に向けて、本市がこれまで取り組んできた行財政経営の

考え方を以下のような視点から捉え直し、市民・地域と行政との「協働」、「行財政改革」から「行財政

経営」という２つの方向から、自治体経営システムを再構成します。

・行財政経営の基本原則を明らかにし、市民に信頼される行財政経営を行う

・浦安の独自性や個性を活かした先進性のある行財政経営を行い、市民が誇りを感じるまちづくりを

行う

・市民が交流・連帯し、地域のまちづくりに貢献したことが実感できる協働のまちづくりを推進する

・市民がまちの将来に夢や希望が持てる持続可能な行財政経営を行う

（２）自治体経営の展開

市民と行政が協働し、市民が『住みがいのあるまち』と実感できるためには、市民一人ひとりが主体

的、能動的にまちづくりに参加できる仕組みが必要です。

市民・地域と行政との新しい関係を築いていくためには、行財政経営の基本原則を明らかにし、これ

まで以上の情報公開と開かれた行財政経営を行うとともに、これまでの行政活動を見直し、変革に取り

組んでいくことが必要です。

①市民・地域と協働で築く新しい公共を創造する

ⅰ）市民との協働の推進

本市は、市民参加推進計画の策定や市民参加推進条例の制定をはじめとして、市民活動の拠点と

なる市民活動センターの設置や市民活動補助金制度を創設するなど市民活動支援と市民参加の推

進に取り組んできました。

地方分権時代を迎え、これまでの行政主導ではない市民主体の自治の実現を目指し、これまで以

上に市民と行政がともに共通の目標に向かい進んでいく必要があることから、中間支援組織として

の市民活動センターについてより一層の充実を図るとともに、うらやす市民大学の開校など新しい

公共サービスの担い手となる市民や市民団体の発掘、育成に取り組んできました。また、より幅広

い分野で協働事業を展開していくため、協働のガイドラインや協働事業の提案制度を整備するなど、

まちづくり活動団体などの市民団体と行政との協働を進めてきました。

今後は、これまでの取り組みや実績を踏まえ、まちづくり活動団体などの市民団体と行政との協

働をさらに推進していくため、引き続き環境整備に取り組みます。

ⅱ）地域協働の取り組み

近年、防災や防犯活動などの地域の課題解決に向け、自治会を中心に地域住民が主体となった活

動が活発になっています。

第４章 自治体経営の基本的考え方
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本市では、これまで自治会活動やふるさとづくり推進協議会の活動支援を通じて、市民相互の交

流や親睦を図り、地域コミュニティの発展と形成に取り組んできました。今後はこうして築いてき

た地域コミュニティを基盤として、防災や防犯、健康づくりや福祉など様々な課題の解決や地域価

値の向上に向け、地域住民や自治会、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会、分譲集合住宅管理組合、支

部社会福祉協議会など地域の様々な主体が相互に連携しながら、主体的にまちづくりに取り組むた

めの環境整備を進める必要があります。地域のことを自ら考える地域経営を目指し、地域と行政が

協働で行う、「地域協働」の構築に取り組みます。

②行財政経営システムの確立を目指して

浦安市では、平成 13 年度に浦安市行政改革大綱を策定し、「経営感覚に富んだ行政運営」「職員の意

識改革」「市民と行政の協働」の３つの視点から、「事業の見直し」「人材育成の推進」「職員数と給与の

適正化」「組織・機構の見直し」「情報化の推進」「協働に向けた環境づくり」の６つの重点事項を定め、

この重点事項を確実に推進していくため、これまでに４次に及ぶ行政改革推進計画を策定し、任期付き

採用制度や再任用制度の活用など職員採用の見直しやプロジェクト・チーム制の活用など組織運用の見

直し、また指定管理者制度やＰＦＩの導入など、行財政改革に取り組んできました。しかし、これから

は、従来の行政改革の主要テーマであったコスト削減や人事・組織機構の簡素化など費用削減型の行財

政改革の視点に加え、住民自治のシステムや市民の意志と責任に基づく自治体経営の仕組みづくりが必

要となっています。

財政的にも右肩上がりの基調を望めないなか、長期的見通しを持って市民と行政が協働し、真に市民

が必要とする公共サービスの質を高く維持しながら提供していける行財政経営システムを確立してい

きます。
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行財政経営システムを構築するための視点

① 市民に信頼される行財政経営

コンプライアンスの確立など法令などに基づく公正な行財政経営と正確な事務執行を行うとともに、

行財政経営の基本原則を明らかにし、市政について積極的に情報を公開し、市民に信頼される行財政経

営を進める必要がある。

② 行政の役割と目的の明確化

地方分権化の流れは今後ますます加速されようとしている。自治行政権や自治財政権、自治立法権な

ど基礎自治体の権限の拡大によって、自己決定と自己責任が一層求められるとともに、補完性、近接性

の原理のもと、地域の多様な価値と個性に根ざした住民自治を実現していくことが求められている。

こうした観点から、これまで行ってきた事務事業について、行政の役割と目的を明確にしたうえで、

公共の利益という視点に立ってサービスの提供主体や手法などを再検討し、行政は公共サービスの担い

手となる様々な主体間をコーディネートするなど、舟のこぎ手から舵取りとなる行財政経営を進める必

要がある。

③ ＰＤＣＡサイクルと協働

政策の立案、決定、執行、評価の政策形成サイクルいわゆるＰＤＣＡサイクルを基調とした行財政経

営とそれぞれの段階に市民や市民活動団体、事業者など様々な主体が参画できる機会の充実を図り、政

策の実行性を高める必要がある。

上記の３点を踏まえたうえで、行財政経営活動のプロセスとして、以下の取り組みが考えられる。

④ トップマネジメントの機能強化

市長をはじめとする政策決定機関が、中・長期の財政収支見通しや市政に対する市民の期待、要望な

どの基本的な経営情報を的確に捉え分析し、第２期基本計画の各施策の実現を図るため、経営方針やビ

ジョンを明確に示し執行担当部局と共有化を図る。

その一方で、施策実行を担う執行担当部局の独自性や自立性を確保するため、庁内分権を進め、枠配

分予算制度などの予算編成と執行の権限の移譲や、部レベルでの人事配置やスタッフ制の導入などの人

事（定数配置）に関する権限の一部移譲を行い、経営層の示す方針を具体化するための推進体制を併せ

て整備する必要がある。

⑤ 事業執行プログラムの構築

経営層の示す全庁的な経営方針やビジョンを対話により執行担当部局が共有し、住民の要望や期待に

応える施策や事業として具体的に展開していく。その際、戦略や計画づくりなどの企画・立案段階から

提供するサービスの主体やコスト、効率性の観点、さらには目標の達成のための管理の仕組み、必要と

する人財育成と確保など、施策や事業の企画・立案から具体的な事業実施やサービスの提供までを含め

た一連の行政活動にかかわる業務管理のプロセスを明確にする必要がある。

⑥ 行財政評価システムの確立

このような活動を通して提供したサービスの評価軸を、市民満足度などの市民志向の観点や個々の業

務フローによるコスト分析の構造化の観点から設定する必要がある。

また、評価の透明性を確保するため、市民参加による第三者評価機関の設置など、市民側からも評価

可能な仕組みを確立し、経営資源の適正な配分や業務改善を進めていく必要がある。

⑦ 協働のツールとして情報の共有化（ＩＣＴの活用など）

また、これらの一連の行財政経営活動だけでなく、市民協働や地域協働などを進めていくための重要

なツールとしてＩＣＴの活用などによる情報の共有化が重要である。

本市では電子自治体の構築を目指して電子申請システムの導入や統合型地理情報システムの確立な

どに、他に先駆けて取り組んできたが、今後も業務の電子化の推進に取り組むとともに、ＩＣＴの活用

により地域との情報共有やコミュニケーションの活発化を図り、これまでのように行政からの情報提供

のみでなく、市民が積極的に行財政経営や地域協働に参画できる協働の形を実現していく必要がある。
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浦安自治体経営の概念

市長、経営会議、政策推進会議
・中長期の財政収支見通し・戦略・方針の策定

・庁内分権による推進体制の整備

（枠配分予算制度、部スタッフ制の導入など自立し

た組織経営の支援）

計画立案
事業検討

戦略・方針 目標設定

⑥行財政評価システムの確立

目標達成の測定

内部評価・外部評価

④トップマネジメントの強化

基本事項

① 市民に信頼される行財政経営
② 行政の目的と役割の明確化
③ PDCA サイクルと協働

⑤事業執行プログラムの構築

サービス供給

サービス供給にあたっての視点

・適正な供給主体の選択

・コスト分析と効率性の追求

・人財の育成と確保

市民との協働

中間支援組織の
充実・強化

協働事業の枠組
みづくり

⑦協働のツールとして情報の共有化（ＩＴの活用など）

市
民
指
向
の
行
財
政
経
営

地域協働（エリアマ

ネジメントの展開）

地域の様々な主体
の連携・協働によ
る地域づくりの推
進

浦
安
行
政
へ
の
信
頼
・要
望
・ニ
ー
ズ

市民ニーズ・意向

市民の期待・信頼

行財政経営システムを構築 市民・地域と協働で築く

新しい公共の創造
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２ 都市構成の基本方針

本市が、東京湾岸ゾーンにおける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、それぞれ

の地域の特色を活かしたまちづくりを進め、地域の魅力を高めていく必要があります。

そのため、地域の持つ役割や機能を有機的に結びつけ、都市全体としての価値を高めていく都市構成

の基本方針を示します。

（１）都市としての特性

二度にわたる公有水面埋立事業とそれに続く住宅開発やテーマパーク開発により発展してきた浦安

市には、都市の形成過程から都市構成を方向づける大きな特徴があります。

【３つの住宅地と２つの特徴ある産業】

本市の住宅地は、埋立以前からの既成市街地である「元町地域」と、埋立地に計画的に開発された「中

町地域」と「新町地域」の３つの地域で構成されています。これにテーマパークとその関連機能が集積

する「アーバンリゾートゾーン」と、鉄鋼流通を核とした流通・加工・業務機能が集積する「工業ゾー

ン」を加えた５区分が都市構成の基本となっています。

【計画的に開発された住宅地】

元町地域の一部に木造家屋が密集する過密市街地を抱える一方で、中町地域と新町地域については、

公有水面埋立事業に伴う土地利用計画に基づき計画的な住宅地開発が進められたことから、良好な市街

地環境が形成されています。

また、中町地域と新町地域には、大規模な集合住宅が多く、まちの特徴のひとつとなっています。

【一定の水準で整備されている道路】

都市の骨格となる都市計画道路については、公有水面埋立事業とそれに関連する後背地整備の一部と

して整備が進められ、整備率は約 90％となっています。また、中町地域や新町地域については、地区内

の幹線道路や生活道路も住宅地開発の中で併せて整備されました。

このため、元町地域の一部や未整備の都市計画道路を残し、道路については概ね一定の水準で整備が

なされている状況です。

【貴重な自然環境である水辺】

宅地化が進み、市街化調整区域や農地、山林などを持たない浦安市にとって、三方を取り巻く海や河

川といった水辺は、残された貴重な自然環境です。また、元町地域から新町地域まで、地域を横断して

流れる境川などもまちの大きな要素といえます。表情の異なる多様な水辺空間を持つことは、まちの大

きな特徴のひとつといえます。
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（２）地域別まちづくりの方向

１）元町地域

（基本的な考え方）

元町地域は、埋立以前からの浦安のまちの面影を今日に伝え、神社や仏閣など他の地域にはないまち

の良さを持つ一方で、住宅と工場などが混在する地区や木造家屋が密集する地区を抱え、道路や公園、

公共下水道の整備が十分でないなど、防災機能の向上や生活環境の改善、都市基盤施設の整備が課題と

なっています。東日本大震災では、幸いにも液状化による被害はありませんでしたが、耐震・液状化対

策をはじめとする災害への備えが求められています。

また、元町地域では、地域特有の資源を活かしながら世代間の交流や支え合いを促進することで地域

の活力を維持しながら、まちの魅力や住みがいを高めていくことが大切です。

このため、密集市街地の再整備を進めるなかで、防災機能の向上と居住環境の改善を図るとともに、

歴史や文化など地域の持つ良さを活かしたまちづくりを進め、個性的で魅力的な市街地整備に取り組み

ます。

住・工が混在する地区については、地区の環境の変化を適切に捉え、土地利用を的確に誘導するとと

もに、必要な都市基盤施設や公共公益施設の充実を図ります。

また、地域の一部に賃貸住宅や比較的小規模な分譲集合住宅が多い地区もあり、こうした地区や住・

工が混在する地区については、今後も人口の増加が見込まれることから、将来のまちの活力の維持につ

ながるよう、地区の住環境の向上に努めます。

（取り組みの方向）

・地域や地区の特性を活かしながら、道路や居住環境の改善に取り組む

・歴史や文化、境川など地域の持つ魅力を活かしたまちづくりに取り組む

・人口の増加が見込まれる地区の住環境の向上に取り組む

・耐震・液状化対策、密集市街地の改善などによる災害に強いまちをつくる

２）中町地域

（基本的な考え方）

中町地域は、第１期埋立事業により造成された後、大手の民間開発事業者や住宅・都市整備公団など

により大規模な住宅地開発が計画的に進められ、良好な市街地環境が形成されました。しかし、開発か

ら約40年が経過し、建物の建て替え時期を迎えたことに加え、震災の影響もあり、まち並みも変化が見

られることや、少子高齢化の進展など人口構成が変化している地区があります。その一方で、埋立事業

後、比較的緩やかに住宅地化が進んだ地区もあり、こうした地区では、現在でも人口が増加傾向にあり

ます。

少子高齢化が進む地区については、将来にわたって地区の活力や魅力が維持されるよう人口の規模や

構成に配慮しながら、住宅を良質な状態で維持していくための取り組みや公共公益施設の規模や配置の

見直しを進めます。

住宅化の進展により人口が増加傾向にある地区については、良好な住環境の形成に向け、開発が地区

の市街地環境に適合したものとなるよう誘導するとともに、必要な都市基盤施設や公共公益施設の充実

を図ります。

道路･公園などの都市基盤施設については、埋立事業に伴う計画的な整備により概ね良好な水準にあ

りますが、市街地環境の経年変化に対応した適切な維持管理･再整備などが求められています。

また、東日本大震災の液状化により、多くの戸建て住宅が沈下や傾斜したほか、道路や上下水道など
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に甚大な被害が発生したことから、これらの経験や教訓を活かした災害対策が求められています。

こうしたことから、今後の災害に備え、公共公益施設の耐震・液状化対策に加え、道路と宅地の一体

的な液状化対策を進めるとともに、地域コミュニティを主体とした災害に強いまちづくりの取り組みを

促進します。

また今後は、地区の良好な住環境が維持・保全されるよう、現在の土地利用を維持するとともに、居

住歴を重ねるなかで豊かな地域コミュニティが形成されてきていることから、今後もコミュニティを活

かした地域主体のまちづくりを促進する必要があります。

（取り組みの方向）

・計画的に開発された住宅地の良好な住環境を維持するため、地域の価値や良さを守るための取り組み

を推進する

・二次開発や建物の建て替えなど土地利用の変化や人口構成・世帯構成の変化に対応したまちづくりを

推進する

・人口の増加が見込まれる地区の住環境の向上に取り組む

・耐震・液状化対策などによる災害に強いまちをつくる

３）新町地域

（基本的な考え方）

新町地域は、これまで千葉県企業庁が策定した土地利用計画に基づき、日の出・明海地区は、都市再

生機構による土地区画整理事業、一方、高洲地区は、企業庁による基盤整備が進められ、住環境と調和

する商業・業務・文化・レクリエーションなどが融合した複合機能都市として、良好な市街地環境が形

成されてきています。地域の開発も終盤を迎えていることから、住宅開発の適切な誘導に加え、市民ニ

ーズなどを踏まえた生活利便施設や商業施設などの多様な都市機能の立地誘導の促進が課題となって

います。

また、新町地域には大規模な集合住宅が多く、東日本大震災の液状化に伴い住宅敷地内でライフライ

ンが切断したほか、海岸護岸の沈下や傾斜など、甚大な被害が発生したことから、復旧復興を進めると

ともに、震災で得た経験や教訓を活かした災害対策が求められています。

こうしたことから、引き続き、千葉県や企業庁などの関係機関と協議を進めながら、計画的なまちづ

くりを推進するとともに、都市基盤施設の整備に取り組みます。

また、現在の良好な市街地環境が引き続き維持されるよう、まちの成熟にあわせた地域主体の取り組

みを促進します。

取得した行政施設用地では、地域ニーズに対応した公益施設の計画的な整備を段階的に進めるととも

に、地域の特色である水際線や三番瀬を活かしたまちづくりに取り組みます。

（取り組みの方向）

・土地利用計画や地区計画に沿った計画的なまちづくりを推進するとともに、緑地などの残された都市

基盤施設を早期に整備する

・良好な住環境の維持・保全に取り組むとともに、開発の進展や人口の増加に対応した公共公益施設の

整備を推進する

・三番瀬や水際線、計画的に配置された公園など、地域の特色を活かしたまちづくりを推進する

・耐震・液状化対策などによる災害に強いまちをつくる

４）工業ゾーン

工業ゾーンでは、工場や事業所の操業環境を守るため、特別用途地区や地区計画を定めました。
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今後も、現在の土地利用を維持し、周辺住宅地の住環境に配慮しながら、鉄鋼流通を中心とした流通・

加工・業務機能の集積を促進し、本市の特色ある産業として充実・振興するとともに、水辺空間の整備

を図り、水と緑に囲まれた魅力ある工業ゾーンを形成します。

また、市内の他の産業との連携も考慮しながら、将来に向けた新たな産業の振興を図ります。

５）アーバンリゾートゾーン

アーバンリゾートゾーンは、テーマパークやホテル、複合型商業施設などが集積し、国内だけでなく

海外からも来訪者を集める魅力あふれるリゾート地となっています。

今後も、周辺住宅地との調和を図りながら駅周辺の利便性向上に努めるとともに、商業、観光の振興

や交通機能の強化により、より魅力と活力のあるゾーンを形成します。

（３）拠点とネットワークの形成

本市が、今後も魅力と活力にあふれた都市として持続的に発展していくため、浦安、新浦安、舞浜の

３駅周辺を中心とした都市拠点やシビックセンター地区、新町地域センター地区、新町地域の海辺の交

歓エリアを拠点として位置づけ、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を図ります。

また、各拠点の連携とバランスのとれた発展を図るため、各拠点を結ぶ交通体系の充実やネットワーク

の強化を図ります。

① 拠点

【都市拠点】

●浦安駅周辺地区

浦安駅周辺地区は、市民が誇りを持てるまちなか拠点として位置付け、地区の持つまちの良さを活か

しながら、商業の振興や交通結節機能の強化、地区に求められる多様な都市機能の導入を進めます。

●新浦安駅周辺地区

新浦安駅周辺地区は、市民の文化活動や交流などといった、にぎわいのある都市生活の拠点として位

置付け、現在のまちのにぎわいや市民の交流の促進につながるよう駅前広場のさらなる魅力の向上や駅

周辺での行政サービス機能の充実、交通結節機能の向上、道路環境の改善に取り組みます。

●舞浜駅周辺地区

舞浜駅周辺地区は、アーバンリゾートゾーンの玄関口および地域住民の利便性を支える生活拠点とし

て位置付け、交通機能の維持や向上を図るとともに、駅周辺での市民利便施設や身近な商業施設の充実

を図るなど、公共用地の活用も含めた駅周辺での利便性を高める機能の充実を図ります。

【シビックセンター地区】

シビックセンター地区は、災害時にも市民生活を支える行政・文化・福祉の拠点として位置付け、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整備を

進めます。

その中のコア地区では市役所庁舎の建て替えや浦安公園の整備に取り組みます。また、東野地区では、

福祉ゾーンとしての機能の充実を図るとともに、周辺の土地利用の変化や人口の増加に対応した公共公

益施設の整備を進めます。
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【新町地域センター地区】

新町地域センター地区は、地域住民の生活を支える商業や生涯学習、市民交流の拠点として位置付け、

大学や公民館が立地する地区の特性を活かしながら、生涯学習や市民交流の拠点として、商業施設や公

共公益施設など、関連する機能の整備・充実を図ります。

【海辺の交歓エリア】

海辺の交歓エリアは、人々が海とふれあいながら交流を深める交歓拠点として位置付け、大規模な公

園など、これまで集積してきた多様な機能の維持・向上を図るとともに、今後さらに地区の魅力を高め

る機能の集積を進め、地区の特性や水際線に位置する立地のよさを活かした空間の整備に取り組みます。

② ネットワークの形成

【道路・交通ネットワーク】

都市の持続可能な活動を支えていくには、拠点間を安全で円滑に移動できる連続した空間の形成を図

ることが必要です。そのため、都市の骨格であるやなぎ通りやシンボルロード、大三角線、若潮通りな

ど、各拠点を結ぶ主な幹線道路を道路・交通の軸と位置づけ、自動車交通の円滑化や沿道の良好な景観

形成を含めた魅力的な道路空間の整備に取り組むとともに、３駅を結ぶ交通機能の充実を図ります。

【境川ネットワーク】

市域の三方を海や河川に囲まれている本市にとって、水際線は潤いある市民生活を過ごすうえで大切

な環境資源であるとともに、市民生活の安全を守るための重要な防災施設でもあります。

境川は、まちの発展の礎となった大切な河川であり、元町地域から新町地域まで、形成過程の異なる

地域を横断して流れる境川は、地域を越えてそこに暮らす人々を結びつける要素を持っています。その

ため、境川を地域の活性化や地域を越えた市民交流を促進していくための軸として位置づけ、自然環境

の保全・再生を図るとともに、市民交流や地域交流の軸にふさわしい境川流域の整備と活用を進めます。

また、海岸やその他の市内河川の水辺空間についても、水辺のレクリエーションを楽しめる魅力的な

水際線の創造を図るとともに、海岸や河川の管理者である国・千葉県に対し、引き続き防災機能の充実・

強化を要請していきます。
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都市構成の基本方針

浦安駅
周辺地区

元町地域

中町地域

新町地域

海辺の交歓エリア

工業
ゾーン

舞浜駅
周辺地区

アーバン
リゾートゾーン

新浦安駅
周辺地区

新町地域センター地区

シビック
センター地区

境川ネットワーク

道路・交通ネットワーク
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１ 施策重点化の視点

基本構想の描くまちづくりの基本目標「人が輝き躍動するまち・浦安」を確実に実現するためには、

基本計画の諸施策を効率的・効果的に連携させ、長期にわたり総合的な取り組みを展開していく必要が

あります。そのためには、各種の施策や事業の優先度を見極め重点的に取り組むべき課題を選定するこ

とが重要です。

第２期基本計画では、新たな時代潮流や都市像実現に向けた施策展開を踏まえるとともに、『住みや

すいまち』から『住みがいのあるまち』を目指す時代、市民がまちをつくり育む時代、そしてこれから

も持続的発展ができる自治体経営の基礎を作る時代、といった本市のこれまでのまちづくりを背景とし

た時代認識を起点に施策の重点化を図るため先導的・主導的な役割を果たす施策をリーディングプラン

として位置づけ、総合的な取り組みを展開しています。

引き続き、第２期基本計画で位置づけたリーディングプランを基本としつつ、新たな都市、地域の価

値の創生を目指し、実施計画の主要な事業を９のプロジェクトとしてまとめました。リーディングプラ

ンの推進にあたっては、横断的な行政組織体制を構築するとともに優先的に経営資源を配分し、積極的

な事業展開を図ることで着実に実行します。

第５章 総合的に進めるリーディングプラン

『住みやすいまち』から『住みがいのあるまち』を目指す時代

・ 市民同士及び市民と行政相互の信頼感と連帯感に支えられたまち

・ 市民が自ら社会のために貢献することに生きがいを感じるまち

・ 自主的な行動が活かされ創造性を発揮できる地域

・ これらを基礎に、これまで創り上げられてきたまちの資源を市民自らが使

いこなして新しい地域価値が創られ、市民が世界に誇れる、豊かな将来

展望を持って後世に引き継がれるまち

市民がまちをつくり育む時代

・ 現在のまちのよさを守りながら、まちを維持・活用す
る

・ まちづくりの担い手としてまちを使いこなすまち
・ 住民が主体となって地域の価値や良さを創出し活か

すまちづくり
・ 浦安の資源を活用して個性と価値をみがくまち

持続的発展ができる自治体経営の基礎をつくる時代

・ 新たな地域産業の振興・育成を行う
・ 行財政改革の一層の推進などトータルな自治体経

営を推進する基礎をつくる

浦安のまちづくりを背景とした時代認識

施策重点化の視点

１ 物づくりから『人』づくり（物づくりから人材育成へ）

２ 豊かな『地域』づくり（人が連帯する地域へ）

３ 次世代に引き継ぐ個性ある『浦安』づくり（浦安の強みを活かす）

４ 持続的発展が可能な自治体経営の仕組みづくり（行財政経営から自治体経営へ）
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■第２期基本計画における施策や事業の重点化とリーディングプラン

浦
安
市
基
本
構
想

■まちづくりの基本目標

～人が輝き躍動するまち・浦安～

都市像１
生き生きと暮

らせる心のか

よう

健康福祉都市

都市像２
創造と交流で

築く

市民文化都市

都市像３
水と緑に囲ま

れた

快適環境都市

都市像４
利便の高い暮

らしを支える

安 全 都 市

都市像５
多様な機能が

生み出す魅力

あふれる

産 業 都 市

第２期基本計画の施策展開

まちづくり
基本理念

人間尊重のまち

づくり

市民と行政が協

働するまちづく

り

地域の個性を育

むまちづくり

（２）交流とやすらぎにあふれる

地域づくりプラン

・やすらぎと安心を感じるまちをつくる
・市民相互、世代間の交流を通じて個性が

ひかるのびやかなまちをつくる

リーディングプラン

（１）次代を担う浦安子ども未来

プラン

・次世代を担う子どもたちを‘すこやか’
に育成する

物づくりから『人』

づくり

豊かな『地域』

づくり

次世代に引き継ぐ

個性ある『浦安』

づくり

持続的発展が可能

な自治体経営の仕

組みづくり

プロジェクト

①浦安版ネウボラ推進プロジェクト
～地域で支え輝く未来のために～

②市民でつくる学校プロジェクト
～未来に向かって夢を持ち豊かに
生きる浦安っ子を育むために～

⑤地域包括ケア推進プロジェクト～
ともに見守り支えあうやすらぎの
ある暮らしのために～

⑨持続可能な都市へのリノベーショ
ンプロジェクト ～新しい付加価
値の創造に向けて～

⑧環境共生まちづくりプロジェクト
～地域の個性を活かした環境配
慮型まちづくりを～

⑥安全･安心を実感できるまちづく
りプロジェクト ～減災を基本と
するハード・ソフトの多重の備え
のために～

（３）安全・安心と快適を実感でき

る浦安づくりプラン

・浦安の‘資源’を活かし、まちの魅力を
高める

・次世代のために安心・安全と環境にやさ
しいまちをつくる

（４）未来につながる自治体経営

プラン

・ 一人ひとりが‘活躍’し、地域と行政と
の‘協働’によるまちづくりを行う

・ 長期視点に立った財政管理と財源確保
を行う

・ まちの新たな魅力や価値を高める施策
展開に取り組む

④市民交流推進プロジェクト ～生
き生きとした地域を育むために～

施策重点化の視点

◆子どもたち
を安心して
大切に育ん
でいくこと
ができるま
ちづくり

◆住み慣れた
地域で安心
して暮らし
続けること
ができるま
ちづくり

◆人権尊重と
平和の希求

◆育て合う学
び合う総合
的な環境づ
くり

◆市民交流・
市民活動の
促進

◆地球・生活
環境保全へ
の行動実践

◆水辺と緑を
取込んだう
るおいのあ
る生活環境
づくり

◆小さな単位
を活かした
個性ある地
域づくり

◆まちづくり
に合わせた
道路交通環
境の改善

◆地域特性に
対応した安
全 ･ 安 心 な
環境づくり

◆長期視点に
立った産業
の育成

◆産業と生活
とのバラン
スのとれた
都市づくり

時代認識

・『住みやすいまち』
から『住みがいのあ
るまち』を目指す時
代
・市民がまちをつく
り育む時代
・持続的発展ができ
る自治体経営の基
礎をつくる時代

⑦水と緑のネットワーク形成プロジ
ェクト ～豊かな生活環境を次世
代に引き継ぐために～

③スマート・ウエルネス・シティ推
進プロジェクト～健康で幸せな生
活を送るために～
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2 リーディングプランとプロジェクトの構成

（１）次代を担う浦安子ども未来プラン

①浦安版ネウボラ推進プロジェクト ～地域で支え輝く未来のために～

本市では、これまでも浦安で子どもを産み、育てたい、また子どもには浦安で育って良かったと思え

るような環境整備に取り組んできました。その一方で、晩産、晩婚化の流れや子育てをめぐる社会情勢

の変化などにより、本市の合計特殊出生率は全国的にも低い傾向にあり、少子化が進行しています。

こうした少子化の進行に対抗するため、若者の出合いや結婚を支援するとともに、本市の未来を担う

すべての子どもが健やかに成長できるよう、安心して子どもを産み、育てることができる環境整備の一

層の充実が求められています。

また、幼児期が生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要な時期であることから、質の高い幼児期の学

校教育、保育を総合的に提供するための環境づくりも求められています。

「子どもが健やかに成長できるまち」、「安心して、生き生きと子育てできるまち」、「子どもと家庭を

見守り・支えあえるまち」を実現するため、「出会い、結婚、妊娠、出産から学童・思春期までの切れ

目のない支援」、「子どもの健全な成長と親育ちの支援」、「地域・事業者・市・関係機関などとの協働に

よる支援」の３つの視点をもとに、社会全体ですべての子どもが最善の利益を実現できるよう見守り・

協働しながら、子ども・子育て支援の取り組みをより一層推進していきます。

【関連施策】

・出会い・結婚・妊娠・出産から子育てにわたる切れ目ない支援体制の充実強化

・妊娠・出産の支援

・子育てと仕事の両立支援

・多様なニーズに応じた子育て支援

・子育てにやさしいまちづくりの推進

・心を育む遊び環境の整備

②市民でつくる学校プロジェクト～未来に向かって夢を持ち豊かに生きる浦安っ子を育むために～

本市では、平成 22年度に浦安市教育ビジョンを策定し、「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦

安っ子の育成」を基本理念とし、５つのめざす子ども像を設定して、学校・家庭・地域・行政が連携し

て社会全体で子どもの教育を推進してきました。

しかし、教育を取り巻く環境は年々変化し、求められるものも一層多様化しており、核家族化、情報

化社会などに起因する、家庭の教育力の低下や地域における結びつきの希薄化については、以前から問

題となっていました。

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、加速的に国際化が進んでいくこ

とが予測される今日、様々な国の人々が集まる中でリーダーシップやクリエイティブな能力を発揮でき

るグローバルな人材が求められています。

浦安の将来、日本の未来を託していく子どもたちは、家族だけでなく、地域にとっても、社会に

とっても、大切な存在です。

次世代を担う大切な子どもたちを、地域・社会全体で大切に守り育み、個性豊かに社会へ飛びた

っていける環境づくりをリーディングプランとして推進します。
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さらに、東日本大震災により大きな被害を受けた本市では、教育の根幹となる知・徳・体の要素とと

もに、「豊かなかかわり(参画・交流)」「郷土愛(誇り)」を育むことの必要性が一層高まりました。

このため、子どもたちの学力の充実、豊かな心の育成、体力の向上に努めるとともに、コミュニケー

ション能力を高め、郷土愛をはぐくみ、社会を生き抜く力の育成を目指します。

また、教育委員会制度の改正を受けて、これまで以上に学校・家庭・地域・行政が連携・協力し、教

育環境の整備・充実を推進することで、生涯にわたる学習の基礎をつくっていきます。

【関連施策】

・教育ビジョンに基づく学校教育の推進

・学びの連続性を重視した教育の推進

・学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

・今日的な課題に対応する教育の推進

・豊かなかかわりと郷土愛を育む教育の推進

・多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

・教育施設等の整備充実

（２）交流とやすらぎにあふれる地域づくりプラン

③ スマート・ウエルネス・シティ推進プロジェクト～健康で幸せな生活を送るために～

健康は、一人ひとりが幸せな人生を送るための基盤であり、個人が健康であってこそ、家族・友人の

健康、さらには地域・社会の健康を実現させることができます。

しかし、日本の成人の約７割は健康づくりに無関心な層といわれており、地域・社会の健康の実現に

は、この健康づくりに無関心な方々の行動変容を促し、より多くの市民の健康状態の改善を図ることが

必要です。

このため、従来のような健康・医療・福祉施策を個別に展開するのではなく、まちづくり施策との融

合を含めた施策横断的な課題解決により、歩くことを基本とする健康づくりを推進し、持続可能な先進

予防型社会のモデルである「スマート・ウエルネス・シティ」の実現を目指します。

【関連施策】

・健康づくり・介護予防の推進

・スポーツ施設の充実

・豊かな水辺空間の創出

・バスや鉄道などの公共交通網の充実

人が長く同じ地で暮らしていくためには、人と人とのふれあいやつながりの中で、やすらぎを感

じながら暮らしていけることが必要です。

暮らしの中の安全・安心を支えつつ、住民相互の交流、世代を超えた交流、地域間の交流など様々

な交流を通じて地域に活力をあたえるまちづくりを、リーディングプランとして推進します。
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④ 市民交流推進プロジェクト～生き生きとした地域を育むために～

本市では、これまでも市民が主体的に様々な地域活動を行ってきており、豊かな地域社会の形成に大

きな役割を果たしてきました。また、東日本大震災では、市民相互の連携した取り組み、地域活動や市

民活動が、応急活動や復旧活動に大きな役割を果たしました。

このため、市民一人ひとりが、お互いの個性や価値観を尊重しあいながら、地域への親しみや連帯感

が感じられるよう、市民の主体的なコミュニティづくりを支援します。また、地域活動や市民活動に加

え、スポーツや生涯学習活動など様々な場面を通じて市民相互の交流の促進や協働の環境づくりを推進

します。

【関連施策】

・充実した学習情報・機会の提供

・自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

・市民活動の人材育成と多様な場の提供

・スポーツ施設の充実

・生涯学習施設の整備・充実

・市民の芸術文化活動の活性化

⑤ 地域包括ケア推進プロジェクト～ともに見守り支えあうやすらぎのある暮らしのために～

今後、ますます高齢化の進展が予測される中、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を継続して

いくためには、これまでの介護予防を重視した取り組みをさらに充実させることが重要です。さらに、

安心して生活するためには、地域の支え合いの仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築を引き続

き目指していく必要があります。

このため、医療機関や介護保険事業所、市民による支え合い活動など地域資源のネットワークをさら

に強化し、今後ますます多様化が予測される高齢者のニーズに対応できる社会づくりを推進していきま

す。また、高齢者や障がいのある方が、地域で活躍できる場の充実や生きがいづくりを推進します。

【関連施策】

・健康づくり・介護予防の推進

・活躍の場・機会の充実

・相談機能・コンサルティング機能の充実

・介護・福祉・医療体制の充実

・認知症対策の充実

・住まいの充実

・身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

・就労支援
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（３）安全・安心と快適を実感できる浦安づくりプラン

⑥ 安全・安心を実感できるまちづくりプロジェクト～減災を基本とするハード・ソフトの多重の備えのために～

発生が想定される首都直下地震などによる複合災害の被害を最小限に抑えるとともに、被災しても早

期の復旧が図れるよう、「減災」を基調として災害予防の観点から都市基盤施設の強化、充実を図りつ

つ、ハード、ソフト両面からの多重の備えを強化し、災害対策のあり方を再構築します。

また、本市の安全で安心な暮らしの基礎として、今後の震災において液状化による被害を可能な限り

抑制し、液状化しても被害の軽減が図れるよう、復興交付金を活用した道路等と宅地の一体的な液状化

対策を推進します。

さらに、集中豪雨や高潮などの水害に対する防災機能の強化を図るとともに、元町地域の密集市街地

防災まちづくりを促進します。

また、東日本大震災を経験して、災害時に市民や地域コミュニティ、事業者、行政などの各主体が自

立した活動ができる防災体制を確立・強化するとともに、相互に協力して応急対策活動や復興に取り組

むことの重要性が認識されました。

このため、市民や地域コミュニティ、事業者、行政などの各主体の自助・共助・公助の体制確立と連

携体制の強化を図り、「災害時にも支えあえる体制の構築」を進めていきます。

また、地域コミュニティの災害に対応する力を高め、地域の主体が相互に補完し合って災害に対応で

きる防災体制とそれを支える情報収集、発信のしくみを強化します。

【関連施策】

・総合的な震災対策の推進

・公共土木施設の耐震・液状化対策の推進

・公共公益施設の耐震・液状化対策の推進

・宅地の耐震・液状化対策の支援

・雨水排水対策の充実

・治水能力の向上

・密集市街地の防災まちづくりの推進

・自助・共助体制の充実

・危機管理対応能力の向上

市民であることに誇りを感じ、愛着を感じるまちであるために、浦安の‘個性’、‘資源’を活か

し、次世代へ引き継いでいくことが必要です。

また、次世代へ引き継いでいく安全・安心と地球環境の保全は、将来の問題ではなく、いま目の

前にある問題です。一人ひとりが向き合い、行動に移していくべき急務であるといえます。

次世代のための浦安づくりをリーディングプランとして推進します。
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⑦ 水と緑のネットワーク形成プロジェクト ～豊かな生活環境を次世代に引き継ぐために～

三方が海や河川に囲まれた本市にとって、豊かな水辺や緑は、まちの資源であり、さらに豊かなもの

として次代へ引き継いでいくことが大切です。その一方で、治水機能の強化を図ることも不可欠です。

このため、自然を身近に感じられる水辺空間の創出に取り組むとともに、公園緑地や街路樹といった

身近な緑が形成する緑の軸と、河川や海岸沿いの水の道で有機的につながる「みどりのネットワーク」

を形成し、緑豊かで潤いと安らぎのある散策路の創出を図ることで、水や緑とふれあえ、潤いと安らぎ

のあるふるさとのまちをつくります。

また、高洲海浜公園や三番瀬に面した緑地の整備を進めるとともに、日の出・明海地区前面の護岸の

安全確保を行いながら早期開放に向けて護岸管理者との協議を進めます。

【関連施策】

・豊かな水辺空間の創出

・三番瀬を活用できる環境整備を進める

・公園・緑地の整備と緑化の推進

・協働で進める緑のまちづくり

・治水能力の向上

・海辺の交歓エリアの形成

⑧ 環境共生まちづくりプロジェクト～地域の個性を活かした環境配慮型まちづくりを～

本市がこれからも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、都市構造を踏まえつつ地

域の特色を活かしたまちづくりを進め、地域の魅力を高めていくことが重要です。また、市民一人ひと

りの環境問題への取り組みはもちろんのこと、これからのまちづくりを進めていく上では、環境部門と

の連携を図りながら、低炭素社会の基盤となる環境に配慮した低炭素のまちづくりを進めていく必要が

あります。

このため、ハード・ソフト両面から、都市における温暖化効果ガスの排出抑制の取り組みを進めるた

め、都市計画や環境にかかわる各種制度の活用を図るとともに、様々なまちづくり事業と連動した取り

組みを進めます。また、市民・事業者が主体となったまちづくり活動を推進する仕組みづくりや支援制

度の充実に取り組みます。

【関連施策】

・総合的な地球温暖化対策の推進

・省エネルギー対策・再生可能エネルギー等導入の推進

・地域主体で景観まちづくりに取り組む

・地域のよさを守るための適正な土地利用の推進

・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
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（４）未来につながる自治体経営プラン

⑨ 持続可能な都市へのリノベーションプロジェクト～新しい付加価値の創造に向けて～

今日、日本の社会、経済、政治といった様々な分野において、従来の制度が大きな変革を迎え、全国

の自治体がこれからのまちづくりのあり方を模索しています。本市も新町地域の住宅開発が収束に向か

いつつあり、これまでのような人口や財政の右肩上がりを基調としたまちをつくる段階から、まちを維

持・活用する段階への転換期を迎えています。

今後も健全財政を維持し、質の高い行政サービスを提供していくため、トップマネジメントの戦略的

意思決定や行政評価など行財政運営の執行プログラムの取り組みを重点化し、浦安型行政経営システム

の具体化に取り組んでいきます。また、市民の持つ英知や豊かな社会経験を行政への取り組みやまちづ

くり活動への参加を通じて活用していきます。

本市では、埋立事業の展開にあわせて計画的に都市の基盤整備と都市開発を進めてきました。特に市

制施行以降、住宅開発に伴う人口増加に対応して多数の公共施設整備を進めてきました。整備から一定

期間が経過し、こうした都市基盤や公共施設の多くについて、長期にわたる的確な保全・改修による財

政負担の平準化、施設の再編を含めたより効果的・効率的な公共施設の維持管理の実現など、維持活用

のマネジメントが必要となっています。併せて、道路や公園などの公共公益施設だけでなく、本市の特

性でもある分譲集合住宅などの社会的ストックの維持管理・活用についても対応を進めていく必要があ

ります。

このため、公共施設や住宅などの社会的ストックの長期を見通した適切な管理・活用などを通じて、

持続可能な都市へのリノベーションに取り組みます。

さらに、今後も住みたいまちとして選ばれるため、新たな都市、地域の魅力や価値の創造・発信に取

り組みます。

【関連施策】

・多様な住宅ニーズへの対応

・行財政経営システムの構築

・新しい付加価値の創造・発信

・協働事業の推進

・予算編成の新たな工夫

・行政コストの適正化

これからのまちづくりには、行政のみならず、地域に存在するＮＰＯ、ボランティア、企業な

どの多様な主体が、それぞれの持つ長所を活かし、互いに協力・補完しあいながら、ともにまち

づくりの役割を担うことが求められます。

また、地域間競争の中、地方自治体は新たな財源の確保と適切な財政管理を基礎としつつ、新

たな魅力や価値を高める施策展開に取り組むことが必要です。

このことから、長期的な視点に立ち、将来に渡って成長を続けていく持続可能なまちづくりを

リーディングプランとして推進します。
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１ 中・長期財政収支の見通し

（１）目的

この財政収支見通しは、第２期基本計画をはじめ、災害復旧事業及び震災復興事業の推進を、財政

収支の面から確認・検証し、健全な財政運営を維持していくことを目的に試算したものです。

（２）推計の前提条件

１．【全体的事項】

○収支見通しの期間は、平成27年度から平成32年度までとしました。

○普通会計決算ベースでの作成とします。

○歳入歳出とも、基本的には平成27年３月時点の現行税財政制度の下で推計しました。

○消費税率は、歳入歳出とも８％で推計しました。

○基本的には、過去の決算額の推移と、人口やＧＤＰの推移（実質経済成長率）との相関関係を基

に、将来の人口やＧＤＰの推移を踏まえ推計しました。

２．【歳入】

(1）市税

・平成27年度以降、地方法人税創設による影響額を踏まえ推計しました。

(2）譲与税・交付金

・地方消費税交付金は、平成27年度以降について、消費税率８％の基で推計しました。

・震災復興特別交付税は、平成27年度で廃止として推計しました。

(3）その他

・分担金及び負担金は、平成27年度に「市街地液状化対策事業住民負担分」（20地区のうち14

地区分）を加え推計しました。

・国・県支出金は、経常的に交付される見込み額に、実施計画分を加え推計しました。

・使用料及び手数料は、現行の料金体系の基で推計しました。

・庁舎建設基金繰入金は、平成27年度～平成28年度で約78億円の繰入を見込みました。

・少子化対策基金繰入金は、平成27年度～平成32年度で約19億円の繰入を見込みました。

(4）財政調整基金繰入金（取崩）

・計画事業などの推進を図る上で、一部財源不足が生じた年度では、財政調整基金の活用を見

込みました。

３．【歳出】

(1) 人件費

・過去の決算額の推移と、人口やＧＤＰの推移との相関関係を基に、将来の人口やＧＤＰの推

移を踏まえ推計しました。

・現行制度の下、総合事務組合負担金は、平成31年度から見込みました。（平成27年度～平成

第６章 計画期間中の財政見通し
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30年度で支出なし）

(2) 扶助費

・過去の決算額の推移と、人口やＧＤＰの推移との相関関係を基に、将来の人口やＧＤＰの推

移を踏まえ推計しました。

・人口は、推計に当たり、若年（０～14歳）及び老年（65歳以上）人口を使用しました。

(3) 公債費

・公債費は、借入残高の償還計画に、新たな借入れ予定額に係る償還額を加えて推計しました。

(4) 投資的経費

・小・中学校などの施設購入（立替施行・ＰＦＩなど）、各種公共施設や道路、公園などの改

修工事など、計画事業以外の投資的経費は、過去の実績などから推計しました。

(5) その他経費

・物件費、維持補修費、補助費などの経費は、過去の決算額の推移と、人口やＧＤＰの推移と

の相関関係を基に将来の人口やＧＤＰの推移を踏まえ推計しました。

４．【計画事業費】

(1) 投資的経費

・実施計画事業や計画期間内に予定する建設事業費などの投資的経費を推計しました。

(2) その他

・実施計画事業や計画期間内に予定する建設事業費などの投資的経費以外を推計しました。
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（３）財政収支の見通し（普通会計）

単位：百万円

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

100,123 65,313 64,121 62,934 63,665 63,532

52,200 49,382 49,863 50,323 50,468 50,177

市税 40,119 39,691 39,836 40,247 40,659 41,135

譲与税・交付金 7,126 4,249 4,534 4,864 5,087 5,311

その他 3,055 3,142 3,193 3,212 3,222 3,231

財政調整基金繰入金 1,900 2,300 2,300 2,000 1,500 500

12,387 8,652 9,119 9,308 9,595 9,726

国・県支出金 8,514 5,531 5,909 5,994 6,192 6,235

市債 909 0 0 0 0 0

その他 2,964 3,121 3,210 3,314 3,403 3,491

35,536 7,279 5,139 3,303 3,602 3,629

国・県支出金 1,939 1,343 917 376 482 217

市債 5,381 4,354 3,107 2,088 2,276 2,525

その他 28,216 1,582 1,115 839 844 887

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

98,707 63,837 62,657 61,447 62,190 62,123

25,302 25,409 26,054 26,394 27,570 27,380

人件費 11,295 11,403 11,513 11,614 12,809 12,859

扶助費 10,857 11,090 11,512 11,754 11,882 11,986

公債費 3,150 2,916 3,029 3,026 2,879 2,535

5,812 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

27,515 26,243 27,146 27,732 27,562 27,916

40,078 11,185 8,457 6,321 6,058 5,827

投資的経費 35,103 8,172 6,056 3,738 3,631 3,744

その他経費 4,975 3,013 2,401 2,583 2,427 2,083

1,416 1,476 1,464 1,487 1,475 1,409

普通会計決算見込

歳 入

一般財源

内
訳

特定財源

内
訳

実施計画特定財源

内
訳

歳入歳出差引

普通会計決算見込

歳 出

義務的経費

内
訳

投資的経費

その他経費

実施計画経費

内
訳
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（４）財政指数の見通し

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

－ － － － － －

－ － － － － －

6.2 6.6 7.1 7.0 6.9 6.6

－ － － － － －

86.7 87.1 87.0 86.7 86.7 86.4

13,840 12,296 10,813 9,618 8,947 9,262

23,537 22,782 22,345 22,493 21,268 20,107地方債年度末残高

区 分

単位：％、百万円

経常収支比率

財政調整基金残高

将来負担比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

<注１> 「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」は黒字の場合「－」。

<注２> 「将来負担比率」は、本市の標準財政規模に対して、借入負債額が小さいため「－」。

① 「実質赤字比率」は、普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率を、「連結実質

赤字比率」は、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。市町村は、「実質赤

字比率」で20％、「連結実質赤字比率」で30％が財政再生基準となります。

② 「実質公債費比率」は、地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地

方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。当該数値が18％以上となると地方債の発行に

際し許可制となり、さらに25％以上となると一部の地方債の発行が制限され、35％が財政再生基準と

なります。

③ 「将来負担比率」は、地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その

地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。当該数値が 350％以上となると財政健全化

計画の策定が必要となります。

④ 「経常収支比率」は、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、

公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税

などの経常的に収入される一般財源（経常一般財源）の合計額に占める割合です。

⑤ 「財政調整基金残高」は、各種施策推進の財源として、その活用が見込まれるため、減少傾向で推

移するが、平成32年度では、約93億円の残高が見込まれます。

⑥ 「地方債年度末残高」は、新規借入も想定していますが、これを上回る既存市債の償還が進み、緩

やかに減少していく見込みです。
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第Ⅱ編

まちづくり編
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都市像別施策体系

45



46



第２期基本計画施策体系（都市像１ 健康福祉都市）

計画 11111 うらやす婚活応援プロジェクト

計画 11112 子育てケアプラン作成等事業

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 子育てポータルサイトの充実

②妊娠・出産の支援 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

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

③子育てと仕事の両立支援 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

計画 11141 理由を問わない短時間の一時預かり事業

計画 11142 病児保育の実施

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】

①健康づくりの推進 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 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】

①心を育む遊び環境の整備 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】

主要 思春期講座の実施

主要 生徒指導推進事業【再掲】

主要 教育相談推進事業【再掲】

④青少年の健全育成 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】

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

②障がいのある子どもの地域生
活や自立の支援

２）豊かな心を育む

③自分を大切にする気持ちを育て
る

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

①出会い・結婚・妊娠・出産から子
育てにわたる切れ目ない支援体
制の充実強化

④多様なニーズに応じた子育て支
援

２）地域ぐるみで子育て
を支援する

①子育てにやさしいまちづくりの
推進

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
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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 事業 計画事業・主要事業

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】

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

主要 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】

計画 14211 市民後見人の養成【再掲】

計画 14111 地域包括支援センター増設事業

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

③介護・福祉・医療体制の充実 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

④認知症対策の充実 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

⑤住まいの充実 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

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】

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】

②就労支援 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】

主要 障がい者就労支援センター運営事業

③こころのバリアフリーの推進 主要 こころのバリアフリー支援事業

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

①相談機能・コンサルティング機
能の充実

②日常生活を支えるサービスの
充実

２）ともに生きるまちをつ
くる

①身近な地域で支えあえる体制
づくりの推進

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
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第２期基本計画施策体系（都市像２ 市民文化都市）

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

主要 人権・公民ノートの作成

主要 人権啓発推進事業

主要 ＤＶ対策推進事業

主要 女性のための相談事業

計画 21311 第２次うらやす男女共同参画プランの改訂

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

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】

②地域に貢献する学校づくり 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】

③安全・安心な教育環境づくり 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

④家庭の教育力の向上 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

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

③豊かな心と健やかな体の育成 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】

②今日的な教育課題に対応する
教育の推進

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

①教育ビジョンに基づく学校教育
の推進

２）地域とともに子どもを
育てる学校をつくる

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

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

①人権意識の醸成と包括的な取
り組みの推進

②人権にかかわる権利救済の推
進

３）男女共同参画社会の
実現に取り組む

①男女共同参画施策の総合的な
推進

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
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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

計画 12211 こどもの広場の整備【再掲】

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】

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】

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 幼・保・小・中連携教育の推進

①特色ある学校づくりの推進 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

②開かれた学校づくり 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】

③教職員の質の向上 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

主要 こどもの成長の記録提供システムの活用の推進

主要 教職員メンタルヘルスカウンセリング事業

①教育施設等の整備充実 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

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】

５）教育環境が整った学
校をつくる

④豊かなかかわりと郷土愛を育む
教育の推進

⑤多様な教育的ニーズに応じた
支援の充実

⑥学びの連続性を重視した教育
の推進

４）信頼される学校をつく
る

④教員が子どもと向き合う環境の
整備
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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

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】

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】

③生涯学習施設の整備・充実 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

①スポーツ機会・情報の提供 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

②スポーツ推進体制の整備 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

③スポーツ施設の充実 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 郷土博物館活動の推進

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】

主要 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

主要 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】

①市民主体の国際交流の推進 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

①自治会活動に対する支援と活
動拠点の整備

２)市民交流を促進し、地
域力の向上を図る

①地域間・世代間を超えた多様な
市民交流の促進

３)多文化共生のまちづく
りを推進する

３．楽しみ生きがいを感
じる生涯学習の充実を図
る

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

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
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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

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】

計画 11114 子育てケアマネジャーの養成【再掲】

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】

②市民活動支援制度の充実 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】

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

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

52
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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 第２次環境基本計画推進事業

②各主体の環境保全行動の推進 主要 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】

①環境学習の場と機会の創出 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

計画 31311 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業

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

計画 31321 電気自動車等充電設備設置事業

主要 街灯ＬＥＤ化事業

主要 浦安エコホーム事業

①ごみの減量・再資源化の推進 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

②廃棄物の適正な収集・処理 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

①大気に対する環境負荷の軽減 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】

主要 大気汚染測定事業

主要 環境保全ＰＲ事業【再掲】

①公共下水道整備の推進 計画 32211 公共下水道災害復旧事業

主要 下水道普及啓発事業

②既設下水道の適正な管理 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河川の水質改善の充実 主要 河川水質測定事業

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

主要 ごみゼロ運動推進事業

主要 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

①豊かな水辺空間の創出 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】

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

②まちの美化・環境衛生対策の充
実

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

①三番瀬を活用できる環境整備
を進める

②省エネルギー対策・再生可能エ
ネルギー等導入の推進

４）ごみの減量と再資源
化に取り組む

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

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

①多様化する生活環境問題への
対応

３）資源・エネルギーの有
効利用を進める

①総合的な地球温暖化対策の推
進

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

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

２）環境を大切にする人
づくりを進める
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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

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 シンボルロード緑道部整備事業【再掲】

②民有地の緑化推進 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

①樹木や緑地の保全 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

①協働で進める緑のまちづくり 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

計画 35111 景観計画運営事業

計画 41221 良好なまちづくり支援事業【再掲】

主要 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】

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

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地域主体で景観まちづくりに取
り組む

２）地域の魅力を高める
公共施設を整備する

①景観に配慮した公共施設等の
整備

４．緑と暮らしが調和する
豊かな生活空間を整備
する

１）新しい浦安の緑をつく
る
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計画 41111 新町地域土地利用基本計画策定事業

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

主要 うらやす市民大学運営事業【再掲】

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

計画 42111 浦安公園整備事業

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 境川水辺空間整備事業【再掲】

②居住環境の改善 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

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 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 分譲集合住宅支援事業【再掲】

①計画的なまちづくりの推進 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 景観重点区域のまちづくり推進事業【再掲】

②地域の魅力を高める 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】

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 開発指導事業【再掲】

②多様な住宅ニーズへの対応 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】

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】

主要 分譲集合住宅支援事業

主要 高齢者あんしんマンションライフ支援事業

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

２）集合住宅の課題に取
り組む

①集合住宅の適正な維持管理に
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

①地区のよさや課題に対応した再
整備

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
域で取り組む

３）新町地域の市街地環
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

１）地域の特色を活かし
た市街地環境を育む

①地域のよさを守るための適正な
土地利用の推進

２）地域主体のまちづくり
に取り組む

①多様な地域の力をまちづくりに
活かす

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

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
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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 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

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 42131 新中通り周辺市街地整備事業【再掲】

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】

③道路環境の改善 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】

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

計画 45111 バス交通利用促進事業

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

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】

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

②自転車利用環境の整備 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】

①消防力の充実 計画 46111 消防指令業務の共同運用

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

②救急救助体制の充実 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

２）防犯活動を推進する ①地域防犯活動の推進 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

主要 防犯活動啓発事業

主要 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

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

②犯罪が起こりにくい地域コミュニ
ティづくり

②まちづくりや地域の特性にあわ
せた道路整備の推進

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

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

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

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

56



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 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】

主要 総合防災訓練等実施事業

②自助・共助体制の充実 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

③防災備蓄の充実 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】

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

④災害情報の共有化 計画 47141 電子資料提供サービス事業

主要 災害時情報伝達事業

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 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 まちづくり情報提供事業【再掲】

３）耐震・液状化対策に
取り組む

①公共施設等の耐震・液状化対
策の推進

７．災害に備える
１）地域主体の震災対策
に取り組む

２）治水・排水体制を充
実する
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第２期基本計画施策体系（都市像５ 産業都市）

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 買い物サポート事業【再掲】

③就労環境の向上 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】

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

①都市型観光の基盤づくり 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 シンボルロード緑道部整備事業

③舞浜駅周辺地区の整備 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】

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】

２）魅力と活力にあふれ
た拠点づくりに取り組む

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

①舞浜アーバンリゾートゾーンと
市民の関係を深める

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

２）消費生活を充実する
①安全で安心できる消費生活の
実現

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

１．長期的な視点に立っ
て浦安の産業を育てる

１）長期的な視点に立っ
た地域産業を振興する
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都市像 １

健康福祉都市
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【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～を目指します。
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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、地域でともに支え合う「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：浦安の将来を担う子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子どもたちを大切に育てていく施策を展開する

◆視点２：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

子どもと子育

て家庭を大切

にするまち

・安心して産み育てられる環境の整備

・子どもの健やかな成長を支え、豊かな心を育む

・地域による子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

住 み慣れた

地 域での暮

ら しの継続

・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

・高齢者や障がいのある方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
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現状と課題

本市の合計特殊出生率は、全国的にみても依然として低い傾向にあり、今後の人口推計におい

ても就学前児童と小学生を中心に子どもの数が減少する見込みです。子どもの数の減少は地域活

力の低下、労働力の減少、社会保障における費用負担の増加など、社会的・経済的に大きな問題

となります。

国においても、平成 24年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成 27 年４月１日から施

行され、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援の充実が

図られることとなります。本市においても、この法に基づいた支援体制の構築が求められていま

す。

浦安で子どもを産みたい、育てたいと思えるような環境を整えていくためには、出産や子育て

に関する不安感や負担感を軽減することが必要です。特に行政とのつながりが希薄になりやすい

時期における相談体制の充実や、子育て関連情報の内容充実・発信方法の改善、身近な地域での

交流機会の充実が求められています。

特に浦安では、子育て世帯の 95％が核家族という環境で、サポートしてくれる親などが身近に

いないことから、地域で支えあえる体制づくりが必要です。

また、晩婚・晩産化や育児体験の減少などから、妊娠・出産期の母体は身体的・精神的に不安

定になりがちです。そのため、産前産後のサポートを充実するとともに、母子の愛着形成や父親

への育児支援も視野にいれた支援が必要です。母子の健康保持・増進や育児支援を図っていくた

めには、健診や生活・食習慣に関する的確な情報提供などを行うことが必要です。

さらに、我が国では 10 組に１組の夫婦が不妊に悩んでいるといわれ、子どもを望みながらも

妊娠することができず、長期間に及ぶ高額な治療や周囲の理解不足などが身体的・精神的な負担

となっていることから、不妊症治療などに対する支援のあり方について検討し、その結果を踏ま

え支援を進める必要があります。

また、妊娠から出産、子育てにわたる支援に加えて、男女の出会いから結婚への支援も求めら

れており、これらの様々な支援策を切れ目なく実施することが重要です。

さらに、多様化する保育ニーズに対応するため、保護者の子育てに関する閉塞感を解消するレ

スパイト機能を含めた、様々な保育サービスの充実が求められています。

１ 浦安で産み育てたい環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）安心して産み育てられる環境をつくる

平成 26 年度に創設した少子化対策基金を有効に活用し、出会い、結婚、妊娠、出産から子育

てにわたる切れ目のない支援を行う「浦安版ネウボラ」に取り組みます。

また、ワーク・ライフ・バランスの観点から、仕事と子育てが両立できる環境づくりに取り組

みます。

さらに、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

援します。

２）地域ぐるみで子育てを支援する

育児不安や孤独感に陥ることなく、人の輪・情報の輪のなかで生き生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となる人材育成を引き続き行い、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。
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【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】

子育て・家族支援者養成講座

（※○３級・●２級・★特別講座）

支援者への

バックアップ研修による

フォローアップ

○市託児保育者○保育園時間外サポ

ーター○児童育成クラブ指導員○フ

ァミリー・サポート・センターまかせ

て会員○ほのぼのタイム協力員など

●ファミリー・サポート・

センター事業の充実

病後児・宿泊・新生児預

かり対応

●ほのぼのタイム運営委員

★子育てケアマネジャー

★家庭的保育者

（保育ママ）

★産前・産後サポーター

地域の子育て力の向上

受講後の活動先（公）

●子育て支援団体の誕生

子育てサロン、ひろばの運

営など

●○既存子育て支援団体、社会福

祉協議会支部などでの活動

子育てサロン、ひろばなど

受講後の活動先（民）

※

３級：集団での一時預かりなどができる

方の養成（初級講座）

２級：病後児、宿泊預かりなどのリスク

が見込まれる支援活動ができる方

の養成（中級講座）

特別講座:子育てケアマネジャー家庭的

保育者（保育ママ）、産前産後サポ

ーターの養成（集中講座）
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・

・

・

・

・

・

・

①出会い・結婚・妊娠・出産
から子育てにわたる切れ目
ない支援体制の充実強化

保育園整備事業

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備事業

浦安版ネウボラの取り組みを推進するために、出会い、結婚から妊娠、出産、子育ての各ステージに
おいて様々な事業を展開し、切れ目のない支援を行います。

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１）安心して産み育てられる環境をつくる

【事業体系】

事業

子育て支援ギフト事業

不育症治療費助成事業

②妊娠・出産の支援

保育料の減免制度の実施

妊婦健康診査費用助成事業

産後ケア事業

健康増進課

周産期救急医療運営事業

多様化する保育ニーズに対応するため、一時預かりや保育ママ事業などの保育サービスを実施しま
す。また、順天堂大学医学部附属浦安病院と連携し、病児保育の実施に向けて、協議・調整を行いま
す。

計画事業・主要事業名

特定不妊治療等助成事業

担当課

こども課子育てケアプラン作成等事業

うらやす婚活応援プロジェクト 商工観光課

こども課

１－１ 浦安で産み育てたい環境を整える

子育てポータルサイトの充実 こども課

特定不妊治療や男性を対象とした不妊治療のほか、不育症治療にかかる医療費の一部を助成し、夫婦
の経済的負担を軽減します。また、順天堂大学医学部附属浦安病院が行う不妊治療研究に対して補助
を行い、女性の妊娠と出産を支援します。
出産後の母子を対象として、産後の疲れた身体を癒すとともに、母子の愛着形成が促されるよう、専
門職によるきめ細やかなケアを行います。また、新たな拠点の拡充に向けて、協議・調整を進めま
す。さらに、家庭や地域での孤立感を解消し、安心して出産や子育てに取り組めるよう、産前・産後
サポーターが訪問して相談支援を実施します。

子育てケアマネジャーの養成

認定こども園整備事業

健康増進課

健康増進課

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業

③子育てと仕事の両立支
援 青少年課

保育幼稚園課

認可化移行総合支援事業 保育幼稚園課

こども課

健康増進課

産前産後サポート事業 健康増進課

不妊治療研究支援事業

健康増進課

健康増進課

青少年課

保育幼稚園課

保育幼稚園課

健康増進課こんにちは赤ちゃん事業

児童の放課後における、安全で快適な生活の場を確保するため、分室の整備や運営のあり方の検討な
ど、児童育成クラブの充実に向けて取り組みます。

子育て世帯の悩みや子育てに関する不安感、孤独感を軽減するため、特に行政とのつながりが希薄に
なりやすい時期に、子育てケアマネジャーや保健師が子育てケアプランを作成するとともに、出産前
後と子どもが１歳の誕生日を迎える時期に、子育て支援ギフトを贈呈します。

質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園や保育
園などの整備を進めます。また、多子世帯の子育てにかかる経済的負担を軽減するため、保育料の減
免制度を拡充します。
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11111

事業内容 婚活事業者、市内の観光・産業団体などとともに、男女の出会いの場の提供などを行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施

事業番号
事業名 うらやす婚活応援プロジェクト 担当課 商工観光課

平成29年度

事業番号
事業名 子育て支援ギフト事業 担当課

11113

実施 実施
年次計画

事業内容

【計画事業】

①出会い・結婚・妊娠・出産から子育てにわたる切れ目ない支援体制の充実強化

事業内容
市が独自に養成した子育てケアマネジャーが、子育てについての相談に面接・電話で応じるとともに、
産前・産後の保護者に対し、子どもの成長に応じた「子育てケアプラン」を保健師と一緒に作成します。

事業番号
事業名

11112
担当課

実施 実施

実施

平成27年度 平成28年度

こども課

病児保育の実施

保育幼稚園課

保育幼稚園課

理由を問わない短時間の一時預かり事業 保育幼稚園課

④多様なニーズに応じた子
育て支援 保育ママ事業

子育てケアマネジャーの養成 担当課

年次計画

平成29年度

実施

一時預かり事業 保育幼稚園課

子育てケアプラン作成等事業

平成27年度

こども課

出産前後と子どもが１歳の誕生日を迎える時期に子育てケアプランを作成した子育て世帯を対象に、育
児パッケージ「こんにちはあかちゃんギフト」や子育て支援サービスなどに利用できるバウチャー券
「ファーストアニバーサリーチケット」などを贈呈します。

こども課
11114

平成28年度

実施 実施

事業名
事業番号

事業内容
子育てに関する全般的な相談や子育てケアプランの作成などを行う「子育てケアマネジャー」の養成に
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

養成講座実施 養成講座実施 養成講座実施
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事業番号
事業名 不妊治療研究支援事業 担当課 健康増進課

11121

安心して妊娠・出産できる社会が構築できるよう、順天堂大学医学部附属浦安病院が行う、精子・卵子
の凍結・保存など、将来の出産のための予防的な不妊治療の研究を支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

②妊娠・出産の支援

事業内容
不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険の適用がない不育症治療を受けた場合
において、その治療費の一部を助成します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
実施

実施

事業内容

事業番号
事業名 不育症治療費助成事業 担当課

実施

健康増進課
11123

事業内容

医療保険の適用がない高度な不妊治療を選択せざるを得ない夫婦の経済的負担を軽減するため、千
葉県特定不妊治療費助成事業に準じて、治療に要する費用の一部助成を行います。また、夫婦そろっ
て不妊治療に向き合えるよう、男性不妊検査や医療保険の適用がない男性不妊治療を受けた場合に、
その治療費の一部を助成します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討(男性不妊治療)
実施

実施 実施

事業番号
事業名 特定不妊治療等助成事業 担当課 健康増進課

11122

事業番号
事業名 産前産後サポート事業 担当課 健康増進課

11124

事業内容
家庭や地域での孤立感の解消を図るため、妊娠期から生後約６か月までの子どもを持つ家庭を対象
に、産前・産後サポーターが訪問し、円滑に育児がスタートできるよう支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

事業番号
事業名 産後ケア事業 担当課 健康増進課

11125

事業内容

支援者が身近になく、育児不安の強い産婦を対象に、出産医療機関を退院後、心身ともに不安定にな
りやすい時期に、助産師などの専門職が、母体や乳児のケア、育児サポートなどのきめ細かい支援を
行います。産後の疲れた身体を癒す支援を受けることで、母児の愛着形成の促進やゆっくり体調を整え
ながら育児ができる環境を整えます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施
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事業番号
事業名 保育園整備事業 担当課 保育幼稚園課

11131

事業内容
待機児童の解消や多様な保育ニーズへの対応を図るため、認可保育園や小規模保育園の整備を進め
ます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

保育園の整備(３園)
保育園開園（３園）
保育園整備(２園)

保育園開園（２園）
保育園整備(1園)
小規模保育園整備(1園)

事業番号
事業名 認定こども園整備事業 担当課 保育幼稚園課

11132

事業内容
質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園の整備に
取り組みます。また、公立幼稚園を認定こども園に移行します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開園（新規１園、幼稚園からの移
行８園）

事業番号
事業名 保育料の減免制度の実施 担当課 保育幼稚園課

11133

担当課 青少年課

事業内容
多子世帯の子育てにかかる費用を軽減するため、保育園や幼稚園、認定こども園の保育料や授業料
の減免制度を見直し、第２子を半額に、第３子以降を無料とする要件を緩和します。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

拡充
実施

実施 実施

平成27年度 平成28年度 平成29年度

③子育てと仕事の両立支援

事業番号
事業名

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備
事業

年次計画

担当課 青少年課

平成28年度 平成29年度

11135

11134

事業内容
浦安小学校地区児童育成クラブの入会需要の増加に伴う、施設の狭あい化に対応するため、学区域内
に分室を整備します。

年次計画

設計 整備
年次計画

平成27年度

事業内容
舞浜小学校地区児童育成クラブの入会需要の増加に伴う、施設の狭あい化に対応するため、学区域内
に分室を整備します。

設計 整備

事業番号
事業名

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備
事業
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(千円)

年次計画

平成27年度

平成27年度 平成29年度 ３か年の合計

【主要事業】

事業内容

事業名

健康増進課

事業内容

子育て中の保護者が、子育てに対する閉塞感を和らげ、新たな気持ちで子育てに取り組めるよう、理由
を問わずに利用できる一時預かり事業を実施します。

事業番号
事業名

理由を問わない短時間の一時預かり事
業

整備（1園）

平成29年度

実施(新規1園)
検討

平成28年度

設計（1園）

担当課 保育幼稚園課
11141

妊娠期の母子の健康や安全の確保、経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に要する
費用を助成します。

事業名 周産期救急医療運営事業

事業内容

事業名

○計画事業費

444,536 445,902 636,167

健康増進課

事業内容
周産期救急医療体制の充実を図るため、千葉県の地域周産期母子医療センターである順天
堂大学医学部附属浦安病院の新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）及び母体・胎児集中治療管理
室（ＭＦＩＣＵ）のベッドをそれぞれ２床ずつ市民のために確保します。

事業名 こんにちは赤ちゃん事業

1,526,605

①出会い・結婚・妊娠・出産から子育てにわたる切れ目ない支援体制の充実強化

妊娠中や子育て中の保護者が、子育て支援に関する情報を、官民問わず、幅広く、簡単に入
手できるよう、子育てポータルサイトの内容や機能の充実に取り組みます。

こども課子育てポータルサイトの充実

生後４か月までの乳児のいる全世帯を対象に、助産師や保健師、母子保健推進員などが訪
問し、子どもの成長・発達や産後の母親の健康状態などについて相談やアドバイスを行いま
す。

事業番号
事業名 病児保育の実施 担当課

②妊娠・出産の支援

妊婦健康診査費用助成事業

平成28年度

健康増進課

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

関係機関調整

④多様なニーズに応じた子育て支援

事業内容

関係機関調整 実施

保育幼稚園課
11142

事業内容
やむを得ない事情で病気の子どもを家庭で看護ができない保護者を支援するため、順天堂大学医学部
附属浦安病院と連携を図り、病児保育の実施に取り組みます。
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事業名 一時預かり事業

保育ママ事業 保育幼稚園課

市が家庭的保育者（保育ママ）を認定し、少人数の乳幼児を自宅などの家庭的な環境のもとで
保育する家庭的保育事業を実施します。

事業内容
待機児童の解消や保育環境の充実を図るため、運営や改修に要する費用の一部を補助し、
認可外保育施設の認可保育園への移行を支援します。

保育幼稚園課認可化移行総合支援事業

③子育てと仕事の両立支援

保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や病気などで家庭での保育が困難になった園児などを幼稚園、幼稚園型認定
こども園や保育園で一時的に預かります。

事業名

事業内容

事業名

④多様なニーズに応じた子育て支援
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・

・

(千円)

こども課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①子育てにやさしいまちづ
くりの推進

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】
協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課

あかちゃんほっとすてーしょん推進事業

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－１ 浦安で産み育てたい環境を整える

２）地域ぐるみで子育てを支援する

子育て支援パスポート事業の充実 こども課

子育てしやすい環境づくりと地域の子育て力の向上を図るため、地域で子育て活動を行う支援者を養
成するとともに、地域の子育て応援事業者との連携体制の充実などに取り組みます。

地域での子育て支援の実情にあわせた、子育てへのきめ細かくわかりやすい情報を提供するため、子
育てケアマネジャーなどの支援者を養成、活用していくため、引き続き、子育て・家族支援者養成講
座を実施し、子育てしやすい環境づくりと地域の子育て力の向上を図ります。

子育て・家族支援者養成事業

こども課

【計画事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

事業番号
事業名 子育て・家族支援者養成事業 担当課 こども課

11211

事業内容
２０歳以上の市内在住、在勤の方を対象に、市内で活動する子育て・家族支援者として十分な知識と技
術を習得するための講座を実施します。また、講座修了後は活躍の場の紹介やバックアップ研修を行
い、講座で学んだ知識を地域で実践できるよう支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

実施
表彰

実施
表彰

事業番号
事業名 子育て支援パスポート事業の充実 担当課 こども課

11212

10,416 10,416 31,248

事業内容
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。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
表彰

○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

10,416

71



事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支援
団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

【主要事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

事業名 あかちゃんほっとすてーしょん推進事業 こども課

事業内容
子どもを連れて外出した際に、授乳とおむつ替えができる休憩スペース「あかちゃんほっとす
てーしょん」を、公共施設や事業所などの協力を得て市内店舗などに設置します。

事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課
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￥

現状と課題

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子どもや心の病を抱える子どもの増加など、子どもの

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子どもに対する大人の無関心、子ども

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、多

くの要因が複合的に影響し、様々な形で子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。

本市においても、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。

子どもの育ちは、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、障がいのある子どもや心身の発達遅滞により療育を必要とする子ども、保育園、幼稚園、

認定こども園や小学校などの集団の場にうまく適応できない子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。地域のなかで生き生きと成長し

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。

未来を担う子どもたちのために、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。

2 子どもが元気に成長できる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）子どもの健やかな成長を支える

基礎体力・運動能力の向上や子どもの健康維持に、家庭や地域、教育機関、行政などが一体と

なって取り組みます。

障がいのある子どもや療育を必要とする子どもなどが、地域のなかで生き生きと生活できるよ

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

体制づくりを行います。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ます。

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するとともに、子どもを犯罪から守り、

地域のなかで安全にのびのびと生活できるよう、子どもたちの安全対策を強化します。

２）豊かな心を育む

子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。

また、乳幼児期における質の高い保育・教育が受けられるよう、就学前の保育・教育の充実を

図るとともに、保育園、幼稚園や認定こども園から小学校を経て中学校に至るまでの「学び」の

連続性を確保します。

子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子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、子ども

たちの育ちを支えます。
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家 庭

地 域

保育・教育施設
(保育園・幼稚園・認定

こども園など)

(学校)

幼児の健全な育ち

〇愛情やしつけ

〇規則正しい生活習慣

〇様々な人との交流 ○自然との触れ合い

○市民団体の支え

〇他の子どもとの集団生活

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

子どもの育ちを支える三者の連携

～家庭・地域・保育・教育施設～

支援

行

政

青少年の健全育成
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・

・

・

こども発達センター活動事業 こども発達センター

児童育成クラブ安心・安全メール事業 青少年課

青少年サポート事業 障がい事業課

特別支援学校通学支援事業 障がい事業課

【計画事業】

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

事業番号
事業名 特別支援学級等整備事業

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－２ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

子どもの健康を守るため、各種予防接種の実施や中学３年生までの子どもの医療費を助成します。ま
た、子どもの運動に対する理解や体力の向上を図ります。

特別な支援を必要とする子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、関係機関との連携を
強化しながら、乳幼児期から就学期までの一貫した支援に取り組みます。また、放課後に安心して過
ごせる場の居場所づくりを推進します。

①健康づくりの推進

子ども医療費助成事業 こども課

体力向上推進事業 【再掲】 保健体育安全課

各種予防接種事業の実施 健康増進課

②障がいのある子どもの地
域生活や自立の支援

特別支援学級等整備事業 【再掲】
教育施設課／
教育研究セン
ター

日中一時支援事業 障がい事業課

まなびサポート事業の推進 【再掲】
学務課／教育
研究センター

③子どもの安全を守る環境
の整備

児童虐待防止対策推進事業 こども家庭支援センター

学校等防犯対策事業 【再掲】

防犯課／保育
幼稚園課／青
少年課／指導
課／保健体育
安全課

【再掲】 担当課 教育施設課／教育研究センター
22512

事業内容
一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、小・中学校に特別支援学級や
通級指導教室を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開設（入船小）
整備（南小、明海南小、富岡中）

開設（富岡中）

子育て家庭への相談や支援を充実するとともに、関係機関との連携を強化し、虐待を受けている子ど
もの早期発見や早期対応に努めるなど、虐待防止対策を推進します。また、子どもを犯罪から守り、
地域の中で安全に生活できるよう、小・中学校や保育園・幼稚園において、教職員の危機管理意識の
向上や児童生徒への防犯教育の充実を図ります。さらに、児童育成クラブでは、子どもたちの来所及
び退所などの状況を保護者にメールで配信するシステムを導入します。
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事業内容
児童育成クラブに入会している児童の安心・安全を確保するため、来所及び退所などの状況
を保護者にメールで配信するシステムを導入します。

事業名 児童育成クラブ安心・安全メール事業 青少年課

【主要事業】

①健康づくりの推進

事業名 体力向上推進事業【再掲】 保健体育安全課

事業内容

体力向上推進校を指定し、各学校の特色ある実践の交流を行い、小・中学校全体の体育指導
の充実と児童生徒の体力の向上を図ります。また、全ての小・中学校において体力向上年間
計画を策定し、保健体育科・学校行事･特別活動など学校の教育活動全体を通して、運動に
親しむ態度の育成と体力の向上を図ります。

事業名 子ども医療費助成事業 こども課

事業内容
中学校３年生までの子どもが、病院などで保険診療を受けた際に、保護者が負担した医療費
を助成します。

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

事業名 まなびサポート事業の推進【再掲】 学務課／教育研究センター

事業内容
発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応じてグループや個別で
の専門的な相談・療育を行うとともに、児童発達支援センターとして保育所等訪問支援など地
域に対する支援事業を行います。

事業名 青少年サポート事業

日中一時支援事業 障がい事業課

事業内容
障がいのある人や子どもの日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の負
担軽減を図ります。

事業名 こども発達センター活動事業

各種予防接種事業の実施 健康増進課

事業内容
乳幼児･児童･生徒を対象に、予防接種法で定められた予防接種を実施するとともに、子育て
家庭に対して周知と相談支援を行います。

③子どもの安全を守る環境の整備

こども発達センター

市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、送迎バスを運行し下校の
支援を行います。

事業内容

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援が行われるよう、相談活動の充実
を図るとともに、個別の指導計画や教育支援計画の作成や活用を推進します。また、子どもた
ちの実態や各学校の状況に応じ、特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習を計画的
に行い、ともに学ぶ機会が得られる教育の促進を図ります。

事業名

事業名 児童虐待防止対策推進事業 こども家庭支援センター

事業内容
児童虐待防止に係る啓発・研修会の実施などを通じて、関係機関の虐待に対する共通理解と
連携を図り、児童虐待の防止や早期発見に努めます。

障がい事業課

事業内容
発達障がいやその疑いがある学齢期以降の子どもへの支援を充実するため、専門性の高い
相談や療育支援を行います。

事業名 特別支援学校通学支援事業 障がい事業課

事業内容

事業名
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事業名 学校等防犯対策事業【再掲】
防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／指導課／
保健体育安全課

事業内容

警察と連携した実践的・効果的な防犯訓練、防犯教室の実施により教職員の危機管理意識の
向上と児童生徒の防犯教育の充実を図るとともに、小学校への警備員配置や防犯カメラの設
置などによる防犯体制の強化を行います。また、通学時の安全対策として、小学校新入生へ
の防犯ブザーの無償配布やＰＴＡや地域ボランティアなどとの連携・協力による通学路の見守
り活動を推進します。
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・

・

・

・

④青少年の健全育成
ジュニアリーダー・青少年リーダー育成の推進 青少年課

【再掲】青少年健全育成推進事業との連携
指導課／青少
年センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－２ 子どもが元気に成長できる環境を整える

２）豊かな心を育む

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

児童の創造性や自主性などを育むため、こどもの広場を高洲地区に整備します。また、児童の健全育
成を図るため、遊びを通じた異年齢間の交流を推進するとともに、学校開放も視野に入れ、放課後の
児童の居場所づくりに取り組みます。

思春期の児童・生徒が相談しやすい体制を確保するとともに、いじめ問題の早期発見、早期対応に取
り組みます。

幼児期の教育環境の充実を図るため、保育園や幼稚園、認定こども園のそれぞれの特性を活かして、
質の高い保育と教育を提供します。また、幼稚園や保育園から小中学生までの教育の連続性を確保し
ます。

①心を育む遊び環境の整
備

こどもの広場の整備 青少年課

放課後異年齢児交流促進事業の充実 青少年課

②幼児期の学び環境の整
備

認定こども園整備事業 【再掲】 保育幼稚園課

幼・保・小・中連携教育の推進 【再掲】
保育幼稚園課
／指導課

一時預かり事業 【再掲】 保育幼稚園課

③自分を大切にする気持ち
を育てる

思春期講座の実施 健康増進課

教育相談推進事業 【再掲】 指導課

生徒指導推進事業 【再掲】 指導課

【計画事業】

①心を育む遊び環境の整備

事業番号
事業名 こどもの広場の整備 担当課 青少年課

12211

事業内容
子どもたちが伸び伸びと自由に遊び、様々な体験や交流を通じて創造性や自主性などを育むことができ
るよう、株式会社オリエンタルランドからの寄付を活用し、高洲地区に「こどもの広場」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

整備
開設

地域における青少年の活動を充実させるため、小学校４年生から６年生、中学生を対象とする研修会
を行い、青少年ボランティアの育成を図ります。また、青少年の非行防止や健全育成を目的に、地域
と連携してパトロールに取り組みます。
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(千円)

事業内容
質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園の整備に
取り組みます。また、公立幼稚園を認定こども園に移行します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開園（新規１園、幼稚園からの移
行８園）

②幼児期の学び環境の整備

事業番号
事業名 認定こども園整備事業 【再掲】 担当課 保育幼稚園課

11132

事業内容
市内４小学校区において、引き続き学校施設などを利用して、児童の放課後の安全・安心な居場所を確
保し、学習や様々な体験・交流活動を通じて、児童の健全な育成を図ります。また、未実施の小学校区
においても通年または夏季休業期間中の実施を推進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

通年実施７校（３校拡充：富岡小・
北部小・入船小）
夏季休業期間のみ実施（10校）

通年実施９校（２校拡充：明海南
小、美浜南小）
夏季休業期間のみ実施（８校）

通年実施12校（３校拡充：美浜北
小、見明川小、日の出南小）
夏季休業期間のみ実施（５校）

事業番号
事業名 放課後異年齢児交流促進事業の充実 担当課 青少年課

12212

○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

143,749 170,922 199,733 514,404

【主要事業】

②幼児期の学び環境の整備

事業名 幼・保・小・中連携教育の推進【再掲】 保育幼稚園課／指導課

事業内容
中学校区ごとの特色を活かした保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の連携教育を
推進し、保育者と教職員が相互理解のもと、接続期におけるカリキュラムを活用しながら、なめ
らかな接続を図ります。

事業名 一時預かり事業【再掲】 保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や病気などで家庭での保育が困難になった園児などを幼稚園、幼稚園型認定
こども園や保育園で一時的に預かります。

③自分を大切にする気持ちを育てる

事業名

事業名 生徒指導推進事業【再掲】 指導課

思春期講座の実施 健康増進課

事業内容

事業内容
生徒指導に係る各種研修会の充実を図り、校内における生徒指導体制の強化及び警察・行
政などの関係機関との連携・協働を推進します。また、いじめ１１０番による相談を実施し、いじ
め問題の早期発見、早期対応を図ります。

思春期の子どもたちの心とからだの変化や、家庭での子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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事業内容
浦安市青少年補導員連絡協議会などの青少年健全育成団体と連携し、地域ぐるみで子ども
たちを支える活動を支援します。

事業名 ジュニアリーダー・青少年リーダー育成の推進 青少年課

事業名 教育相談推進事業【再掲】 指導課

事業名 青少年健全育成推進事業との連携【再掲】 指導課／青少年センター

事業内容

児童生徒が明るく生き生きと学校生活を送れるよう、スクールライフカウンセラーを各小・中学
校に配置し、学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに対する相談活動を充実させます。
また、適応指導教室での電話や来所による相談、訪問相談など一人ひとりのニーズに応じた
きめ細やかな教育相談の充実を図ります。さらに、スクールライフカウンセラーなどの連絡会
や研修会を開催し、カウンセラーとしての資質・専門性の向上を図ります。

④青少年の健全育成

事業内容
小学校４年生から６年生を対象に、リーダーとして必要な行動力・受容力・表現力を身につけ
ていくことを目的とした研修を行います。また、主に中学生を対象に、青少年健全育成活動に
おけるリーダーの育成を行います。
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現状と課題

生涯を通じて、自分らしく、生き生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。本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辿っており、

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。

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。

一方で、医療費や介護給付費の増加を抑制するためには、健康リスクが高い方々への対症療法

だけでなく、そこで暮らすだけで自然と健康になれてしまうまちづくりを進めていくことが必要

です。

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。

3 大人がいきいきと活躍できる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）心と身体の健康を維持・増進する

市民が高齢になっても健康で幸せに暮らせるよう、持続可能な先進予防型社会のモデルである

「スマート・ウエルネス・シティ」の実現を目指し、健康づくり無関心層に対する健康づくりへ

の働きかけや本市の健康施策について評価分析を行う仕組みづくりなどを進めます。

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を日常の生活のなかで継続

して行えるよう、地域と一体となった仕組みづくりや普及活動の推進により、健康の維持・増進

と、介護予防の充実を図ります。

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ます。

２）地域で活躍できる環境をつくる
高齢者や障がいのある方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。

高齢者や障がいのある方が地域社会で活躍できるよう、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ます。
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地域介護予防活動支援事業
猫実地域包括
支援センター

【計画事業】

①健康づくり・介護予防の推進

事業番号
事業名 健幸ポイント実証事業

企画政策課／健康増進
課／市民スポーツ課13111

特定健診・保健指導の実施 健康増進課

介護予防推進協働事業

みどり公園課／
道路整備課

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】
みどり公園課／
道路整備課

健幸クラウドの導入 健康増進課

健康遊具等設置促進事業

担当課

事業内容
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。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実証
実証
評価

猫実地域包括
支援センター

体育施設利用時間の拡大 【再掲】 市民スポーツ課

②こころのケアの充実 いのちとこころの支援事業 健康増進課

猫実地域包括
支援センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－３ 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

健幸ポイント実証事業
企画政策課／
健康増進課／
市民スポーツ課

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

生活習慣病の早期予防を推進するため、発症に大きくかかわるメタボリックシンドロームに着目した
特定健康診査と、その結果に基づく健康づくりを支援する特定保健指導を実施します。また、健康寿
命の延伸のために、関係機関との連携を強化し、健診科目の充実を図るとともに、特に女性に対して
は、ライフステージにあわせた健康維持を支援します。

高齢になっても健康で元気に幸せに暮らせるよう、健幸ポイントの実証を引き続き実施するととも
に、魅力ある歩行空間や健康遊具の設置などの整備を通じて、市民が気軽に健康づくりに取り組める
環境を整えます。

介護予防リーダーを養成するとともに、地域で介護予防に取り組む団体を支援し、健康づくりや介護
予防を展開する体制づくりを推進します。また、市民活動団体と協働して介護予防の普及活動を推進
するなど、介護予防の充実を図ります。
うつ病などに対するメンタルヘルス対策について、その悩みに応じた相談・支援が円滑に受けられる
よう、関係機関と連携して支援します。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

84



(千円)

事業内容
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

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221

事業番号
事業名 健康遊具等設置促進事業

事業内容
要介護状態の予防を目的として、個人の状態に応じて、運動機能の向上や栄養改善、口腔機
能向上のための教室を開催します。

事業名 特定健診・保健指導の実施

事業内容
地域で介護予防に関する自発的な活動が広く実施されるよう、介護予防リーダーなどの育成・
支援に取り組みます。

事業名 転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業 猫実地域包括支援センター

猫実地域包括支援センター

【主要事業】

①健康づくり・介護予防の推進

健康増進課

事業内容
40歳から74歳までの市民を対象に、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査・特定保健指
導を実施します。

事業名 地域介護予防活動支援事業

○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

36,550 27,498 10,000 74,048

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

担当課 みどり公園課／道路整備課
13113

事業内容
より効果的な健康づくりを推進するため、レセプトや健診データなどの科学的データを活用して、健康施
策の分析・評価を行う仕組みを導入します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

施行
運用
評価

事業番号
事業名 健幸クラウドの導入 担当課 健康増進課

13112
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②こころのケアの充実

事業内容 関係機関と連携し、予防に重点を置いた自殺・うつ病対策などについて取り組みます。

事業名 介護予防推進協働事業 猫実地域包括支援センター

事業名 いのちとこころの支援事業 健康増進課

事業内容
介護予防リーダー養成講座修了者が中心となり立ち上げた市民団体「浦安介護予防アカデミ
ア」との協働事業として、栄養改善・口腔ケア・運動機能向上などの介護予防に関する実践普
及活動を行います。

事業内容
市民のスポーツに接する機会をより拡充するため、運動公園内の主な施設の利用時間の拡
大を図ります。

事業名 体育施設利用時間の拡大【再掲】 市民スポーツ課
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(千円)

事業名 福祉タクシー乗車券交付事業【再掲】 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
障がいのある方や高齢者の外出支援や社会参加を推進するため、タクシー利用料金の一部
を助成します。

【主要事業】

①活躍の場・機会の充実

事業名 老人福祉センターの運営 高齢者支援課

事業内容
地域の学校や福祉施設・自治会などの関係機関との連携を図りながら、施設機能を活かした
運営を行います。

○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

37,258 0 0 37,258

事業内容 高齢者の地域活動を支援するため、老人クラブ会館を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

整備(シーガーデン・日の出クラブ
会館)

【計画事業】

①活躍の場・機会の充実

事業番号
事業名 老人クラブ会館整備事業 担当課 高齢者支援課

13211

高齢者支援課

福祉タクシー乗車券交付事業 【再掲】
障がい福祉課／
高齢者支援課

意思疎通支援事業 【再掲】 障がい福祉課

自動車燃料費助成事業 【再掲】 障がい福祉課

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－３ 大人が生き生きと活躍できる環境を整える

２）地域で活躍できる環境をつくる

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、地域の高齢者
のコミュニティ活動の場である老人クラブ会館を、計画的に整備します。また、地域の関係機関と連
携を図りながら、高齢者の生きがいづくりの場を提供します。

①活躍の場・機会の充実

老人クラブ会館整備事業 高齢者支援課

老人福祉センターの運営

高齢者や障がいのある方が、地域への社会参加や安心して日常生活をおくれるよう、外出支援やコ
ミュニケーション支援を行い、活躍するための環境づくりに取り組みます。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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事業内容
重度の障がいがある方の外出支援や社会参加を推進するため、自動車燃料費の一部を助成
します。

事業名 意思疎通支援事業【再掲】 障がい福祉課

事業内容
聴覚障がい、音声機能や言語機能に障がいのある方の社会参加や日常生活を支援するた
め、意思疎通支援者を派遣します。

事業名 自動車燃料費助成事業【再掲】 障がい福祉課
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現状と課題

全国的に年々深刻さを増している高齢化問題に関しては、若いまちといわれる本市も例外では

なく、今後は老齢人口が急激に増加することが見込まれています。

また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は年々増加しており、地域によっては子ども

に呼び寄せられ、ふるさとから都会に移り住む高齢者が増えている地域もあります。

さらに市民ニーズは多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、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状況になりつつあります。

こうした状況にあって、本市では「健康づくり・介護予防と社会参加の推進」「生活支援サー

ビスの充実」「医療と介護の連携強化」「認知症施策の充実」「高齢者の住まいの確保」「地域包括

支援センターの機能強化」という、重点的に推進すべき６つの項目を定め、医療・介護・介護予

防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

今後も、保健・医療・福祉の各分野の緊密な連携のもとに、行政と市民、事業者が協力し、安

全で安心して生活できる地域づくりを推進する必要があります。

また、今後、75 歳以上の後期高齢者が増加するとともに、介護度の重度化や認知症高齢者など

の増加が見込まれます。さらに、高齢者等実態調査においても市民の認知症に関する関心が高い

ことから、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続けることができる社会の実現に取り組むことが必要です。

障がいに関しては、就労の場の確保をはじめとする社会参加の推進や差別の解消などの課題の

解決を図ることが求められています。

こうした状況を受け、国においても「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障

害者差別解消法）が成立し、平成 28 年 4月に施行される予定となっています。

この障害者差別解消法の目標である「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向けて、本市としてもすべ

ての市民が障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享受する、かけがえのない個人とし

て尊重され、自立と社会参加が促進されるような環境づくりに取り組む必要があります。

4 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）安心して暮らせる体制をつくる

高齢者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の中核を担う地域包括支援センタ

ーを充実します。

また、様々な支援やサービスの充実を通じて、高齢者や障がいのある方の社会生活・日常生活

を支援します。

さらに、医療や介護の需要が増加することが予測されるなか、高齢者や障がいのある方が自宅

などの住み慣れた生活の場で、自分らしい生活を続けていけるよう、地域における医療・介護の

関係機関が連携して包括的・継続的に在宅医療・介護の提供を行う仕組みづくりに取り組みます。

また、認知症の人に対して介護サービス利用契約などの支援を行う市民後見人の育成や認知症

カフェの開催などを通じて、認知症の人とその家族を支える支援体制の充実や認知症に対する理

解の促進を図ります。

さらに、障がいのある方の相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体

制づくりの機能を持った地域生活支援拠点の整備を推進するとともに、民間の事業者に対する支

援を行い、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図ります。

また、新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策を推進します。

２）ともに生きるまちをつくる

認知症高齢者に対して、介護サービス利用契約などの支援を行う、成年後見制度の推進を図り

ます。

また、障がいのある方の日中活動の場の充実を図るとともに、地域生活を総合的に支援します。

さらに、障がいのある方が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立で

きるよう、働く環境の整備や支援体制の充実を推進します。

また、障がいや障がいのある方に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合

う共生社会の構築に取り組みます。
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・

・

・

・

・

福祉・介護人材の確保対策 介護保険課

社会福祉課

認知症ケアパスの作成・普及

認知症カフェの整備支援

高齢者支援課
／介護保険課
／猫実地域包
括支援センター

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

新型インフルエンザ等対策事業

④認知症対策の充実

市民後見人の養成 【再掲】

高齢者支援課
／介護保険課
／猫実地域包
括支援センター

健康増進課

⑤住まいの充実
地域生活支援拠点整備事業 障がい事業課

障がい者グループホーム整備事業 障がい事業課

通院ヘルプサービス事業 介護保険課

⑥感染症等公衆衛生対策

社会福祉課

地域包括支援センター増設事業
猫実地域包括
支援センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－４ 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

事業 計画事業・主要事業名 担当課

市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介護の関係機関が連携して、包括的・継続的
に在宅医療・介護の提供を行います。さらに、外出支援をはじめとした日常生活を支えるきめ細やか
なサービスの実施に加えて、地域包括支援センターの増設などにより、地域包括ケアシステムの構築
に取り組みます。

認知症の予防や治療に効果があり、さらには障がいのある方の精神面の安定にも効果のあるホースセ
ラピーを実施できるよう、乗馬クラブの誘致に取り組みます。

障がいのある方の住まいの場であるグループホームを整備するため、民間事業者が市内において参入
しやすい環境づくりに取り組むとともに、地域で安心して暮らせる生活支援の拠点の整備を進めま
す。

②日常生活を支えるサービ
スの充実 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

新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策を推進します。また、新型イン
フルエンザなどの対策が的確かつ迅速に実施するため、関係機関との連携の強化を図ります。

地域において見守りや支えあいの出来る体制づくりを促進するため、認知症ケアパスによる連携の強
化を図っていくとともに、認知症の方とその家族の居場所となる認知症カフェの整備を支援します。

【事業体系】

①相談機能・コンサルティ
ング機能の充実

市民後見人の養成 【再掲】

自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

意思疎通支援事業 障がい福祉課

地域包括ケア評価会議の開催
猫実地域包括
支援センター

③介護・福祉・医療体制の
充実
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(千円)

○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

0 70,000 70,000 140,000

事業番号
事業名 地域包括支援センター増設事業 担当課 猫実地域包括支援センター

14111

事業内容
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な介護サービスや日常生活支援などの総合的
な相談を行う地域包括支援センターの増設に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業者募集
（中町南地区、新町地区）

運用
（中町南地区、新町地区）

運用
（中町南地区、新町地区）

公募実施
養成講座実施

④認知症対策の充実

事業番号
事業名 市民後見人の養成 【再掲】 担当課 社会福祉課

14211

養成講座実施
公募実施
養成講座実施

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施 養成講座実施

担当課 社会福祉課
14211

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施

担当課 障がい事業課
14151

【計画事業】

①相談機能・コンサルティング機能の充実

事業番号
事業名 市民後見人の養成 【再掲】

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業化検討
設計
事業者募集

整備
整備補助

事業内容
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、各種相談や一人暮らしの体
験の機会の提供、緊急時の受け入れなどの機能を持つ地域生活支援拠点の整備に取り組みます。

⑤住まいの充実

事業番号
事業名 地域生活支援拠点整備事業
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事業名 福祉・介護人材の確保対策 介護保険課

高齢者支援課／介護保
険課／猫実地域包括支
援センター

事業内容

多様化かつ高度化する福祉・介護ニーズに的確に対応できるよう、質の高い福祉・介護人材
の確保に努めます。

事業名 通院ヘルプサービス事業 介護保険課

事業内容
要介護者を対象に、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を支援します。

事業内容

認知症の方の状態に応じて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいかを
示す「認知症ケアパス」の作成・普及に取り組み、認知症の方やその家族が住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう支援します。

③介護・福祉・医療体制の充実

【主要事業】

②日常生活を支えるサービスの充実

事業名 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

事業内容
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 福祉タクシー乗車券交付事業

認知症ケアパスの作成・普及

④認知症対策の充実

事業名 認知症カフェの整備支援
高齢者支援課／介護保
険課／猫実地域包括支
援センター

事業内容
認知症の方や介護者の支援、地域での認知症に対する理解を促進するため、民間事業者な
どとの協働により認知症カフェを開催します。

事業名

障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
障がいのある方や高齢者の外出支援や社会参加を推進するため、タクシー利用料金の一部
を助成します。

事業名 自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

重度の障がいがある方の外出支援や社会参加を推進するため、自動車燃料費の一部を助成
します。

事業名 意思疎通支援事業 障がい福祉課

事業内容
聴覚障がい、音声機能や言語機能に障がいのある方の社会参加や日常生活を支援するた
め、意思疎通支援者を派遣します。

事業内容
地域包括ケアシステムの実現に向け、保健・医療・福祉の関係者などによる会議を開催し、地
域課題の共有を図ります。

事業名 地域包括ケア評価会議の開催 猫実地域包括支援センター

事業内容
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事業名 新型インフルエンザ等対策事業 健康増進課

⑤住まいの充実

事業内容 新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策を推進します。

⑥感染症等公衆衛生対策

障がい者グループホーム整備事業 障がい事業課事業名

事業内容
障がいのある人のグループホームの整備を促進するため、民間事業者が整備などに要する
費用の一部を補助します。
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・

・ 障がいのある方の就労の場や機会を確保するため、野菜工場を整備するとともに小型家電リサイクル
を実施します。また、障がい者就労支援センターを中心に、就労支援体制のさらなる充実を図りま
す。

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－４ 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える

２）ともに生きるまちをつくる

誰もが地域で安心して暮らすことが出来る地域を実現するため、市民後見人の養成を通じて成年後見
制度のさらなる利用促進に取り組みます。また、障がいがある方の通所施設や地域生活の拠点などの
整備により、社会資源の充実に取り組みます。さらに、市民一人ひとりが障がいや障がいのある方へ
の理解と関心を深め、互いに支えあえる環境づくりを進めます。

社会福祉課

地域生活支援拠点整備事業 【再掲】 障がい事業課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

生活介護事業所整備事業補助金

障がい事業課

小型家電リサイクル事業 【再掲】 ごみゼロ課

①身近な地域で支えあえる
体制づくりの推進

市民後見人の養成 社会福祉課

災害ボランティア事業 【再掲】

③こころのバリアフリーの
推進

こころのバリアフリー支援事業 障がい事業課

②就労支援

野菜工場整備事業
障がい事業課／
みどり公園課

障がい者就労支援センター運営事業

【計画事業】

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

事業名 地域生活支援拠点整備事業 【再掲】 担当課 障がい事業課
14151

事業番号

事業内容
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、各種相談や一人暮らしの体
験の機会の提供、緊急時の受け入れなどの機能を持つ地域生活支援拠点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

事業化検討
設計
事業者募集

整備
整備補助

障がい事業課

事業番号
事業名 市民後見人の養成 担当課 社会福祉課

14211

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施 養成講座実施
公募実施
養成講座実施

シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】
企画政策課／
障がい事業課／
高齢者支援課
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(千円)

事業番号
事業名 シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】 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 事業化検討 設計

②就労支援

事業番号
事業名 野菜工場整備事業 担当課 障がい事業課／みどり公園課

14221

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。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 基本計画
設計
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

3,467 21,707 620,000 645,174

災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練
を実施するとともに、災害ボランティアコーディネーターの養成を図ります。また、災害に取り組
む個人や団体のネットワークづくりを通し、ボランティア活動の普及・啓発に取り組みます。

【主要事業】

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

事業名 生活介護事業所整備事業補助金 障がい事業課

事業内容
市内の生活介護事業所の拡充を図るため、市が指定する事業者に対し、施設の整備などに
要する経費の一部について補助金を交付します。

事業名 災害ボランティア事業【再掲】 社会福祉課

事業内容

実施 実施

事業番号
事業名 小型家電リサイクル事業 【再掲】 担当課 ごみゼロ課

31411

事業内容
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。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
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②就労支援

事業内容
障がいのある方や障がいの特性などに対する理解を深めるため、関係機関、障がいのある
方、障がい者団体、支援団体などと協力しながら、「こころのバリアフリーハンドブック」の配布
や講演会やイベントなどによる啓発活動を行います。

事業名 障がい者就労支援センター運営事業 障がい事業課

事業内容
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。

③こころのバリアフリーの推進

事業名 こころのバリアフリー支援事業 障がい事業課
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都市像 ２

市民文化都市
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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～を目指します。
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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市民自らが主体的に学び、学習者同士がともに高めあい、その

学習成果を地域づくりへの実践的な取り組みのなかで発揮できる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､次世代を担う子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子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。併せて、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、学び合いを通じて、互いに高めあい、主体的な活動への意識を醸成しながら、地域社会で活

躍する人材を育成していくことが必要です。

さらに、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。

そして、市民の創造性と個性が発揮された様々な主体的な活動が、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』の具現化を目指し、次のような視点を持って施策

を展開します。

◆視点１：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

◆視点２：生涯にわたって市民自らが主体的に学び、その学習成果を地域づくりに活用できるよ

う総合的な環境づくりを進めるとともに、学校教育において、浦安市環境教育ビジョ

ンの基本理念の実現に向けた施策を展開する。

◆視点３：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

市民交流

市民活動

地域活動

・日常の交流を充実させ、本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、認め合う社会を育てる

学校教育

生涯学習

市民文化

・市民自らが主体的に学び、学習者同士がともに高めあえる総合的な環境

づくりを進める

・学校・家庭・地域が連携した魅力あ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

人権尊重

平和希求

・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
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現状と課題

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。

本市では、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、恒久平和の基礎は人権の保障であり、平和の実現には市民一人ひとりが人権意識を高め

ることも大切です。

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。

本市では、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、平成 20

年度の「浦安人権施策指針」の策定を始めとして、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、国内外において、差別や偏見による人権問題が大きな課題として残っていることに加

え、国際化や情報社会の進展、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ています。

このようなことから、これまで高齢者や障がいのある方、女性、子ども、外国人など、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。

１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりを目指す具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）恒久平和に取り組む
本市は、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基づ

き、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。

２）人権尊重のまちづくりに取り組む
人権尊重の理念の普及と人権意識の高揚を図るため、人権に関する学習機会の充実や啓発に取り組

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、人権啓発や、人権を守る仕組み、

持続的な支援、市民、団体及び行政の連携を視点に捉え、総合的な取り組みを展開します。

特に、子どもや高齢者、障がいのある人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）による人権侵害など、人権の擁護・救済に取り組みます。

３）男女共同参画社会の実現に取り組む
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、男女共

同参画社会の実現に向けた市民意識の醸成を図ることを目的に、平成 24 年３月に策定した「第

２次うらやす男女共同参画プラン」に基づき、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。
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・

地域ネットワーク課

事業内容 戦争体験・被爆体験講話を通じて、次代を担う児童・生徒の平和意識を醸成します。

①平和事業の推進

事業名 被爆体験講話事業 地域ネットワーク課

地域ネットワーク課

２－１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりを目指す

非核平和関連事業

計画事業・主要事業名

平和学習青少年派遣事業

非核平和理念の浸透と平和意識の高揚を図るため、非核平和関連事業の推進に取り組みます。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。

地域ネットワーク課

事業内容
非核平和啓発カレンダーの配布、横断幕の掲出、非核平和街頭キャンペーン、親子平和バスツ
アーなど様々な啓発活動を通じて、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、平和の尊さについての
認識を深めます。

非核平和関連事業事業名

【主要事業】

事業名 平和学習青少年派遣事業

市内の中学生を浦安市平和使節団として長崎市へ派遣し、平和祈念式典への参加やフィール
ドワークを通じて、平和意識の高揚を図ります。

事業内容

２ 創造と交流で築く市民文化都市

１）恒久平和に取り組む

【事業体系】

事業

①平和事業の推進

担当課

地域ネットワーク課

被爆体験講話事業 地域ネットワーク課
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・

・

・

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりを目指す

２）人権尊重のまちづくりに取り組む

市民の人権尊重意識の高揚を図り、人権擁護の社会を維持するため、浦安市人権施策指針に基づき市
民への啓発活動を推進します。
ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)についての認識を深め、配偶者や恋人などからの暴力防止の意
識啓発に努めるとともに、ＤＶ被害者を支援します。また、関係機関と連携を図りながら被害者の自
立支援に向けた取り組みを進めます。
カウンセリングや法律相談など、多岐にわたる相談事業を通じて、女性に対する様々な問題の解決を
支援します。

①人権意識の醸成と包括
的な取り組みの推進

人権・公民ノートの作成
企画政策課／
指導課

人権啓発推進事業 企画政策課

②人権にかかわる権利救
済の推進

ＤＶ対策推進事業 企画政策課

女性のための相談事業 企画政策課

【主要事業】

①人権意識の醸成と包括的な取り組みの推進

事業名 人権・公民ノートの作成 企画政策課／指導課

事業内容
「人権・公民ノート」の作成・配付を通して、生徒の人権問題に対する理解の促進と人権感覚の
向上を図ります。

事業名 人権啓発推進事業 企画政策課

事業内容
市民一人ひとりが、人権問題への関心を高め、その理解を深められるよう、講演会や映画上映
会、人権週間における街頭啓発活動などを実施します。

②人権にかかわる権利救済の推進

事業内容
女性が抱える様々な問題を、相談者自ら解決できるよう、女性問題の視点とカウンセリングの
技法を備えた専門家による「女性のための相談」や弁護士による「女性のための法律相談」を
実施します。

事業名 ＤＶ対策推進事業 企画政策課

事業内容
ＤＶ相談支援カードやＤＶ被害者支援冊子を発行し、ＤＶに関する情報提供を行うとともに、ＤＶ
被害者の自立を支える民間団体への支援を行います。

事業名 女性のための相談事業 企画政策課
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・

・

(千円)

○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

3,240 3,240 0 6,480

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりを目指す

３）男女共同参画社会の実現に取り組む

男女共同参画社会の実現に向けて、第２次うらやす男女共同参画プランの進行管理を行い、施策や事
業の着実な推進を図ります。また、プランの中間年にあたる平成28年度に時点修正を行います。

男女共同参画に関する市民意識の醸成を図るため、学習機会の提供を行うとともに、相談事業や情報
発信の充実を図ります。

①男女共同参画施策の総
合的な推進

第２次うらやす男女共同参画プランの改訂 企画政策課

男女共同参画社会づくり事業 企画政策課

男女共同参画推進事業 企画政策課

【計画事業】

①男女共同参画施策の総合的な推進

事業番号
事業名 第２次うらやす男女共同参画プランの改訂 担当課 企画政策課

21311

事業内容
男女共同参画に関する市民意識を醸成し、男女のエンパワーメントを図ることを目的に、情報
提供や相談事業、市民のネットワークづくりの支援を行います。

事業内容
男女共同参画の社会づくりを推進するため、第２次うらやす男女共同参画プランの基本計画の時点修正
を行うとともに、後期実施計画を策定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査 改訂

事業名 男女共同参画推進事業 企画政策課

事業内容
男女共同参画社会の実現に向けた施策や事業を総合的・効果的に推進するため、第２次うら
やす男女共同参画プランの進行管理などを行います。

【主要事業】

①男女共同参画施策の総合的な推進

事業名 男女共同参画社会づくり事業 企画政策課
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現状と課題

現在、わが国では、21 世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移して

いくため、政府の最重要課題の一つとして教育改革が進められています。

本市においては、住宅開発に伴い、小・中学校の学校数が大きく増加しました。これらの学校

では、調和のとれた人間性の育成を目指し、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を展開するとともに、平成 22 年 11 月

に策定した「浦安市教育ビジョン」で掲げた５つの目指す子ども像の実現に向けた様々な取り組

みを進めています。

しかしながら、少子高齢化、核家族化、情報化社会などに起因する、家庭の教育力の低下や地

域における結びつきの希薄化など、教育を取り巻く環境は年々変化し、求められるものも一層多

様化しています。

また、世代間・世代内の社会的・経済的格差の進行が指摘されており、教育やその後の就業の

状況などとあいまって、格差の再生産・固定化が進行し、これが社会の活力低下や不安定化につ

ながることが懸念されています。このようななか、すべての子どもに意思や能力に応じ力を発揮

する機会が等しく与えられるよう、一人ひとりの力を伸ばす教育を充実させることが求められて

います。

加えて、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、加速度的に国際化が進

んでいくことが予測され、様々な国の人々が我が国に集まる中で、リーダーシップやクリエイテ

ィブな能力を発揮できるグローバルな人材が求められています。さらに、東日本大震災により大

きな被害を受けた本市では、教育の根幹となる知・徳・体の要素とともに、「浦安らしさ」とし

て設定した「豊かなかかわり（参画・交流）」「郷土愛(誇り)」を育むことの必要性が一層高まり

ました。

こうした点を踏まえて、平成 27 年４月に「浦安市教育ビジョン」を改訂したところです。

また、子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、より主体的に参画し、

学校を核とした地域の教育力を高める取り組みが不可欠となります。同時に、学校と地域をつな

ぐ役割を担う人材を確保することがますます重要となっています。

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ます。

以上のような取り組みや子どもたちを指導する教員の指導力向上を通して、保護者や地域の方

から信頼される学校づくりをすすめることが大変重要です。また、子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、保育園・幼稚園・認定こども園や小・中学校間における「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、平成 26 年 1 月に「子どもの貧困対

策の推進に関する法律」が施行されましたが、子どもたちの教育を受ける機会の均等を図り、経

済的に困難な状況にある者に対して、教育支援の一層の充実が求められています。

今後、本市の年少人口も減少に転じる見込みであることから、地域によっては児童・生徒数の

２ 魅力ある学校をつくる具体的

施 策
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減少に伴う小規模校化が課題となります。子どもたちが豊かな人間関係や社会性を身に付けるこ

とに適した規模の学級数を有した学校とするため、学校配置の適正化に取り組む必要があります。

また、平成 26 年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

が公布され、昭和 23 年に旧教育委員会法によって創設された教育委員会制度について大きな制

度改正が行われ、その対応が求められています。
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課題解決のための取り組みの方向

１）次代を担い豊かに生きる子どもを育む学校をつくる

浦安の将来、日本の未来を託していく子どもたちは、家族だけでなく、地域にとっても、社会

にとっても大切な存在です。平成 22 年 11 月に策定した「浦安市教育ビジョン」では、本市の次

世代を担う子どもたちが、夢と希望を持ち、豊かに生きることを願い、「未来に向かって夢を持

ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」という基本理念を定めています。

また、基本理念に基づき、教育の根幹となる「知」・「徳」・「体」の要素に、「豊かな関わり（参

画・交流）」、「郷土愛（誇り）」を加え、「浦安らしさ」を重視した、５つの目指す子ども像を設

定しています。

これらの基本理念の実現に向け、具体的な取り組み事項を掲載した基本計画にもとづき、学校

教育の充実を図るとともに、本市の教育の目標や施策の根本的な方針となる教育に関する大綱の

策定などに取り組みます。

２）地域とともに子どもを育てる学校をつくる
子どもたちの生活・成長のあらゆる場面で子どもを見守り、子どもたちを支えていくために、

学校・家庭・地域・行政が、それぞれの立場から連携し、地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組み

づくりを進めます。
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地域とともに歩む学校づくり（概念図）

学 校

○家庭・地域と一体となった学校づくり

・学校支援コーディネーター、ボランティアなどとの連携による教育活

動の充実

学校支援コーディネーター（学校と地域の連絡・調整）

○○小学校

学校支援コーディネーター

○○小学校

学校支援コーディネーター

中学校区ごとの

地域による学校支援の

仕組み

○○中学校

学校支援コーディネーター

教育委員会
○学校支援コーディネーターの

委嘱・養成

○教育資源や情報の提供

○公民館など教育施設による

支援・情報提供

地 域
○学習活動の支援

○学校の環境整備の支援

○子どもの安全を守るための支援 など

学校支援ボランティア

自
治
会

Ｎ
Ｐ
Ｏ

地
元
企
業

商
店
街

お
や
じ
の会

Ｐ
Ｔ
Ａ

＊学校支援コーディネーター

学校の要請に応じて、児童・生徒の学習活動や学校行事、学校環境の整備など様々な場面で学

校を支援していただく地域の方々と学校との連絡・調整を図ったり、新しい人材を見つけたりす

る役割を担う人材
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庭

小中連携・一貫教育の推進

浦安市における小中連携・一貫教育とは

小学校６年間、中学校３年間という現行の制度を維持しつつ、保育園・幼稚園・認定こども園・小・

中学校の連携・協力のもとで家庭や地域と連携しながら、就学前から義務教育９年間を見通した教

育活動を展開するもの

浦安市における小中連携・一貫教育の基本方針

育てたい

子ども像

カリキュラム

連携 連携

一貫

中学校

小学校 小学校

保育園

幼稚園

認定こども園

家

庭

地

域

保育園・幼稚園・認定こども園・小・

中学校の教職員の連携

○意見交換・情報交換

○相互の授業参観

園児・児童生徒の交流

○学校行事での交流

○部活動での交流 など

連携

教科などの指導・生徒指導

○９年間の系統性を明確にし、学びの連続性

を重視した学習指導

○系統的・継続的な生徒指導

中学校区の実態に応じた重点設定

例：豊かな心の育成

（小・中学校で取り組む挨拶運動）

基礎学力の定着

（小・中学校で取り組む家庭学習の習慣化）

など

一貫

１ 就学前から９年間を見通した学習指導

学習指導要領に基づき、就学前から義務教育９年間を見通した学習指導を進めるとともに浦

安らしさを生かした豊かな学びを実現させ、学力の向上と健やかな心身の育成を図ります。

２ 系統的・継続的な生徒指導

就学前から義務教育９年間の一貫した系統的・継続的な生徒指導により、児童生徒の個性の

伸長と社会的な資質や能力・態度をはぐくみます。

３ 交流活動の充実

園児や児童生徒間及び地域の方々との交流により、園児・児童生徒の豊かな人間性や社会性

をはぐくみます。

４ 学校、家庭・地域が一体となった取組

中学校区を基盤とした「地域ぐるみで子どもを育てる」体制づくりを構築し、学校、家庭・

地域が一体となって取り組めるよう学校や地域の特色を生かした小中連携・一貫教育を行いま

す。

出典：浦安市小中連携・一貫教育の展開

５つのめざす子ども像
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３）一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

基礎的・基本的な知識や技能が確実に身に付くよう、一人ひとりの能力に応じたきめ細かな学

習指導を行います。また、主体的に学ぶ意欲・態度をはぐくみ、確かな学力形成を図ります。

コミュニケーションの前提となる国語力をはじめ、教科内容の理解を促進し、社会人となるう

えで必要になる知識・技能の習得につながる教育を推進します。

体験活動やボランティア活動を通じて、基本的な生活習慣や責任を持って役割を果たす力、社

会生活上のきまりを守る態度など、社会性を身に付けます。また、自分のよさを知るとともに、

他人の痛みや悲しみを理解できる優しさ、協調性などをはぐくみます。さらに、児童生徒の悩み

に対する相談などを充実します。子どもの発達の段階を考慮して、体育の時間をはじめとするさ

まざまな機会を利用して、体力の向上を図ります。また、食育や健康・安全教育について、家庭

や地域社会と連携し、日常生活の中で継続的に行います。

様々なかかわりを通じて多様な人間関係を築き、コミュニケーション能力や社会性・積極性を

はぐくむ教育を推進します。また、環境の保全に貢献し、未来を拓く浦安市民としての自覚を養

うとともに、子どもたちのふるさと浦安への理解を深め、地域に対する誇りや愛情を育みます。

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。また、就学に対する援助

など、教育環境の充実を図ります。

本市が取り組んでいる小中連携・一貫教育を一層推進し、学びの連続性を重視した就学前から

義務教育 9年間を見通した教育に取り組むことで、授業理解を深め、学習内容の定着に努めます。

また、各教科・各学年相互の関連を図り、一人ひとりの発達や理解に応じた系統的・発展的な教

育を行うため、学校間などの情報交換・連携をさらに推進します。

４）信頼される学校をつくる

学校・家庭・地域・行政が一体となって子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。

また、適切な評価や積極的な情報公開などにより、開かれた学校運営を行うとともに、教職員

の質の向上を図ることで、信頼される学校づくりに努めます。

さらに、教職員の事務軽減化を図り、子どもと向き合う時間の確保に努めます。

５）教育環境が整った学校をつくる

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、住宅開発などにより、地区ごとの児童・生徒数の差が今後、さらに大きくなっていくこ

とから、適正な規模の学校の実現に取り組みます。
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・

・

①教育ビジョンに基づく学校教育の推進

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－２ 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

本市が目指す教育の方向性とその実現のための施策を示した、改訂「浦安市教育ビジョン」後期基本
計画の着実な推進を図ります。

教育委員会制度の改正を受けて、市長と教育委員会との緊密な連携のもと、本市の教育の目標や施策
の根本的な方針となる教育に関する大綱の策定などに取り組みます。

事業名 教育ビジョン推進事業 教育政策課

事業内容
教育ビジョンに掲げられている「めざす子ども像」を実現するため、施策や事業の着実な推進を
図ります。

①教育ビジョンに基づく学
校教育の推進

教育ビジョン推進事業 教育政策課

【主要事業】
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・

・

・

・

学校等防犯対策事業

防犯課／保育
幼稚園課／青
少年課／指導
課／保健体育
安全課

交通事故防止対策の充実
交通安全課／
保健体育安全
課

公民館

【事業体系】

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－２ 魅力ある学校をつくる

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・主要事業名 担当課

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」がそれぞれの役割を担い
ながら連携し、地域とともに歩む学校づくりを目指します。

家庭の役割を見直し、その教育力の向上を図るため、幼稚園・小・中学校の保護者などを対象にした
家庭教育学級や講演会などを実施します。

地域の行事や清掃活動への積極的な参加や学校の教室・体育施設の地域開放、大規模な災害に備えた
避難所の開設・運営マニュアルの作成などを通じて、地域に貢献する学校づくりを推進します。

ボランティア活動推進事業

①地域ぐるみの教育支援

青少年健全育成推進事業との連携
指導課／青少
年センター

地域とともに歩む学校づくり推進事業 【再掲】
教育政策課／
指導課／生涯
学習課

子どもたちの安全を確保するため、学校や通学路への防犯カメラの設置、警備員の配置などを通じ
て、防犯や交通安全体制の強化を図ります。

②地域に貢献する学校づく
り

災害時の避難所運営推進事業 【再掲】 教育総務課

【再掲】

【再掲】

学校体育施設開放事業 市民スポーツ課

青少年健全育成推進事業との連携

指導課

④家庭の教育力の向上

教育情報誌発行事業 教育政策課

家庭教育学級の実施 公民館

家庭教育講演会の開催

【主要事業】

①地域ぐるみの教育支援

事業名 地域とともに歩む学校づくり推進事業【再掲】
教育政策課／指導課／
生涯学習課

事業内容

地域と学校の連携を促進するため、各学校に学校支援コーディネーターを配置するとともに、
中学校区を中心としたネットワークを構築し、学校や学校支援コーディネーターが主体となった
地域による学校支援の体制づくりを進めます。また、交流会などを通して学校支援コーディ
ネーターやボランティアの活動の活性化を図ります。

事業名 指導課／青少年センター

事業内容
浦安市青少年補導員連絡協議会などの青少年健全育成団体と連携し、地域ぐるみで子どもた
ちを支える活動を支援します。

防災教育の推進

指導課／教育
研究センター／
保健体育安全
課

③安全・安心な教育環境づ
くり
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交通安全課／保健体育安全課

事業内容
警察と連携した交通安全教室や自転車安全運転教室を定期的・継続的に開催し、交通安全教
育の充実を図ります。また、通学路の安全点検などにより、市内の交通事情を把握し、交通事
故の危険性の高い交差点に交通整理員を配置します。

事業内容

②地域に貢献する学校づくり

事業内容

事業名 ボランティア活動推進事業【再掲】 指導課

事業名 災害時の避難所運営推進事業【再掲】 教育総務課

教育情報誌発行事業

大規模な災害が発生した際に、地域住民が主体となって避難所の開設・運営できるよう、地域
住民、教職員、市職員などが連携し、地域の実情にあった避難所開設・運営マニュアルの作成
を推進します。

発達の段階に応じた豊かな活動体験を通して、児童生徒の社会性や規範意識、思いやりの心
などの豊かな人間性をはぐくみ、人間関係形成力の育成を図ります。

事業名

③安全・安心な教育環境づくり

学校等防犯対策事業
防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／指導課／
保健体育安全課

事業名 学校体育施設開放事業【再掲】 市民スポーツ課

家庭教育学級の実施

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るとともに、効率
的な運営を図るため、学校体育施設開放運営協議会の設置を検討します。

事業内容

公民館を拠点に、幼稚園・小・中学校の保護者など、子育てにかかわる方たちの「学びの場」と
して、家庭教育学級を開設します。仲間とともに子どもの成長や将来について考え、子育ての
悩みや親の関わり方や子どもの成長に望ましい取組を話し合うなど、参加者同士が学習した
いことを自ら企画し、計画的・継続的に活動を行います。

④家庭の教育力の向上

事業内容

警察と連携した実践的・効果的な防犯訓練、防犯教室の実施により教職員の危機管理意識の
向上と児童生徒の防犯教育の充実を図るとともに、小学校への警備員配置や防犯カメラの設
置などによる防犯体制の強化を行います。また、通学時の安全対策として、小学校新入生へ
の防犯ブザーの無償配布やＰＴＡや地域ボランティアなどとの連携・協力による通学路の見守
り活動を推進します。

事業名 交通事故防止対策の充実

事業名

指導課／教育研究セン
ター／保健体育安全課

教育政策課

事業名 家庭教育講演会の開催 公民館

事業内容
家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園・小・中学校の保護者などを対象に、家庭教育の大
切さや親子関係、基本的生活習慣づくり、親育ちなどについての講演会を開催します。

事業内容
学校教育にかかわる市の施策や具体的な取組などについて積極的に発信する教育情報誌を
発行し、教育に対する市民の理解を深め、学校・教職員の信頼性の向上を図ります。

事業名

事業内容

公民館

事業内容
学校での防災教育のより一層の充実のため、指導計画の作成支援や必要な情報の共有化を
図ります。

事業名 防災教育の推進
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

植物工場を活用した理科学習の充実や児童生徒の義務教育９年間を通じた英語力の向上など、今日的
な教育課題に取り組み、社会人となるうえで必要になる知識・技能の習得につながる教育を推進しま
す。

研究指定校・研究奨励校の指定事業 指導課

浦安市子ども読書活動推進事業
指導課／中央
図書館

青少年自立支援未来塾の実施 生涯学習課

タブレット活用推進事業 【再掲】 教育研究センター

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－２ 魅力ある学校をつくる

３）一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

小・中学校におけるタブレット端末を活用した学習方法の実証や、大学生や教員ＯＢなど地域住民の
協力による学習支援により、児童・生徒の主体的に学ぶ意欲を育むとともに、確かな学力の形成を図
ります。

浦安の歴史・文化をはじめ、自然の厳しさや環境の大切さに対する理解の向上を図るとともに、様々
なかかわりを通して多様な人間関係を築き、コミュニケーション能力や社会性・積極性を育む教育を
推進します。また、将来の浦安を担うリーダーとして活躍する人材の育成に取り組みます。

基礎的・基本的な知識や技能が確実に身に付くよう、一人ひとりの能力に応じたきめ細かな学習指導
を行います。

①学ぶ意欲の育成と確か
な学力の形成

タブレット活用推進事業 教育研究センター

少人数教育推進事業
学務課／指導
課

小学校高学年における一部教科担任制の導入
学務課／指導
課

②今日的な教育課題に対
応する教育の推進

学校教育における植物工場活用推進事業 教育政策課

英語教育推進事業 指導課

キャリア教育の推進 指導課

多子世帯の経済的負担を軽減するため、給食費の減免制度に取り組みます。

特別な教育的支援を必要とする子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切な支援を
行うことで、子どもたちの健やかな成長・発達を支援します。また、障がいのある児童・生徒の教育
環境を整備するため、引き続き、千葉県に対して市内への県立特別支援学校高等部の分校設置を要望
していきます。

子どもの発達の段階を考慮し、体育の時間をはじめとする様々な機会を利用して、体力の向上を図り
ます。また、いのちを大切にし、健康でたくましく成長するために、食育や健康・安全教育につい
て、家庭や地域社会と連携し、日常生活の中で継続的に行います。

学習意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な方にも平等に教育機会が与えられるよう、
奨学支援金の給付制度を実施し、将来社会に貢献する人材を育成します。

本市が取り組んでいる小中連携・一貫教育を一層推進し、学びの連続性を重視した就学前から義務教
育９年間を見通した教育に取り組むことで、授業理解を深め、学習内容の定着に努めます。
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タブレット活用推進事業 【再掲】 教育研究センター

ふるさとうらやす立志塾の開催 教育政策課

特別支援学級等整備事業 【再掲】
教育施設課／
教育研究セン
ター

県立特別支援学校分校誘致の推進
教育政策課／
学務課

⑤多様な教育的ニーズに
応じた支援の充実

給付型奨学金制度の導入

うらやすこども大学の実施 生涯学習課

異学年交流活動の充実

教育総務課

放課後異年齢児交流促進事業の充実 【再掲】 青少年課

部活動推進事業
指導課／保健
体育安全課

食育の推進

三番瀬環境学習施設整備事業

指導課／保健
体育安全課／
給食センター

体力向上推進事業 保健体育安全課

教育相談推進事業 指導課

【再掲】 環境保全課

指導課／教育
研究センター

まなびサポート事業の推進

道徳教育・人権教育の推進 指導課

生徒指導推進事業 指導課

学務課／教育
研究センター

青少年サポート事業 【再掲】 障がい事業課

⑥学びの連続性を重視した
教育の推進

小中連携・一貫教育推進事業
教育政策課／
学務課／指導
課

入船・美浜地区学校統合推進事業 【再掲】
教育政策課／
教育施設課／
学務課

幼・保・小・中連携教育の推進
保育幼稚園課
／指導課

④豊かなかかわりと郷土愛
を育む教育の推進

こどもの広場の整備 【再掲】 青少年課

地域とともに歩む学校づくり推進事業
教育政策課／
指導課／生涯
学習課

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実 指導課

③豊かな心と健やかな体の
育成

ボランティア活動推進事業 指導課

保健教育の充実 保健体育安全課

浦安市子ども読書活動推進事業 【再掲】
指導課／中央
図書館
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②今日的な教育課題に対応する教育の推進

【計画事業】

①学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

事業番号
事業名 タブレット活用推進事業 担当課 教育研究センター

22311

事業内容
児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、平成27年度に開校する入船小学校をはじめ、
入船中学校や高洲中学校をモデル校としてタブレット端末を導入し、千葉工業大学との連携により効果
的な活用方法を検証します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

モデル校での実証 モデル校での実証 モデル校での実証・評価

事業番号
事業名 青少年自立支援未来塾の実施 担当課 生涯学習課

22312

事業内容
学習が遅れがちな中学生に対して、学習習慣の確立や学力の向上が図れるよう、公民館などの生涯学
習施設において、大学生や教員ＯＢなど地域住民の協力により学習を支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

事業番号
事業名 タブレット活用推進事業 【再掲】 担当課 教育研究センター

22311

事業内容
児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、平成27年度に開校する入船小学校をはじめ、
入船中学校や高洲中学校をモデル校としてタブレット端末を導入し、千葉工業大学との連携により効果
的な活用方法を検証します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

モデル校での実証 モデル校での実証 モデル校での実証・評価

事業番号
事業名

学校教育における植物工場活用推進事
業

担当課 教育政策課
22321

事業内容
理科・環境教育や食育などの学校教育を充実させるため、施設内で植物の生育に必要な環境を人工的
に制御し、連続的に生産ができる「植物工場」を理科教育の推進校である入船中学校に設置します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

理科教育推進校での植物工場の
実証

理科教育推進校での植物工場の
運用

理科教育推進校での植物工場の
運用
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事業番号
事業名 こどもの広場の整備 【再掲】 担当課 青少年課

12211

事業内容
子どもたちが伸び伸びと自由に遊び、様々な体験や交流を通じて創造性や自主性などを育むことができ
るよう、株式会社オリエンタルランドからの寄付を活用し、高洲地区に「こどもの広場」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

整備
開設

⑤多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

事業番号
事業名 給付型奨学金制度の導入 担当課 教育総務課

22351

事業内容
学習意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な方に、より多くの教育機会が与えられるよう、
必要な費用の一部を支援金として給付します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

給付制度の実施
既存制度の見直し

給付制度の実施 給付制度の実施

④豊かなかかわりと郷土愛を育む教育の推進

事業番号
事業名 三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】 担当課 環境保全課

33211

事業内容
ふるさとの海を後世につなげるため、震災後の環境変化を踏まえ、三番瀬干潟の保全に取り組むととも
に、市民が憩い、学習できる施設としての役割や運営方法などについて市民活動団体などと協議し、三
番瀬環境学習施設の整備に向けて取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整 基本計画見直し 設計

事業番号
事業名 ふるさとうらやす立志塾の開催 担当課 教育政策課

22341

事業内容
将来の本市のリーダーとして活躍できる人材を育成するため、中学校生徒会の役員などのリーダーとし
て積極的に活躍する意欲のある生徒を対象に、講話の聴講や体験活動、集団討議などを行う宿泊を含
む研修を実施します。また、対象を小学生にも広げて実施できるよう検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施（中学校）
拡充内容の検討

実施（小・中学校） 実施（小・中学校）

通年実施９校（２校拡充：明海南
小、美浜南小）
夏季休業期間のみ実施（８校）

通年実施12校（３校拡充：美浜北
小、見明川小、日の出南小）
夏季休業期間のみ実施（５校）

事業番号
事業名 放課後異年齢児交流促進事業の充実 【再掲】 担当課 青少年課

12212

事業内容
市内４小学校区において、引き続き学校施設などを利用して、児童の放課後の安全・安心な居場所を確
保し、学習や様々な体験・交流活動を通じて、児童の健全な育成を図ります。また、未実施の小学校区に
おいても通年または夏季休業期間中の実施を推進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

通年実施７校（３校拡充：富岡小・
北部小・入船小）
夏季休業期間のみ実施（10校）
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(千円)

事業内容
児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、平成27年度に開校する入船小学校をはじめ、
入船中学校や高洲中学校をモデル校としてタブレット端末を導入し、千葉工業大学との連携により効果
的な活用方法を検証します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

モデル校での実証 モデル校での実証 モデル校での実証・評価

事業番号
事業名 タブレット活用推進事業 【再掲】 担当課 教育研究センター

22311

○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

173,380 168,625 315,860 657,865

事業番号
事業名 特別支援学級等整備事業 【再掲】 担当課 教育施設課／教育研究センター

22512

事業内容
一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、小・中学校に特別支援学級や通
級指導教室を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開設（入船小）
整備（南小、明海南小、富岡中）

開設（富岡中）

22361

推進 推進 推進

⑥学びの連続性を重視した教育の推進

事業番号
事業名 小中連携・一貫教育推進事業 担当課

教育政策課／学務課／
指導課

【再掲】 担当課
教育政策課／教育施設
課／学務課22511

事業内容
小学校6年間、中学校3年間という現行の制度を維持しつつ、保育園・認定こども園・幼稚園・小・中学校
の連携・協力のもとで家庭や地域と連携しながら、就学前から義務教育9年間を見通した教育を推進しま
す。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

入船小学校開校
入船小学校校舎改修

美浜地区学校統合の統合準備委
員会の設立準備

美浜地区学校統合の調査・検討

児童生徒の豊かな学びの環境を整備するため、小規模化が顕著な地区の小学校の統合を進めます。こ
の一環として、平成27年度に入船地区で、統合による小学校を開校し、魅力ある学校づくりを推進しま
す。また、美浜地区の学校統合について、調査・検討を進めます。

事業内容

事業番号
事業名 入船・美浜地区学校統合推進事業
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【主要事業】

①学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

事業名 少人数教育推進事業 学務課／指導課

事業内容
子どもたちを少人数集団できめ細かく指導するため、市独自の少人数教育推進教員を配置し、
学校の実態に合わせて、ティーム・ティーチングや少人数指導、習熟度に応じた指導などを推
進します。また、少人数教育に関する研修会を行い、少人数教育の充実を図ります。

事業名 小学校高学年における一部教科担任制の導入 学務課／指導課

事業内容

各小学校の実情に応じて、高学年における一部教科担任制の導入を進めます。教員の専門性
を活かした授業を行い、わかりやすい授業の推進や学習意欲の向上を図るとともに、子どもた
ちが多くの教員に触れ合う機会を増やし、中学校の教科担任制へのなめらかな接続を図りま
す。

事業名 研究指定校・研究奨励校の指定事業 指導課

②今日的な教育課題に対応する教育の推進

事業内容
小中連携・一貫教育の視点から、中学校区に研究指定校・研究奨励校を指定し、先進的な研
究を進めるとともに、その成果を研究発表会などを通して、各園・小・中学校への周知を推進し
ます。

③豊かな心と健やかな体の育成

事業名 ボランティア活動推進事業 指導課

事業名 浦安市子ども読書活動推進事業 指導課／中央図書館

事業内容

事業内容
発達の段階に応じた豊かな活動体験を通して、児童生徒の社会性や規範意識、思いやりの心
などの豊かな人間性をはぐくみ、人間関係形成力の育成を図ります。

事業名 道徳教育・人権教育の推進 指導課

事業名 生徒指導推進事業 指導課

事業内容
生徒指導に係る各種研修会の充実を図り、校内における生徒指導体制の強化及び警察・行政
などの関係機関との連携・協働を推進します。また、いじめ１１０番による相談を実施し、いじめ
問題の早期発見、早期対応を図ります。

浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、市立図書館との連携を図り、読書環境の
整備と充実、家庭・地域・学校の連携、情報の発信と啓発に努めます。各小・中学校では、豊か
な読書活動と国語科を中心とした学習における図書室利用を推進します。

事業名 英語教育推進事業 指導課

事業内容

平成２８年度まで教育課程特例校の指定を受け、小学校１学年から４学年においても外国語活
動を実施します。また、研修会を充実し、小・中学校における教員の指導力向上を図るととも
に、ALT（外国語指導助手）を派遣し、児童生徒の義務教育９年間を通じた英語力の向上を図り
ます。

事業名 キャリア教育の推進 指導課

事業内容
各中学校区における小中連携の視点に立ち、児童生徒の発達の段階に応じた系統的なキャリ
ア教育推進計画の作成を支援するとともに、学校支援コーディネーターと連携しながら、それぞ
れの中学校区の特性を活かし、より充実したキャリア教育の展開を図ります。

事業内容
道徳教育・人権教育を推進するため、学校教育全体を通した計画の策定や豊かな心を育むた
めの体験活動などを支援します。また、道徳主任・道徳教育推進教師や人権教育主任を対象
に、研修会を開催します。
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④豊かなかかわりと郷土愛を育む教育の推進

事業内容
浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、市立図書館との連携を図り、読書環境の
整備と充実、家庭・地域・学校の連携、情報の発信と啓発に努めます。各小・中学校では、豊か
な読書活動と国語科を中心とした学習における図書室利用を推進します。

事業名 体力向上推進事業

事業名 地域とともに歩む学校づくり推進事業
教育政策課／指導課／
生涯学習課

事業名 異学年交流活動の充実

事業内容

地域と学校の連携を促進するため、各学校に学校支援コーディネーターを配置するとともに、中
学校区を中心としたネットワークを構築し、学校や学校支援コーディネーターが主体となった地
域による学校支援の体制づくりを進めます。また、交流会などを通して学校支援コーディネー
ターやボランティアの活動の活性化を図ります。

事業名 ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

事業名 うらやすこども大学の実施 生涯学習課

事業内容

未来の浦安を担う子どもたちを育成するため、自ら学び、体験することによる“気づき”やトップ
レベルの知識・技術に触れることによる知的好奇心の向上など、日常とは違った専門性の高い
活動を体験する「うらやすこども大学」を市内３大学の協力を得て、大学のキャンパスで実施し
ます。

事業名 浦安市子ども読書活動推進事業【再掲】 指導課／中央図書館

保健体育安全課

事業内容

体力向上推進校を指定し、各学校の特色ある実践の交流を行い、小・中学校全体の体育指導
の充実と児童生徒の体力の向上を図ります。また、全ての小・中学校において体力向上年間計
画を策定し、保健体育科・学校行事･特別活動など学校の教育活動全体を通して、運動に親し
む態度の育成と体力の向上を図ります。

事業名 部活動推進事業 指導課／保健体育安全課

事業内容

小・中学校における部活動の充実を図るため、専門性を備えた指導者を派遣するとともに、部
活動奨励補助金の交付などを通して、部活動に必要な経費を補助します。また、小・中学生の
保健体育を強化し、児童生徒の体力の向上とスポーツ精神の高揚を目的とした小・中学校体育
連盟を支援し、運動・スポーツの振興を図ります。

事業名 保健教育の充実 保健体育安全課

事業内容
各学校で策定した学校保健計画に基づき、計画的・組織的に保健教育を推進します。また、学
校保健委員会を中心として、学校医などとの連携を深め、学校･保護者･地域が一体となって健
康教育を推進します。

事業名 食育の推進
指導課／保健体育安全
課／給食センター

事業内容
各学校の「食に関する全体計画」を踏まえ、給食の時間及び各教科、特別活動、総合的な学習
の時間など学校の教育活動全体を通して食育の推進を図ります。

指導課／教育研究センター

事業内容
異学年の子どもたちとの交流を通して、自分の立場や役割を自覚し、思いやる気持ちや助け合
う心を養います。

指導課

事業内容
小学校社会科副読本「わたしたちの浦安」などを活用し、子どもたちのふるさと浦安への理解を
深め、地域に対する誇りや愛情をはぐくみます。
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⑤多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

事業名 県立特別支援学校分校誘致の推進 教育政策課／学務課

事業内容
一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、浦安市内への特別支
援学校の分校・分教室の誘致を推進します。

事業名 まなびサポート事業の推進 学務課／教育研究センター

事業内容

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や支援が行われるよう、相談活動の充実を
図るとともに、個別の指導計画や教育支援計画の作成や活用を推進します。また、子どもたち
の実態や各学校の状況に応じ、特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習を計画的に
行い、ともに学ぶ機会が得られる教育の促進を図ります。

事業内容
発達障がいやその疑いがある学齢期以降の子どもへの支援を充実するため、専門性の高い相
談や療育支援を行います。

事業名 教育相談推進事業 指導課

事業内容

児童生徒が明るく生き生きと学校生活を送れるよう、スクールライフカウンセラーを各小・中学
校に配置し、学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに対する相談活動を充実させます。
また、適応指導教室での電話や来所による相談、訪問相談など一人ひとりのニーズに応じたき
め細やかな教育相談の充実を図ります。さらに、スクールライフカウンセラーなどの連絡会や研
修会を開催し、カウンセラーとしての資質・専門性の向上を図ります。

事業名 幼・保・小・中連携教育の推進 保育幼稚園課／指導課

事業内容
中学校区ごとの特色を活かした保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の連携教育を
推進し、保育者と教職員が相互理解のもと、接続期におけるカリキュラムを活用しながら、なめ
らかな接続を図ります。

⑥学びの連続性を重視した教育の推進

事業名 青少年サポート事業【再掲】 障がい事業課
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・

・

・

・

教職員の資質や指導力を向上させるため、専門的・実践的な研修会や講座を実施するとともに、本市
の教育を総合的に推進するための拠点の整備に取り組みます。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－２ 魅力ある学校をつくる

４）信頼される学校をつくる

幼稚園・小中学校において特色のある教育活動を推進するため、ふるさとふれあい教育活動推進事業
を引き続き推進します。また、児童・生徒が豊かな人間関係や社会性を身につけるなど、豊かな学び
の環境を整備するため、学校の適正配置に取り組みます。
学校運営や信頼性の向上を図るため、適切な評価を積極的に公開します。また、学校と市民が双方向
で教育の充実と関心を高めていくため、学校情報や教育施策を積極的に発信します。

子どもたち一人ひとりを大切にした教育を行うため、「こどもの成長の記録提供システム」の活用に
より校務の効率化を図るとともに、教職員の負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進め、教員が子
どもたちと向き合う時間を確保します。

①特色ある学校づくりの推
進

入船・美浜地区学校統合推進事業 【再掲】
教育政策課／
教育施設課／
学務課

ふるさとふれあい教育活動推進事業 指導課

学校選択制推進事業 学務課

教育情報誌発行事業 【再掲】 教育政策課

②開かれた学校づくり

学校評議員制度事業 学務課

学校評価推進事業
保育幼稚園課
／学務課

担当課

③教職員の質の向上

教職員の質・指導力の向上 教育研究センター

こども教育未来センター整備事業
教育政策課／
教育研究セン
ター

美浜地区学校統合の統合準備委
員会の設立準備

情報セキュリティ体制の整備 教育研究センター

【計画事業】

①特色ある学校づくりの推進

事業番号
事業名 入船・美浜地区学校統合推進事業 【再掲】

美浜地区学校統合の調査・検討

教育政策課／教育施設
課／学務課22511

事業内容
児童生徒の豊かな学びの環境を整備するため、小規模化が顕著な地区の小学校の統合を進めます。
この一環として、平成27年度に入船地区で、統合による小学校を開校し、魅力ある学校づくりを推進しま
す。また、美浜地区の学校統合について、調査・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

入船小学校開校
入船小学校校舎改修

④教員が子どもと向き合う
環境の整備

こどもの成長の記録提供システムの活用の推進 教育研究センター

教職員メンタルヘルスカウンセリング事業 学務課
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【主要事業】

①特色ある学校づくりの推進

事業名 ふるさとふれあい教育活動推進事業 指導課

事業内容
次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性と自らを高める知力、体力を身につけられるよう、学
校や保護者、地域が協働し、特色ある教育に取り組みます。

事業名 学校選択制推進事業 学務課

事業内容
学校規模の適正化に関する検討を踏まえ、本市の実情に合うよう制度の充実を図ります。ま
た、学校情報や就学・転出入などに関する相談体制を整備します。

事業名 学校評議員制度事業 学務課

事業内容
学校教育にかかわる市の施策や具体的な取組などについて積極的に発信する教育情報誌を
発行し、教育に対する市民の理解を深め、学校・教職員の信頼性の向上を図ります。

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推進するた
め、学校評議員制度の充実を図るとともに、活動内容の公表を推進します。

事業名 学校評価推進事業 保育幼稚園課／学務課

事業名 教職員の質・指導力の向上 教育研究センター

事業内容
学校教育の充実を目指し、教職員のための専門的、実践的な研修会・講座を実施するととも
に、学校（園）訪問などを通して、教職員の資質や指導力の向上を図ります。また、教職員が
必要な教育情報を活用できるよう、資料の収集と情報の発信を行います。

事業内容
各園・学校が、自らの園・学校運営について、自己評価や保護者などの評価を行うとともに、そ
の結果を公表し、園、学校、家庭、地域、行政の連携協力による園・学校づくりを進めます。

事業名 教育情報誌発行事業【再掲】 教育政策課

事業内容
「こどもの成長の記録提供システム」の活用を進め、セキュリティが確保された環境で成績・保
健情報などの個人情報の安全な管理を進めるとともに、校務の効率化により教職員が子ども
と向き合う時間を確保します。

事業名

事業名 こども教育未来センター整備事業 教育政策課／教育研究センター

事業内容
「浦安の子どもたちが、未来に向かって夢を持ち、今を豊かに生きることができる環境づくりの
ための拠点」となるこども教育未来センター整備に向け、教育研究センター機能の充実や子ど
も子育て支援のために必要な機能や施設、設備などの調査・検討を進めます。

事業名 情報セキュリティ体制の整備

事業名 こどもの成長の記録提供システムの活用の推進 教育研究センター

事業内容
関係部局と連携し、情報セキュリティ体制の充実を図ります。また、e-ラーニング研修などの各
種研修や情報提供を通して、教職員のセキュリティに関する理解を深め、実践力の向上を図り
ます。

教育研究センター

教職員メンタルヘルスカウンセリング事業 学務課

事業内容
教職員のメンタルヘルスの向上を図るため、ストレスやメンタルヘルスに関する悩みに対し、電
話と面接のカウンセリングを行います。カウンセリングにはすべて臨床心理士の資格を有する
カウンセラーが応じます。

②開かれた学校づくり

③教職員の質の向上

④教員が子どもと向き合う環境の整備
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・

・

・

①教育施設等の整備充実

タブレット活用推進事業 【再掲】 教育研究センター

元町地域液状化対策調査検討事業 【再掲】
道路整備課／
教育施設課

入船・美浜地区学校統合推進事業
教育政策課／
教育施設課／
学務課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－２ 魅力ある学校をつくる

５）教育環境が整った学校をつくる

充実した教育環境を整備するため、小中学校の特別教室や中学校の武道場などにエアコンを設置する
とともに、特別支援学級を整備します。また、小中学校校舎の大規模改修を行います。

児童・生徒が豊かな人間関係や社会性を身につけるなど、豊かな学びの環境を整備するため、小規模
校化が進んでいる入船・美浜地区の学校統合を進めます。

災害時の児童生徒の安全確保や避難所機能を強化するため、元町地域の小中学校の液状化対策の調
査・検討を行います。

こども教育未来センター整備事業 【再掲】
教育政策課／
教育研究セン
ター

【計画事業】

①教育施設等の整備充実

事業番号
事業名 タブレット活用推進事業 【再掲】 担当課 教育研究センター

22311

事業内容
児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、平成27年度に開校する入船小学校をはじめ、
入船中学校や高洲中学校をモデル校としてタブレット端末を導入し、千葉工業大学との連携により効果
的な活用方法を検証します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

モデル校での実証 モデル校での実証 モデル校での実証・評価

事業番号
事業名 元町地域液状化対策調査検討事業 【再掲】 担当課 道路整備課／教育施設課

47311

事業内容 今後の震災に備え、元町地域の幹線道路や学校施設の液状化対策について調査・検討を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討

小中学校校舎エアコン設置事業 教育施設課

特別支援学級等整備事業
教育施設課／
教育研究セン
ター

小中学校・幼稚園大規模改修事業 教育施設課
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(千円)

事業番号
事業名 入船・美浜地区学校統合推進事業 担当課

教育政策課／教育施設
課／学務課22511

事業内容
児童生徒の豊かな学びの環境を整備するため、小規模化が顕著な地区の小学校の統合を進めます。こ
の一環として、平成27年度に入船地区で、統合による小学校を開校し、魅力ある学校づくりを推進しま
す。また、美浜地区の学校統合について、調査・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

入船小学校開校
入船小学校校舎改修

美浜地区学校統合の統合準備委
員会の設立準備

美浜地区学校統合の調査・検討

事業番号
事業名 特別支援学級等整備事業 担当課 教育施設課／教育研究センター

22512

事業内容
一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、小・中学校に特別支援学級や通
級指導教室を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開設（入船小）
整備（南小、明海南小、富岡中）

開設（富岡中）

○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

1,319,885 90 90 1,320,065

教育施設課

事業内容
ファシリティマネジメントに基づき、校舎や屋内運動場、プールなど、学校施設全体の大規模改
修を行います。

【主要事業】

①教育施設等の整備充実

事業名 小中学校校舎エアコン設置事業 教育施設課

事業内容
教育環境の向上を図るため、小・中学校の特別教室や中学校の武道場などにエアコンを設置
します。

事業内容
「浦安の子どもたちが、未来に向かって夢を持ち、今を豊かに生きることができる環境づくりの
ための拠点」となるこども教育未来センター整備に向け、教育研究センター機能の充実や子ど
も子育て支援のために必要な機能や施設、設備などの調査・検討を進めます。

事業名 こども教育未来センター整備事業【再掲】 教育政策課／教育研究センター

事業名 小中学校・幼稚園大規模改修事業
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現状と課題

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きています。

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。

自らの知識や経験を基に、学習をさらに深め、かつ学習活動の成果を活かし、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はこれからも

高まっていくものと考えられることから、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。

こうした状況に対して、本市としても、平成７年に「浦安市生涯学習基本構想」を策定し、市

民一人ひとりが広範な生涯学習活動に取り組むことを通じて、心豊かで充実した生活を営み、活

力と潤いのあるまちづくりに参加することを目指してきました。しかし、策定から一定程度の時

間が経過した現在では、市民の学習ニーズの多様化により、学習機会や情報提供方法の見直しな

どが求められているとともに、高齢化社会や家庭教育、生活環境など地域が抱える課題も複雑さ

を増してきています。

また、平成 22 年には、日ごろからスポーツに親しみ、楽しみ、豊かなスポーツ文化を育むこ

とで、一人ひとりが生涯にわたって心身ともに明るく健康であることを願い、「生涯スポーツ健

康都市」を宣言しました。今後は市民一人ひとりのライフスタイルに合わせ、より身近にスポー

ツに親しめるよう、学校教育施設の活用も含め、さらなる機会の充実や場の提供を図っていくこ

とが必要です。

さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、大会への出場が期待され

る選手の育成支援や市民間のスポーツに親しむ機運の醸成などが求められています。

また、主体的に芸術文化活動を行う市民や団体などを支援するとともに、市民が優れた芸術文

化を鑑賞する機会や実際に体験する機会を充実させることで、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。しかし、現状は設備の老朽化や利用率が高く予約が取りづらいなどの課

題があり、市民の芸術文化活動に対する要望に十分に応えられていない状況です。

また、本市の生活文化は浦安の歴史や人々の営みを理解するための貴重な財産であり、これら

を後世に伝え、郷土愛を高めていくことも重要です。

３ 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）いつでも学習できる機会の充実を図る

平成 24 年度に策定した新たな「浦安市生涯学習推進計画」に基づき、市民の学習機会と学習

支援体制の充実を図り、生涯学習施策を総合的、体系的に推進するとともに、計画期間満了時に

あわせて計画の改訂に取り組みます。

また、市民の多様な学習ニーズに応える学習機会や現代的課題に関わる学習機会を充実し、市

民の主体的な学習活動を支援するとともに、学習成果の活用にあたっては、協働を意識した生涯

学習によるまちづくりの推進に取り組みます。

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ＩＣＴ

などを活用したより充実した学習情報の提供を進めます。

また、公民館を生涯学習活動の拠点として位置づけ、地域社会を活性化する人材を育成すると

ともに、市民が集い、学び、ネットワークをつくる場として活用します。

２）日頃からスポーツを楽しめる環境を整える

生涯スポーツ健康都市宣言の趣旨に基づき、子どもから高齢者まで、日ごろから誰もが個々の

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。

また、生涯スポーツ人口の増加に対応し、身近にスポーツに親しめる環境を整えるため、学校

体育施設を効率的に活用し、開放事業の充実を図ります。併せて、総合型スポーツクラブを育成

し、地域の生涯スポーツの活性化や健康づくりに取り組みます。

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こ

とで、生涯スポーツ推進体制の充実に取り組みます。

また、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、施設利用時間の拡大など、

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、運動公

園に陸上競技場に引き続き、アーチェリー場や野球場などを整備します。

さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、大会への出場が期待され

る選手の育成支援に取り組みます。
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３）浦安の芸術・文化を育てる

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、優れた芸術作品が

鑑賞できる機会の充実を図るとともに、市民が芸術文化を実際に体験する機会についても充実を

図ります。併せて、市民や団体が主体的に行う芸術文化活動を支援します。

また、市民の芸術文化活動の拠点となる施設の整備・改修を行うことで、多様な芸術文化の体

験・交流機会を充実します。また、芸術文化団体の他分野間の交流や理解を図り、互いに技術を

高めあうことで、質の高い芸術文化の創造に努めます。

浦安に住む人びとの間で、世代をこえて伝えられてきた生活文化は、浦安の歴史や人々の営み

を理解するための貴重な財産です。こうした地域文化や文化財を後世に伝え、郷土浦安に誇りと

愛着が持てるまちづくりに取り組みます。
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・

・

・

第２次生涯学習推進計画策定事業

生涯学習課

公民館

市民大学

生涯学習課

生涯学習課

電子資料提供サービス事業 【再掲】

平成29年度

【再掲】 生涯学習課

富岡公民館

【再掲】

中央図書館

まちづくり出前講座事業

策定

③生涯学習施設の整備・充実

新浦安駅前文化施設整備事業

①生涯学習の総合的な推進

生涯学習を取り巻く状況の変化をとらえ、新たな課題に対応した施策を推進するため、生涯学習に関す
る総合的・体系的な計画を策定します。

中央図書館大規模改修事業

年次計画

文化会館設備改修事業 【再掲】

【事業体系】

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－３ 楽しみ生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

１）いつでも学習できる機会の充実を図る

事業 計画事業・主要事業名 担当課

生涯にわたる学習活動を推進し、市民の多様な学習活動を支援できるよう、社会情勢の変化や現行計
画の施策や事業の進捗状況を踏まえ、第２次生涯学習推進計画の策定に取り組みます。

市民のライフステージに応じた学習ニーズや社会的課題に対応し、市民の自主的な学習活動を支援す
るため、公民館や図書館、市民大学の充実を図ります。特に、図書館については、中央図書館や全分
館の開館日の拡大や利用時間を延長し、一層のサービスの充実に取り組みます。

学習機会の充実を図るとともに、生涯学習施設の機能を向上させるため、新たな文化芸術拠点の整備
に取り組むとともに、公民館や中央図書館などの大規模改修を行います。

①生涯学習の総合的な推進

公民館活動推進事業

②充実した学習情報・機会
の提供

図書館サービス拡充事業 中央図書館

生涯学習情報提供システムの運用 生涯学習課

うらやす市民大学運営事業

事業番号
事業名 第２次生涯学習推進計画策定事業 生涯学習課

23111

調査・検討

富岡公民館大規模改修事業

【計画事業】

担当課

平成27年度 平成28年度

中央公民館大規模改修事業 中央公民館

中央図書館

事業内容
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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

担当課 中央図書館
23121

②充実した学習情報・機会の提供

事業内容
中央図書館及び全分館の月曜開館を行うとともに、分館の利用時間を平日18時まで延長し、図書館
サービスの拡充を図ります。

事業番号
事業名 図書館サービス拡充事業

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
実施

実施 実施

事業番号
事業名 電子資料提供サービス事業 【再掲】 担当課 中央図書館

47141

震災情報を収集するとともに、その利活用を促進するため、引き続き震災アーカイブの構築に取り組み
ます。また、地域資料や行政資料などの利活用を推進するため、新たな資料の収集、保存、活用方法
のあり方として、電子資料に関する研究を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

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

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 富岡公民館大規模改修事業 担当課 富岡公民館

23131

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く快適に利用してもらえるよう、富岡公民館の大規模改修を
行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

大規模改修工事

③生涯学習施設の整備・充実

事業内容

改修 開設

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
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(千円)

事業番号
事業名 中央公民館大規模改修事業 担当課 中央公民館

23132

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く快適に利用してもらえるよう、中央公民館の大規模改修を
行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

大規模改修設計 大規模改修工事

事業番号
事業名 中央図書館大規模改修事業 担当課 中央図書館

23133

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

平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

490,207 60,240 1,006,240 1,556,687

事業内容
市民の生涯学習活動を支援するため、講座やイベント、サークルなどの情報を一元的に提供
する「まなびねっとＵＲＡＹＡＳＵ」を運用します。

【主要事業】

②充実した学習情報・機会の提供

事業名 まちづくり出前講座事業 生涯学習課

事業内容

事業名 公民館活動推進事業 公民館

市の様々な取組を広く周知するため、市民などが開催する勉強会などに市職員を講師として
派遣します。

○計画事業費

平成27年度

事業内容
市民と行政が協働してまちづくりに取り組むため、協働の担い手を育成する場として、実学と
実践を意識した授業の充実を図るとともに、市民と行政がともに学びあう拠点となるよう、活発
な情報交換の機会を提供します。

事業名 生涯学習情報提供システムの運用 生涯学習課

事業内容
市民の生涯学習に対する理解と関心を深めるため、多様な学習機会や集会の場を提供する
など、公民館活動の推進・充実に努めます。

事業名 うらやす市民大学運営事業【再掲】 市民大学
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・

・

・

・

(千円)

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－３ 楽しみ生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

２）日頃からスポーツを楽しめる環境を整える

誰もが日ごろからスポーツに親しみ、生涯にわたり心身ともに明るく健康でいられるよう、スポーツ
に関する情報や参加機会の提供を充実します。

身近な地域で誰もが体力や年齢、志向、レベルに合わせて、多様なスポーツに親しむことができるよ
う、総合型スポーツクラブや市民スポーツ団体の活動を支援します。

スポーツに関する多様化する市民ニーズに対応するとともに、市民がスポーツに親しむ環境を整える
ため、アーチェリー場や野球場の整備、スケートボード場の拡張に取り組みます。また、建設から長
期間経過した総合体育館や屋内水泳プールなどの施設の改修に取り組みます。

①スポーツ機会・情報の提
供

体育施設利用時間の拡大 市民スポーツ課

スポーツ・レクリエーション事業 市民スポーツ課

学校体育施設開放事業 市民スポーツ課

市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業 市民スポーツ課

②スポーツ推進体制の整
備

総合型地域スポーツクラブ支援事業 市民スポーツ課

担当課

③スポーツ施設の充実

運動公園スポーツ施設整備事業

市民スポーツ課
／運動公園ス
ポーツ施設整備
課

屋内水泳プール改修事業 市民スポーツ課

野球場整備

総合体育館改修事業 市民スポーツ課

【計画事業】

③スポーツ施設の充実

事業番号
事業名 運動公園スポーツ施設整備事業

野球場開設
駐車場整備
駐輪場整備

市民スポーツ課／運動
公園スポーツ施設整備
課23231

事業内容
市民がスポーツに親しむ環境を整えるため、陸上競技場に引き続き、アーチェリー場や野球場の整備に
取り組むとともに、テニスコートに観戦デッキを設置します。また、スケートボード場の拡張工事を行いま
す。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

陸上競技場開設
野球場整備
アーチェリー場整備・開設
駐車場整備
スケートボード場整備

○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

737,306 1,841,790 135,500 2,714,596

東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、大会の出場が期待される選手の育成を支援しま
す。
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市民スポーツ課

【主要事業】

①スポーツ機会・情報の提供

事業名 体育施設利用時間の拡大 市民スポーツ課

事業内容
市民のスポーツに接する機会をより拡充するため、運動公園内の主な施設の利用時間の拡
大を図ります。

事業内容
市民一人ひとりの体力や年齢などに合わせて、身近な地域で多種目のスポーツに親しむこと
ができるよう、総合型地域スポーツクラブの運営を支援します。

事業名

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
市民の健康増進や体力づくりを目的に、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開催し、多様なスポーツ機会の提供を図ります。

事業名 学校体育施設開放事業

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るとともに、効率
的な運営を図るため、学校体育施設開放運営協議会の設置を検討します。

②スポーツ推進体制の整備

事業名 総合型地域スポーツクラブ支援事業 市民スポーツ課

事業内容
市民の健康増進や競技力の向上を図るため、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します。

事業名 総合体育館改修事業 市民スポーツ課

③スポーツ施設の充実

事業内容 施設の適切な維持管理を図るため、運動公園総合体育館の改修を行います。

事業名 屋内水泳プール改修事業 市民スポーツ課

事業内容 施設の適切な維持管理を図るため、運動公園屋内水泳プールの改修を行います。

市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業 市民スポーツ課

135



・

・

市民の芸術文化活動の充実・活性化を図るため、新浦安駅前に拠点となる施設を整備し、若手音楽家
の育成・支援や、高度な音楽イベントの開催に取り組みます。また、市民が制作した作品の発表の場
として各種美術展覧会を開催します。

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－３ 楽しみ生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

３）浦安の芸術・文化を育てる

生涯学習課

現代文化振興事業 生涯学習課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

②郷土の歴史・文化の理解
を深める

郷土博物館活動の推進 郷土博物館

①市民の芸術文化活動の
活性化

新浦安駅前文化施設整備事業 生涯学習課

美術展覧会の開催

【計画事業】

①市民の芸術文化活動の活性化

事業番号
事業名 新浦安駅前文化施設整備事業 担当課 生涯学習課

23311

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 文化会館設備改修事業 担当課 生涯学習課

23312

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

富岡公民館

郷土の芸術・文化への理解が深まるよう、郷土博物館の展示や講座、体験学習の充実に取り組みま
す。

中央公民館大規模改修事業 【再掲】 中央公民館

文化会館設備改修事業 生涯学習課

富岡公民館大規模改修事業 【再掲】
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(千円)

事業番号
事業名 富岡公民館大規模改修事業 【再掲】 担当課 富岡公民館

23131

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く快適に利用してもらえるよう、富岡公民館の大規模改修を
行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

大規模改修工事

事業番号
事業名 中央公民館大規模改修事業 【再掲】 担当課 中央公民館

23132

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く快適に利用してもらえるよう、中央公民館の大規模改修を
行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

大規模改修設計 大規模改修工事

○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

231,598 3,906,452 497,062 4,635,112

郷土博物館

【主要事業】

①市民の芸術文化活動の活性化

事業名 美術展覧会の開催 生涯学習課

事業内容 市民の美術活動の成果を発表する場として展覧会を開催します。

事業内容
展示や体験学習をはじめ、博物館ボランティア「もやいの会」との交流などを通して、ふるさと
浦安の歴史・文化への理解の向上を図り、郷土愛を深めます。また、園や小中学校における
博物館の効果的な活用について学校現場と共に検討し進めます。

事業名 現代文化振興事業 生涯学習課

事業内容 市民参加体験型のイベントなどを通じて、芸術文化に触れるきっかけを提供します。

事業名 郷土博物館活動の推進

②郷土の歴史・文化の理解を深める
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現状と課題

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、加入率が約50％と他自治体に比べて低

い水準にとどまっており、地域住民の関心の低さが課題となっています。

その一方で、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重要性が増しています。特に、東日本大

震災の際には、災害発生以降、半数以上の自治会で５時間以内に自主防災対策本部を立ち上げ、

地域の被害状況の確認や防災倉庫の利用などの自立的な活動を立ち上げるなど、地域コミュニテ

ィにおいて自治会を中心に様々な自立した活動が行われました。災害時における地域コミュニテ

ィの活動の中心としても、地域の課題に自ら取り組む住民自治の母体として、これまで以上に自

治会の重要性は大きくなっていくものと考えられます。こうした自治会の活動に地域の誰もが参

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、本市は市域が狭いものの、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目指

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。

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、本市においても、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。

本市在住の外国人は、平成27年３月末現在で3,253人、市の総人口の1.99％を占めており、国

籍数は70か国となります。また、日本に住む外国人の定住化傾向が強まる中、本市においても、

全体の40％以上が定住の外国人となっています。

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本市においては、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。

４ 多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）自治会活動を活発にする

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さらに必要です。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するとともに、

活動の場の整備に取り組みます。

地域コミュニティとしての活動が必要な地域の防犯や防災に関して、自治会を中心に様々な団

体相互の連携強化を図るとともに、その活動を支援します。

２）市民交流を促進し、地域力の向上を図る

地域や世代を越えたコミュニティの醸成をさらに図っていくため、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みます。

また、地域を越えた市民主体の交流活動を支援します。

３）多文化共生のまちづくりを推進する

国籍や文化の違いを互いに理解し、日本人も外国人もともに支えあう多文化共生のまちづくりを

推進するため、外国人への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ま

す。

また、市民の国際的意識や感覚をより高めていくため、姉妹都市交流の充実を図るとともに、市

民主体による文化の異なる海外の都市との交流を推進します。
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・

・

(千円)

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－４ 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

地域コミュニティの中核を担う自治会活動の拠点として、自治会集会所の整備を推進します。

自治会の加入率の向上や、自治会集会所の有効活用を図るため、地域コミュニティと市民活動団体が
連携した取り組みを促進します。

自治会が主体的に取り組む、防災や防犯などの地域のまちづくりや地域住民の親睦・交流などの活動
を支援します。

①自治会活動に対する支
援と活動拠点の整備

自治会集会所整備事業 地域ネットワーク課

自主防災組織育成事業 【再掲】 防災課

自主防犯・見守り隊活動支援事業 【再掲】 防犯課

【計画事業】

①自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

事業番号
事業名 自治会集会所整備事業 担当課 地域ネットワーク課

24111

事業内容 自治会活動及び地域コミュニティの活動を促進するため、その拠点となる自治会集会所を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

整備（さつき苑、パークシティ弁
天、シーガーデン新浦安）
設計（望海の街）

整備（望海の街） 設計・整備１か所

○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

188,410 50,000 55,000 293,410

【主要事業】

①自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

事業名 浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業 地域ネットワーク課

事業内容
自治会活動の活性化を図るため、自治会や自治会連合会の運営費用を支援します。また、親
睦交流事業や環境美化活動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、地域主体の明るいまちづくりの活動を支援します。

浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業 地域ネットワーク課

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】
協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課
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事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課

事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支援
団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

事業名 自主防災組織育成事業【再掲】 防災課

事業内容

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の自主防犯活動団体、防犯ボランティア団体に対し、防犯
活動に必要な物資の貸与や防犯パトロール車両の貸出しなどの支援を行います。また、地域
で自主防犯活動をしている団体同士の連携により「市内見守り隊」を結成し、中学校区単位で
の効果的な防犯活動を推進します。

事業内容
自治会ごとに活動している自主防災組織の連携や強化を図るため、自治会自主防災組織連
絡協議会の運営支援を行うとともに、自主防災組織が行う事業や資器材購入を支援します。

事業名 自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】 防犯課
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・

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－４ 多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる

２)市民交流を促進し、地域力の向上を図る

地域や世代を超えて、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
づくり推進協議会の活動をはじめ、市民や地域団体、企業が協働し、まちのにぎわいや交流の持てる
イベントの開催を支援します。

①地域間・世代間を超えた
多様な市民交流の促進

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 地域ネットワーク課

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業 【再掲】 商工観光課

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】
協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課

事業名 市民参加型観光イベント等実施事業【再掲】 商工観光課

【主要事業】

①地域間・世代間を超えた多様な市民交流の促進

事業名 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 地域ネットワーク課

事業内容
「ふるさと浦安」に対する郷土愛を醸成するため、花火大会や花いっぱい運動など、浦安市ふる
さとづくり推進協議会の活動を支援します。

事業内容
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。

事業名 浦安観光コンベンション協会補助金交付事業【再掲】 商工観光課

事業名 市民まつり実施事業 商工観光課

事業内容
産業の振興や地域経済の発展、市民のふるさと意識の高揚などを図るため、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通じて、市民まつりの開催を支援しま
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 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課

事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支援
団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

市民まつり実施事業 商工観光課

市民参加型観光イベント等実施事業 【再掲】 商工観光課
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【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－４ 多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる

３)多文化共生のまちづくりを推進する

外国人市民の日常生活の支援を引き続き行うとともに、多文化社会の理解を深めるため、国際セン
ターの活動や、市民主体の国際交流事業を促進します。また、市民の国際交流や国際協力に関する情
報提供や多文化理解を深めるための取り組みを推進します。

市民主体の都市交流を支援するため、海外の都市との交流を推進します。

①市民主体の国際交流の
推進

国際理解推進事業 地域ネットワーク課

浦安在住外国人会補助金交付事業 地域ネットワーク課

都市交流推進事業 地域ネットワーク課

事業名 浦安市国際交流協会補助金交付事業 地域ネットワーク課

【主要事業】

①市民主体の国際交流の推進

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となるよう、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か国語で情報の提供や生活上の問題などの相談を行います。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講座や市民主体の国際交流や国
際協力を推進します。

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の活動を支援します。

事業名 浦安在住外国人会補助金交付事業 地域ネットワーク課

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
外国人市民の日常生活の支援や国際交流・国際協力に関する情報提供・発信などを行う国際
センターの充実を図ります。

事業内容
外国人市民の相互扶助や日本人との交流を図るため、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の活動を支援します。

事業名 都市交流推進事業 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、姉妹都市のオーランド市をはじめとする海外の都市と市
民レベルでの交流を行います。

国際センター管理運営事業 地域ネットワーク課

浦安市国際交流協会補助金交付事業 地域ネットワーク課
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現状と課題

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

ような事例も出つつあります。

こうした背景のなかで、本市の市民活動は、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ために、

地域によって取り組むべき課題も多様化していることから、地域の課題を地域での取り組みによ

り解決できるよう、市民が自らの知恵と経験を基礎としつつ必要な知識や技術の研さんを積み、

新たな公共サービスの担い手として地域の中で活躍できる環境を作ることがますます重要とな

ってきています。そこで、より多くの市民の参加を得て市民活動を促進し、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。

５ 地域の新たな公共の担い手を支援する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）市民活動への意識啓発と機会を充実する

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

仕精神を学ぶ機会の充実を図ります。

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。

２）市民活動を促進する

定年を迎えたシニア世代や子育てを終えた主婦など、市民の豊富な経験や知識を活かし、市民

活動を行う人材の育成に取り組むため、地域のなかで活躍する仕組みづくりを進めます。

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。

自治会集会所や公民館などの公共施設を活用し、地域コミュニティと市民活動団体が連携した

取り組みを促進します。
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◆ 市民参加と協働(概念図)

*「市民参加」とは、「市民が市政に参加し、及びまちづくり活動に参加すること」と浦安市市民参

加推進条例で定義しています

具体的には、以下の 2 つの意味となります。

① 個々の市民が、「行政」に意見・提案することにより、「行政」に市民の意思が反映されること。

② 個々の市民が、市民が組織するまちづくりの推進を目的とした「まちづくり活動」に参加(協

力)すること。

まちづくり

活 動

行 政

市 民
（個人)

協 働

共通の目的達成に向け、相互

に協力・補完し合い、まちづ

くりを行うこと

市民参加

市民が行政の取り組み

に参加すること

市民参加

市民がまちづくり活

動に参加すること
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・

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－５ 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

市民活動の裾野を拡大するため、市民活動の意義や目的のほか市民活動団体の様々な情報を提供する
とともに、市民活動への理解ときっかけの場の充実に取り組みます。

事業内容
市民活動の普及、促進を図るため、広報紙の発行や講座の開催に取り組むとともに、市民活動
を実際に体験できるような企画を行います。

①市民活動へ参加するきっ
かけづくりの提供

市民活動促進事業 協働推進課

市民活動センター運営事業 【再掲】 協働推進課

事業名 市民活動センター運営事業【再掲】 協働推進課

事業内容
市民活動団体を支援する中間支援組織としての機能の充実を図り、市民活動団体やこれから
市民活動を始めたい方を支援します。

【主要事業】

①市民活動へ参加するきっかけづくりの提供

事業名 市民活動促進事業 協働推進課

147



・

・

・ まちづくり活動に対する市民の理解を深め、活動を活性化するため、市民活動団体の活動目的や取り
組み状況などの情報の発信を支援するとともに、市民活動補助金制度の充実を図ります。

①市民活動の人材育成と
多様な場の提供

子育てケアマネジャーの養成 【再掲】

協働推進課

猫実地域包括
支援センター

市民活動促進事業

２ 創造と交流で築く市民文化都市

２－５ 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

事業 計画事業・主要事業名

子育て・家族支援者養成事業

市民活動団体やうらやす市民大学など、社会貢献意欲のある市民を見出し、豊富な経験や知識を地域
に還元するための仕組みづくりと人材育成を推進します。

自治会の加入率の向上や、自治会集会所の有効活用を図るため、地域コミュニティと市民活動団体が
連携した取り組みを促進します。

担当課

【事業体系】

事業番号

市民活動センター運営事業

こども課

【再掲】 こども課

自治会と市民活動団体の連携促進事業

担当課 こども課

子育てに関する全般的な相談や子育てケアプランの作成などを行う「子育てケアマネジャー」の養成に
取り組みます。

子育てケアマネジャーの養成

平成28年度 平成29年度

【計画事業】

協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課

うらやす市民大学運営事業 【再掲】 市民大学

①市民活動の人材育成と多様な場の提供

【再掲】 協働推進課

協働推進課

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

事業内容

２０歳以上の市内在住、在勤の方を対象に、市内で活動する子育て・家族支援者として十分な知識と技
術を習得するための講座を実施します。また、講座修了後は活躍の場の紹介やバックアップ研修を行
い、講座で学んだ知識を地域で実践できるよう支援します。

【再掲】 担当課 こども課

【再掲】

11211

事業名

事業番号

平成27年度

養成講座実施 養成講座実施 養成講座実施

事業名 子育て・家族支援者養成事業

事業内容

地域介護予防活動支援事業 【再掲】
猫実地域包括
支援センター

協働推進課浦安市市民活動補助金交付事業

【再掲】介護予防推進協働事業

②市民活動支援制度の充
実 市民参加・協働推進事業 【再掲】

11114

年次計画
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介護予防推進協働事業【再掲】 猫実地域包括支援センター

浦安市市民活動補助金交付事業

事業名

協働推進課

自治会と市民活動団体の連携促進事業
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課

自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支
援団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

事業内容

猫実地域包括支援センター

事業内容
市民活動の普及、促進を図るため、広報紙の発行や講座の開催に取り組むとともに、市民活
動を実際に体験できるような企画を行います。

事業内容
第２期市民参加推進計画に基づき、協働事業提案制度の充実、職員研修や市民向け講演会
を通じた協働に関する意識の向上などに取り組むことで、市民参加や市民と行政との協働を
推進します。

事業名 市民参加・協働推進事業【再掲】 協働推進課

市民活動促進事業【再掲】

事業内容

事業名

事業内容
市民活動団体の自立を促す事業や、団体の活動を発展させる事業を財政面から支援するた
め、審査会の審査を経て、市民活動補助金を交付します。

市民と行政が協働してまちづくりに取り組むため、協働の担い手を育成する場として、実学と
実践を意識した授業の充実を図るとともに、市民と行政がともに学びあう拠点となるよう、活発
な情報交換の機会を提供します。

事業名

事業名 市民大学

介護予防リーダー養成講座修了者が中心となり立ち上げた市民団体「浦安介護予防アカデミ
ア」との協働事業として、栄養改善・口腔ケア・運動機能向上などの介護予防に関する実践普
及活動を行います。

事業内容
市民活動団体を支援する中間支援組織としての機能の充実を図り、市民活動団体やこれから
市民活動を始めたい方を支援します。

協働推進課

協働推進課

事業内容
地域で介護予防に関する自発的な活動が広く実施されるよう、介護予防リーダーなどの育成・
支援に取り組みます。

事業名 地域介護予防活動支援事業【再掲】

②市民活動支援制度の充実

事業名

事業名

【主要事業】

市民活動センター運営事業

うらやす市民大学運営事業【再掲】

①市民活動の人材育成と多様な場の提供

事業内容
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都市像 ３

快適環境都市
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【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～を目指します。
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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。

本市は、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、そのすばらしさを子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』の具現化を目指し、

次のような視点を持って施策を展開します。

◆視点１：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

◆視点２：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

・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

・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

生活の基盤と

なる環境保全

うるおいのあ

る環境づくり
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現状と課題

地球温暖化をはじめとする今日の環境問題は、私たち一人ひとりが当事者であるという認識のも

と、できることから行動し、市や市民、事業者、滞在者など各主体が協働して、環境に配慮した持

続可能な社会の構築に努めていかなければなりません。

これまで本市は、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おり、市民・事業者などにより活発な環境保全活動が行

われるなど、本市における環境保全などの取り組みは進展を見せています。

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。

一方、平成 23 年３月 11日に発生した東日本大震災は、私たちの意識の奥底に大きな変化をもた

らしました。東京電力福島第一原子力発電所をはじめとした大規模電源の甚大な被害による電力供

給不足、これに対応するために取り組んだ節電対策は、私たちの便利で快適な暮らしにおいて、電

力を代表とするエネルギーのあり方の重要性を考える大きなきっかけとなりました。

また、復旧事業や災害対策の強化に向けた取り組みにあわせ、低炭素社会や超高齢社会への対応

など、社会的要請に的確に対応した新たな都市・地域の魅力や価値を創造するため、再生可能エネ

ルギーの積極的な導入や情報通信技術（ICT）を活用したエネルギーマネジメント、自然環境や地

域環境との共生など、「環境の質の向上」に取り組むことが求められています。

このような本市を取り巻く環境の現状と課題を踏まえ、平成 26 年３月に「第２次環境基本計画」

を策定しました。今後は、第２次環境基本計画に基づき、持続可能な社会を目指して、循環型社会

の形成と地球温暖化対策を含む低炭素社会の形成への取り組みを推進する必要があります。

また、本市ではごみの最終処分を県外の民間施設に今後とも依存していくことを考慮すると、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。

１持続可能な社会づくりに取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）協働による環境保全行動を進める

環境基本計画の目指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、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ます。

さらに、市のみならず市民、事業者など各主体の行動目標や行動計画を定め、各主体の協働によ

る低炭素まちづくりを促進します。

２）環境を大切にする人づくりを進める

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。

３）資源・エネルギーの有効利用を進める

市域全体としての温室効果ガスの削減目標を定め、各主体に応じた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、低炭素社会を形成す

るため、市民・事業者・市が一体となって、計画的かつ効果的に温室効果ガスの削減に取り組みま

す。

本市が率先して公共施設における再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化を進めるととも

に、住宅などへの再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入促進により、資源・エネルギーの

有効利用を進めます。

さらに、今後予定されている住宅開発については、環境に配慮したまちづくりの先導となるよう

な整備を促すとともに、エネルギー利用の最適化を目指し、エネルギーマネジメントの促進に取り

組んでいきます。

４）ごみの減量と再資源化に取り組む

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。
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・

・

①計画的な環境施策の推進

事業名 第２次環境基本計画推進事業 環境保全課

「浦安市環境配慮指針（公共施設の計画・施工編及び運用編）」を改定し、公共施設の新築
や改修に合わせ太陽光発電設備などの省エネルギー設備の導入や外壁や窓等の熱性能の
向上により、公共施設の省エネルギー化（省エネルギー基準の適合）を進めます。

事業名 公共施設の省エネルギー化推進事業 営繕課／環境保全課

事業内容

【主要事業】

②各主体の環境保全行動の推進

事業名 環境保全行動推進事業 環境保全課

事業内容

市民・子ども・事業者など各主体それぞれの環境配慮指針（エコファミリー、エコチャレンジ、エ
コカンパニー）に基づき、生活や事業活動に沿った環境保全行動を促すとともに、自らの行動
について点検、評価や見直しできる手法の提供により、各主体の環境保全行動を総合的に推
進します。

事業内容
第２次環境基本計画の目指す望ましい環境像を実現するため、市民や事業者との協働により
環境保全に関する施策や事業の着実な推進を図ります。

事業内容
低炭素社会の実現に向け、市・市民・事業者などの協働により市域全体の温室効果ガスの排出削減に
取り組むため、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 策定

【計画事業】

①計画的な環境施策の推進

事業番号
事業名

地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）策定事業

【再掲】 担当課 環境保全課
31311

①計画的な環境施策の推
進

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 【再掲】 環境保全課

環境保全課第２次環境基本計画推進事業

②各主体の環境保全行動
の推進

環境保全行動推進事業 環境保全課

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】 環境保全課

公共施設の省エネルギー化推進事業 営繕課／環境保全課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－１ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

環境保全行動の普及・促進を図るとともに、情報の共有を進めることで、市民、事業者、市など様々
な主体が協働して環境保全に取り組む環境を整備します。また、自治体の責任として、環境配慮指針
などを踏まえ、公共施設の運営や事業活動によって発生する環境負荷の低減に取り組みます。

市、事業者、市民などの協働による環境保全の取組を通じて、第２次環境基本計画の着実な推進を図
るとともに、新たな行動計画の策定について検討を行います。
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事業内容
公共施設から排出する温室効果ガスの削減に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律に
基づく「第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画」に掲げた取組を推進するととも
に、温室効果ガスの削減効果を検証し、取組の見直しを行います。

事業名 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】 環境保全課
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・

・

浦安における唯一の身近な自然である三番瀬や高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」を、環境学
習や自然体験学習の場として活用を図ることで、市民の自然環境やその保護に関する意識を高めま
す。

学校や地域団体などが実施する学習会、研修会などへの職員派遣や、市民や事業者、市民活動団体と
連携した環境フェアの開催といった機会を活かし、環境保護に関する知識の周知・啓発を図るととも
に実践のきっかけを提供します。

事業内容

市民や事業者などが環境問題の現状を理解し、環境保全行動を実践できるよう、省エネナビ
などの貸出しやエコドライブの推進などにより環境保全行動への「気づき」を促すとともに、市
民や事業者、市民活動団体などとの協働による環境フェアなどイベントの開催により、保全行
動の啓発を推進します。

事業名 環境学習推進事業 環境保全課

事業内容
学校や地域団体が主催する学習会、研修会に環境学習アドバイザーを派遣し、身近な環境問
題や地球温暖化などに関する講座などを提供することで、市内における環境学習機会の充実
を図ります。

事業名 環境保全ＰＲ事業 環境保全課

【主要事業】

①環境学習の場と機会の創出

事業名 浦安市民の森活用事業 環境保全課／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」を活用して、市民の自然
体験や環境学習を促進するとともに、森林環境の整備や管理を市民とともに取り組みます。

事業内容
ふるさとの海を後世につなげるため、震災後の環境変化を踏まえ、三番瀬干潟の保全に取り組むととも
に、市民が憩い、学習できる施設としての役割や運営方法などについて市民活動団体などと協議し、三
番瀬環境学習施設の整備に向けて取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整 基本計画見直し 設計

【計画事業】

①環境学習の場と機会の創出

事業番号
事業名 三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】 担当課 環境保全課

33211

浦安市民の森活用事業
環境保全課／
指導課①環境学習の場と機会の

創出

三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】 環境保全課

環境学習推進事業 環境保全課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－１ 持続可能な社会づくりに取り組む

２）環境を大切にする人づくりを進める

環境保全ＰＲ事業 環境保全課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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・

・

(千円)

○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

500 6,980 10,626 18,106

事業内容
環境負荷の低減に効果的な電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及を図るため、住宅や
事業所に設置する電気自動車等普通充電設備の設置費用の一部を補助します。 また、新庁舎建設
後、駐車場の整備に合わせ公共性を有した充電設備を設置し、一般開放を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
評価・見直し

実施
実施
庁舎での充電設備の設置

②省エネルギー対策・再生可能エネルギー等導入の推進

事業番号
事業名 電気自動車等充電設備設置事業 担当課 庁舎建設課／環境保全課

31321

事業内容
低炭素社会の実現に向け、市・市民・事業者などの協働により市域全体の温室効果ガスの排出削減に
取り組むため、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 策定

【計画事業】

①総合的な地球温暖化対策の推進

事業番号
事業名

地球温暖化対策実行計画（区域施策
編）策定事業

担当課 環境保全課
31311

街灯ＬＥＤ化事業 道路整備課

浦安エコホーム事業 環境保全課

②省エネルギー対策・再生
可能エネルギー等導入の
推進

電気自動車等充電設備設置事業
庁舎建設課／
環境保全課

①総合的な地球温暖化対
策の推進

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定事業 環境保全課

環境保全課第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

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－１ 持続可能な社会づくりに取り組む

３）資源・エネルギーの有効利用を進める

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

市、事業者、市民、滞在者などの各主体が協働して、本市における低炭素まちづくりの推進に取り組
むとともに、市としても公共施設などにおける再生可能エネルギーの活用、省エネルギー機器の導入
などを行うことで、温室効果ガスの削減に取り組みます。
資源・エネルギーの有効利用を進めるため、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー機器の導入を
促進します。
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市内街灯の電気量や維持管理コストの縮減を図るため、街路灯のＬＥＤ化を推進します。

【主要事業】

①総合的な地球温暖化対策の推進

事業名 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 環境保全課

事業内容
公共施設から排出する温室効果ガスの削減に向け、地球温暖化対策の推進に関する法律に
基づく「第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画」に掲げた取組を推進するととも
に、温室効果ガスの削減効果を検証し、取組の見直しを行います。

事業名 浦安エコホーム事業 環境保全課

事業内容
再生可能エネルギーの導入やエネルギー使用の合理化などにより、住宅の省エネルギー化を
図るため、住宅に太陽光発電システムや省エネルギー設備などの設置費用の一部を補助しま
す。

②省エネルギー対策・再生可能エネルギー等導入の推進

事業名 街灯ＬＥＤ化事業 道路整備課

事業内容
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・

・

・

(千円)

市民や事業者のごみの減量や再資源化に関する意識の向上を図るため、市民・事業者への啓発、指導
に引き続き取り組むとともに、ごみの発生抑制やリサイクルに積極的に取り組んでいる市内小売店を
支援します。
民間のノウハウを活用し、効率的で適正な運転や維持管理、経費削減を図るため、ごみ処理施設や不
燃・粗大ごみ処理施設など、クリーンセンターの管理・運営を民間事業者に包括的に委託します。

循環型社会・低炭素社会・自然共生社会に向けた統合的な取組を推進するため、家庭系燃やせるごみ
に含まれる紙類の分別徹底や小型家電のリサイクルなど、ごみの減量や再資源化を推進します。

○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

2,656 2,656 2,656 7,968

事業内容
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。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

【計画事業】

事業番号
事業名 小型家電リサイクル事業 担当課 ごみゼロ課

31411

①ごみの減量・再資源化の推進

有料事業系指定ごみ袋制度推進事業 ごみゼロ課

②廃棄物の適正な収集・処
理

廃棄物処理施設長期包括責任委託事業 クリーンセンター

イベントごみ減量事業 ごみゼロ課①ごみの減量・再資源化の
推進

小型家電リサイクル事業 ごみゼロ課

ごみ減量推進啓発事業 ごみゼロ課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－１ 持続可能な社会づくりに取り組む

４）ごみの減量と再資源化に取り組む

エコショップ認定制度等実施事業 ごみゼロ課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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事業内容
民間事業者のノウハウを活用して、施設を効率的・効果的に運営し、経費の削減を図るため、
千鳥地区のクリーンセンター内にあるごみ焼却施設、不燃粗大ごみ処理施設、再資源化処理
施設、し尿処理施設の４施設を、平成33年度まで包括的に委託します。

事業名 有料事業系指定ごみ袋制度推進事業 ごみゼロ課

事業名 ごみ減量推進啓発事業

事業内容
ごみの分別収集を徹底するとともに、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。

事業内容
レジ袋の削減や資源物の店頭回収など、ごみの発生抑制やリサイクルに取り組んでいる小売
店を「エコショップ」として認定し、取組状況を公開することにより、活動を支援・奨励します。

事業名 廃棄物処理施設長期包括責任委託事業 クリーンセンター

②廃棄物の適正な収集・処理

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・再資源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、自治会やPTA に
よる資源回収の促進などにより、ごみの減量・再資源化を推進します。

事業名 エコショップ認定制度等実施事業 ごみゼロ課

【主要事業】

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。

①ごみの減量・再資源化の推進
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現状と課題

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。

自動車排出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。

本市には、大気汚染物質の発生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号東京湾岸道路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。さらに、下水道施設の整備や更新を計画的に進め、公共用水域の水質保

全や生活環境の改善を図ることが不可欠です。

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、相互に影響しながら空間的・時間的

な広がりを見せています。その中でも、特に本市において大きな影響が生じる恐れのある東京国際

空港（羽田空港）の離着陸機による騒音に対しては、今後も千葉県や関係機関などと連携を図りな

がら、航空機騒音の監視に努め、市民生活に影響を与える場合は航空機騒音の軽減について国と協

議していく必要があります。

一方、動物は人間の生活を様々なかたちで豊かにしてくれるかけがえのない存在となっており、

平成24年9月、「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物の飼い主はその動物が命を終

えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。

２ 安心して暮らせる生活環境の保全に取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）大気の環境改善に努める

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ります。

また、低公害車の普及や公共交通の利用を促進するとともに、交通渋滞の緩和を図るために道路ネ

ットワークを充実し、本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。

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。

２）下水道を整備し水質改善に努める

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

続世帯の解消に努めます。また、老朽化した下水道施設の機能の維持や向上、ライフサイクルコス

トの最小化を図るため計画的な維持や改修を行うとともに、今後発生する震災に備え耐震・液状化

対策を行います。

さらに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。

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

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。

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正を受けて、人と動物の共生する社会の実現に取り組

みます。
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・

・ 市内の大気汚染状況を常時監視するとともに、継続して大気環境の改善に取り組むことで、市民が安
心して暮らせる生活環境を保全します。

電気自動車などの低公害車の普及促進や道路ネットワークの充実により交通渋滞の緩和を図ること
で、本市の大気汚染の主な原因である自動車排出ガスを削減します。

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

【主要事業】

①大気に対する環境負荷の軽減

事業名 大気汚染測定事業 環境保全課

事業内容
猫実一般環境大気測定局において一般環境大気の汚染状況を常時監視するとともに、美浜
自動車排出ガス測定局において自動車排出ガスの濃度を測定します。

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
環境負荷の低減に効果的な電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及を図るため、住宅や
事業所に設置する電気自動車等普通充電設備の設置費用の一部を補助します。 また、新庁舎建設
後、駐車場の整備に合わせ公共性を有した充電設備を設置し、一般開放を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
評価・見直し

実施
実施
庁舎での充電設備の設置

【計画事業】

①大気に対する環境負荷の軽減

事業番号
事業名 電気自動車等充電設備設置事業 【再掲】 担当課 庁舎建設課／環境保全課

31321

環境保全課環境保全ＰＲ事業 【再掲】

①大気に対する環境負荷
の軽減

電気自動車等充電設備設置事業 【再掲】
庁舎建設課／
環境保全課

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

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－２ 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

大気汚染測定事業 環境保全課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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事業名 環境保全ＰＲ事業【再掲】 環境保全課

事業内容

市民や事業者などが環境問題の現状を理解し、環境保全行動を実践できるよう、省エネナビ
などの貸出しやエコドライブの推進などにより環境保全行動への「気づき」を促すとともに、市
民や事業者、市民活動団体などとの協働による環境フェアなどイベントの開催により、保全行
動の啓発を推進します。
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・

・

・

震災により被害のあった中町・新町地域の下水道施設について、復旧工事と併せて耐震・液状化対策
を行うとともに、今後の震災に備え、主要な管渠やマンホールの耐震・液状化対策や公共汚水桝の公
道内への移設といった事前対策を実施します。また、公共下水道への接続促進を図るため、未接続世
帯などに対して水洗化普及員による普及活動を行います。

下水道総合地震対策事業 【再掲】 下水道課

下水道長寿命化推進事業

高洲ポンプ場改修事業

下水道課

下水道課

事業内容
下水道事業の透明性を確保するとともに、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計の導
入を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

固定資産調査・評価
固定資産調査・評価
法適化に伴う事務手続き
システム構築

②既設下水道の適正な管理

事業番号
事業名 公営企業会計の導入 【再掲】 担当課 下水道課

64111

事業内容 震災により被害を受けた中町・新町地域の下水道施設の復旧工事を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

復旧工事

【計画事業】

①公共下水道整備の推進

事業番号
事業名 公共下水道災害復旧事業 担当課 下水道課

32211

③河川の水質改善の充実 河川水質測定事業 環境保全課

②既設下水道の適正な管
理

公営企業会計の導入 【再掲】 下水道課

舞浜汚水中継ポンプ場整備事業

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、引き続き水質改善の取り
組みを要請します。

①公共下水道整備の推進
公共下水道災害復旧事業 下水道課

下水道課下水道普及啓発事業

下水道長寿命化計画を策定し、計画的な維持・改修に取り組むとともに、老朽化しているポンプ場の
設備機器の更新や施設の建替えに向けて近隣住民との協議調整を進め、下水道施設の機能維持・向
上、ライフサイクルコストの最小化を図ります。

下水道課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－２ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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(千円)

事業内容
下水道総合地震対策整備計画に基づき、主要な幹線の管渠・マンホールなどの耐震・液状化対策を行
います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

耐震診断
耐震診断・設計
耐震工事（管渠・マンホール）
下水道ＢＣＰ策定

耐震診断・設計
耐震工事（管渠・マンホール）
平成31年度以降の計画策定

事業番号
事業名 下水道総合地震対策事業 【再掲】 担当課 下水道課

47312

事業内容
下水道施設の処理機能を維持するため、老朽化している舞浜汚水中継ポンプ場の建替えに向け、近隣
住民と協議・調整を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 協議

事業番号
事業名 舞浜汚水中継ポンプ場整備事業 担当課 下水道課

32223

事業内容 下水道施設の維持保全を図るため、老朽化した高洲ポンプ場の機械設備を改修します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

機械整備改修

事業番号
事業名 高洲ポンプ場改修事業 担当課 下水道課

32222

事業内容
下水道施設の適切な修繕やライフサイクルコストの最小化を図るため、長寿命化対策に関する計画を
策定し、予防保全的な管理や計画的な修繕を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

管路調査（テレビカメラ）
計画策定

実施設計
実施設計
工事

事業番号
事業名 下水道長寿命化推進事業 担当課 下水道課

32221

○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

1,091,028 59,408 20,000 1,170,436
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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、市民・事業者に
情報を提供することにより、水質汚濁防止に取り組みます。

③河川の水質改善の充実

事業名 河川水質測定事業 環境保全課

【主要事業】

①公共下水道整備の推進

事業名 下水道普及啓発事業 下水道課

事業内容
水洗化の普及活動の一環として、未接続世帯などに対して水洗化普及員による戸別訪問を引
き続き行い、未接続世帯の解消に努めます。
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・

・

・

・ 人と動物が共生したより良い社会を目指し、ペットの適正な飼育管理のあり方について周知・啓発す
るとともに、市内に生息する飼い主のいない猫の増加を抑制する取組を支援することで、殺処分ゼロ
を維持・継続します。

事業内容
「浦安市空き缶等の散乱防止等に関する条例」に基づき、空き缶や吸い殻などの散乱防止重
点地区（東西線浦安駅周辺と京葉線新浦安駅周辺）でＰＲ活動などを行います。

②まちの美化・環境衛生対策の充実

事業名

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の普及・啓発を図るた
め、浦安市自治会連合会と連携し、ごみゼロ運動を推進します。

事業名 ポイ捨て防止対策事業 環境レンジャー課

ごみゼロ運動推進事業 環境レンジャー課

事業名 自動車騒音等測定事業 環境保全課

事業内容
自動車による騒音、振動の状況を把握するため、市内主要幹線道路などにおいて測定を行い
ます。

【主要事業】

①多様化する生活環境問題への対応

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
航空機の騒音問題に対応するため、騒音実態調査を実施し、市民生活に影響を与える大騒
音が発生している場合は国に原因究明と改善を要請します。

環境レンジャー課動物愛護推進事業

②まちの美化・環境衛生対
策の充実

ごみゼロ運動推進事業 環境レンジャー課

ポイ捨て防止対策事業 環境レンジャー課

ペット適正飼育推進事業 環境レンジャー課

①多様化する生活環境問
題への対応

羽田空港航空機騒音問題対策事業 環境保全課

環境保全課自動車騒音等測定事業

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－２ 安心して暮らせる生活環境の保全に取り組む

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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

羽田空港の24時間化や国際空港機能が拡大されたことから、引き続き騒音実態調査により騒音影響や
健康被害などの把握に努めるとともに、騒音による生活環境への悪化が認められた場合には、騒音軽
減について国に要請します。

大気や水質の悪化や騒音、悪臭、振動といった多様化する環境問題に対して、環境保全条例に基づく
施策を推進するとともに、公害防止のための規制や措置を行います。また、市内観測拠点において騒
音や振動などの監視を行います。

自治会主体で実施している共同清掃への支援、ごみゼロ運動やポイ捨て防止といった周知・啓発活動
を通じて、清潔で美しいまちづくりを推進します。
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愛犬・愛猫のしつけ方教室を実施するなどペットの適正な飼育管理を推進します。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。

事業内容

環境レンジャー課ペット適正飼育推進事業事業名

市内に生息する飼い主のいない猫の繁殖を防止するため、浦安市地域猫愛護員制度に基づ
き、動物病院などで不妊・去勢手術を行います。

事業名 動物愛護推進事業 環境レンジャー課

事業内容
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現状と課題

三方を海と河川に囲まれた本市にとって、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。

本市は、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、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、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。さらに沿岸部の緑道については、高潮や津波による被害を軽減するとともに憩いと豊か

さのある水辺空間となるよう、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。しかし、平成 23 年度に県が実施した調査によると、東日本大震災の影

響で三番瀬海域の水深が深くなり、水深０m（A.P.）以浅の面積も震災前の平成 21年度調査と比較

して 46％に縮小したという結果がでています。そのため、震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえ

ながら、市民や県・関連機関と連携し、取り組んでいく必要があります。

３ 身近で親しみやすい豊かな水辺空間を創出する具体的

施 策

172



課題解決のための取り組みの方向

１）海辺、河川を活かした水と緑の環境を創造する

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。

２)三番瀬の保全と活用を進める

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、震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏

まえながら、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。
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・

・

(千円)

○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

13,389 6,700 3,000 23,089

事業内容
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

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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

実施（総合公園）

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221

みどり公園課
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）

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】 道路整備課

【計画事業】

①豊かな水辺空間の創出

事業番号
事業名 浦安絆の森整備事業 担当課

①豊かな水辺空間の創出

浦安絆の森整備事業 みどり公園課

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】
みどり公園課／
道路整備課

境川水辺空間整備事業 道路整備課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－３ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

緑化の推進とともに強風や潮風を和らげ、高潮による被害を軽減するため、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。

旧江戸川下流部や境川、舞浜地区海岸などの市内河川、海辺の護岸に関して、千葉県が高潮対策事業
として実施している護岸改修を促進するとともに、楽しみながら散策やジョギングなどができ、市民
の健康増進に寄与する緑道の整備や修景整備などに取り組みます。
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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】）【再掲】 道路整備課

事業内容
高潮や津波などによる水害を防止するため、千葉県が高潮対策として実施している護岸改修
の早期完了を促進するとともに、富士見地区の修景整備について検討します。

【主要事業】

①豊かな水辺空間の創出

事業名 境川水辺空間整備事業 道路整備課

事業内容

千葉県の地盤沈下対策事業として進めている護岸改修とあわせて周辺住民や市民の憩いの
場となるよう、境川のＢゾーン（新橋から江川橋までの区間）やＣゾーン（江川橋から東水門ま
での区間）の修景整備を進めます。また、Ａゾーン（西水門から新橋までの区間）では、周辺の
街並みやＢゾーン、Ｃゾーンと調和の取れた修景整備を行うため、千葉県と協議を進めます。

175



・

・

(千円)

浦安に隣接した貴重な自然環境である三番瀬を活用した環境学習や水辺に親しむ憩いの場として、三
番瀬環境学習施設の整備に向けて取り組みます。

三番瀬を大切にする思いを育み、その豊かな自然の恵みを後世に伝えていくため、市民や団体が開催
する自然観察会や環境学習、清掃活動などを支援するとともに、公民館や郷土博物館、小・中学校と
連携しながら三番瀬を活用した環境学習、環境教育を推進します。

三番瀬保全活動支援事業 環境保全課

【主要事業】

①三番瀬を活用できる環境整備を進める

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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
動団体の活動を支援します。

事業名 三番瀬を活用した環境学習の推進
環境保全課／指導課／
郷土博物館

事業内容
環境学習活動や自然体験の場として、三番瀬の水辺環境を活用し、環境を大切にする心やふ
るさと意識を育むための学習を推進します。

事業名

３か年の合計

3,240 3,240 10,293 16,773

事業内容
ふるさとの海を後世につなげるため、震災後の環境変化を踏まえ、三番瀬干潟の保全に取り組むととも
に、市民が憩い、学習できる施設としての役割や運営方法などについて市民活動団体などと協議し、三
番瀬環境学習施設の整備に向けて取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整 基本計画見直し 設計

担当課

【計画事業】

①三番瀬を活用できる環境整備を進める

事業番号
事業名 三番瀬環境学習施設整備事業 担当課 環境保全課

33211

三番瀬を活用した環境学習の推進
環境保全課／
指導課／郷土
博物館

三番瀬保全活動支援事業 環境保全課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－３ 身近で親しみやすい豊かな水辺空間を創出する

２）三番瀬の保全と活用を進める

①三番瀬を活用できる環境
整備を進める

三番瀬環境学習施設整備事業 環境保全課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

176



現状と課題

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。

本市では、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やネットワーク化の促進を進めてきました。

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。また、中町地域では、住宅地内の緑の適切な保全と地域ぐるみでの維持管理の

推進、新町地域では、埋立土壌や潮風に配慮した適切な維持管理の充実と、未利用地の開発に伴う

恒久的な緑地の創出が必要です。工業ゾーンは緑化空間が少ないことから、緑地及び緑被空間の拡

充が必要です。

また、市内を縦横に走る都市計画道路をはじめとした幹線道路は、緑の軸線化を図り、様々な公

園や公共施設をつなぐことが重要です。水際線沿いの公園や緑地については、海や河川と一体とな

った魅力ある空間となるよう整備を進めていく必要があります。

また、既存の都市公園施設の機能の維持や向上に取り組むとともに、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。

4 緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）新しい浦安の緑をつくる

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、市街地の整備状況などを踏まえながら公園の新

設や緑の確保に取り組むとともに、市役所庁舎建設に併せて浦安公園の整備に取り組みます。

また、水際線沿いの公園や緑地については千葉県や関係機関との調整を図りながら、海に隣接し

た立地条件を活かし、特色ある整備を促進します。

墓地公園は引き続き墓所の安定供給を進めるとともに、家族形態や埋葬に対する考え方が多様化

してきたことから今後の墓地公園のあり方を検討し、計画的な整備に取り組みます。

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。

２）身近な浦安の緑をまもる

緑被地が少ない本市では、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。

既存の都市公園施設の機能の維持や向上、ライフサイクルコストの最小化を図るため、良好な維

持管理に取り組むとともに、計画的な改修を進めます。

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。

３）次世代に向かって浦安の緑を育てる

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、市民と行政との新しい協働の体制づくりや活動団体のネットワーク化、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。
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・

・

・

【再掲】 みどり公園課

事業内容 地域に親しまれる魅力ある公園となるよう舞浜公園のリニューアルに取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本設計
ボーリング調査

実施設計

事業名 舞浜公園整備事業 担当課 みどり公園課
34111

生垣設置奨励事業 みどり公園課

墓地公園整備事業 【再掲】 みどり公園課

浦安公園整備事業

【計画事業】

①公園・緑地の整備と緑化の推進

事業内容
長期に安定して市民に墓所を供給するとともに、少子高齢化など社会情勢の変化に伴う多様化した市
民ニーズに対応するため、第３区に芝生墓所や樹林墓地、複合霊廟など多様な墓地施設の整備を推進
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本設計（複合霊廟及び管理施
設棟）
造成工事

実施設計（複合霊廟及び管理施
設棟）
園路整備工事

工事（複合霊廟及び管理施設棟）
墓域整備工事
植栽工事

事業番号
事業名 墓地公園整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課

35211

事業番号

宅地整備時や商業地開発時の緑化推進 みどり公園課

②民有地の緑化推進

景観計画運営事業 【再掲】 都市計画課

①公園・緑地の整備と緑化
の推進

舞浜公園整備事業 みどり公園課

浦安絆の森整備事業 【再掲】 みどり公園課

シンボルロード緑道部整備事業 【再掲】 みどり公園課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－４ 緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する

１）新しい浦安の緑をつくる

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

緑豊かなまちづくりを推進するため、公園・緑地の計画的な整備や改修、絆の森の整備など、市民が
潤いや安らぎが感じられる緑地空間の形成や緑の保全に総合的に取り組みます。

緑にあふれ、市民が集い憩うことができる環境や、災害時の防災機能の充実を図るため、現在の第２
庁舎跡地に浦安公園の整備に取り組みます。

民有地の良好な緑の環境を保全し、緑化を推進するため、緑化協定や景観計画に基づき整備を促進し
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を奨励します。
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(千円)

事業名 生垣設置奨励事業 みどり公園課

事業内容
緑豊かな住みよい環境づくりを進めるため、生垣設置に対する支援を行い、緑視率の向上に
つながる接道部の緑化を推進するとともに、維持管理の技術指導の充実を図ります。

②民有地の緑化推進

【主要事業】

①公園・緑地の整備と緑化の推進

事業名 シンボルロード緑道部整備事業【再掲】 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。

○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

0 8,430 10,000 18,430

事業内容
景観の維持・向上を図るため、実績の調査・検証を行い、計画を見直します。また、市民の景観に関す
る意識の高揚や活動の活性化を図るため、啓発事業を実施するとともに、重要建造物の指定制度や活
動団体などの表彰制度を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

フォローアップ調査
講演会

講演会
講演会
制度実施

②民有地の緑化推進

事業番号
事業名 景観計画運営事業 【再掲】 担当課 都市計画課

35111

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）

事業番号
事業名 浦安絆の森整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課

33111

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
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事業名 宅地整備時や商業地開発時の緑化推進 みどり公園課

事業内容
良好な緑化空間を創出するため、開発指導などにより、緑地の確保や壁面緑化などを促進し
ます。
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・

・

・

(千円)

①樹木や緑地の保全

公園施設長寿命化計画推進事業

132,820

都市公園施設の機能維持・向上、ライフサイクルコストの最小化を図るため、公園施設長寿命化計画
に基づく、計画的な維持・改修を進めます。

緑化協定を締結している事業者などに対して協定内容の遵守を求めます。

元町地域の社寺境内や集合住宅地などの民有地内に存在する樹木を保存樹木として指定し、永続的な
緑となるよう、維持管理の支援や指導を行います。

都市公園施設の適切な維持やライフサイクルコストの最小化を図るため公園施設長寿命化計画を推進
します。

計画事業・主要事業名

平成29年度

【計画事業】

①樹木や緑地の保全

３か年の合計

事業

実施

みどり公園課

担当課

実施

平成28年度

保存樹木指定事業

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

２）身近な浦安の緑をまもる

【事業体系】

３－４ 緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する

緑化協定の遵守 みどり公園課

公園施設長寿命化計画推進事業 みどり公園課

事業内容
緑豊かな環境を守るため、工場などについては、緑化協定の内容に基づき適切な維持管理を
求めていきます。

①樹木や緑地の保全

事業名 緑化協定の遵守 みどり公園課

保存樹木指定事業

事業内容

事業名

一定の基準を満たす民有地の巨木、名木、奇形木などを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、維持管理費の一部を助成し、樹木の保全を図ります。

みどり公園課

133,805 266,625

平成28年度

年次計画

平成27年度

【主要事業】

平成27年度

平成29年度

事業名

0

担当課 みどり公園課

○計画事業費

34211

事業内容

事業番号
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・

・

緑と花の緑化活動支援の充実 みどり公園課

事業内容
公園緑地の維持管理などを含めて、市民や事業者、市民大学などとの連携・協働により、総合
的かつ計画的にみどりのまちづくりを推進するための体制の充実・強化を図るとともに、緑化
活動を推進する中核機能の創出を検討します。

事業内容
緑や花に関する活動を行う市民活動団体や自治会等に対して、育成管理のための器具・機
材、技術指導などの支援を行う制度（緑化活動支援事務取扱要領）を推進します。

事業名 みどりのまちづくり推進体制の充実・強化 みどり公園課

事業名 浦安植木まつり事業 みどり公園課

事業内容
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。また、苗木やリサイクル堆肥の配布、緑化実演会などを実施します。

事業名 緑と花の緑化活動支援の充実 みどり公園課

【主要事業】

①協働で進める緑のまちづくり

事業名 公園等里親制度支援事業 みどり公園課

事業内容
公園や緑地で清掃や花壇管理などを行っている市民活動団体を里親として認定し、必要な消
耗品の支給やボランティア保険の加入などの支援を行います。

①協働で進める緑のまちづ
くり

公園等里親制度支援事業 みどり公園課

浦安植木まつり事業 みどり公園課

みどりのまちづくり推進体制の充実・強化 みどり公園課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－４ 緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する

３）次世代に向かって浦安の緑を育てる

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

地域で緑化に取り組む周辺住民やボランティアを支援するため、公園等里親制度の推進や緑化活動支
援事業取扱要領に基づいた支援を行います。また、緑化にかかわる市民活動団体のネットワークづく
りを進めます。

緑の保全や緑化に対する市民の関心や知識を高めるため、公園マップやホームページなどで情報提供
を行うとともに、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や講習会の充実を図
ります。
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現状と課題

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、歴史的な街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街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。

本市は、住宅地中心の街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街並み、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、浦安の景観まちづくり

を効果的・計画的に進めるための必要な制度や仕組みとして、平成 20 年度に景観条例、平成 21年

度に景観計画を策定しました。

今後は、景観法や景観条例、景観計画に基づき、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、魅力的な街並み形成

を心がけるなど、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。

５ 暮らしに息づくふるさとのまち・浦安の景観をつくる具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）協働で景観の維持・創出に取り組む

景観法や景観条例などに基づき、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。

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、景観に配慮した住宅地の

整備や美しい街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。

２）地域の魅力を高める公共施設を整備する

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市役所庁舎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。
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・

・

・

(千円)

○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

2,700 0 800 3,500

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、住民主体のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりアドバイ
ザーの派遣などの支援を行います。また、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会などの
啓発事業を実施するとともに、新たな支援方策を検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

事業番号
事業名 良好なまちづくり支援事業 【再掲】 担当課 都市計画課

41221

事業内容
景観の維持・向上を図るため、実績の調査・検証を行い、計画を見直します。また、市民の景観に関す
る意識の高揚や活動の活性化を図るため、啓発事業を実施するとともに、重要建造物の指定制度や活
動団体などの表彰制度を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

フォローアップ調査
講演会

講演会
講演会
制度実施

【計画事業】

①地域主体で景観まちづくりに取り組む

事業番号
事業名 景観計画運営事業 担当課 都市計画課

35111

景観重点区域のまちづくり推進事業 都市計画課

①地域主体で景観まちづく
りに取り組む

景観計画運営事業 都市計画課

良好なまちづくり支援事業 【再掲】 都市計画課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－５ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

景観に与える影響の大きい一定規模以上の建築物などについては、周辺の景観と調和する景観形成を
図るため、規制・誘導を行います。また、歴史的に重要な建造物や地域のシンボル的な存在である樹
木などについては、景観計画の指定方針を踏まえ景観重要建造物や樹木に指定し、その保全・活用を
進めます。

まちの美化や景観に配慮したまちづくりのあり方など、市民・事業者の景観に関する関心を高めるた
め、意識啓発を行うとともに、市民や事業者が主体となった景観まちづくり活動を推進できるよう支
援を行います。

景観重点区域として位置づけている「新浦安駅周辺地区」と「新町地域」は、継続的に地域特性を活
かした魅力ある景観の維持や創出を図るため、建築行為などの規制・誘導を行うとともに、景観まち
づくりへの意識が高まっている地区については新たな景観重点地区の指定に向けた取り組みの検討
や、住民・事業者などの活動支援を行います。
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事業内容

景観重点区域として位置づけている「新浦安駅周辺地区」と「新町地域」について、今後も積極
的に地域特性を活かした魅力ある景観づくりを進めるため、建築行為などの規制・誘導を図り
ます。また、新たな景観重点区域の指定に向けた検討や景観まちづくりの機運が高まった地
区への専門家の派遣などを行います。

事業名 景観重点区域のまちづくり推進事業 都市計画課

【主要事業】

①地域主体で景観まちづくりに取り組む
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・

・

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 事業化検討 設計

事業内容

【計画事業】

①景観に配慮した公共施設等の整備

事業番号
事業名 シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】 担当課

企画政策課／障がい事
業課／高齢者支援課53211

35211

不法広告物処理事業 道路管理課

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】
みどり公園課／
道路整備課

境川水辺空間整備事業 【再掲】 道路整備課

浦安公園整備事業 【再掲】 みどり公園課

庁舎等建設事業 【再掲】 庁舎建設課

シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】
企画政策課／
障がい事業課／
高齢者支援課

新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 【再掲】 都市政策課

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

３－５ 暮らしに息づくふるさとのまち・浦安の景観をつくる

２）地域の魅力を高める公共施設を整備する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

景観上重要な資源である道路、公共建築物、土木工作物などについては、地域における景観形成の先
導的な役割を果たすよう、地域特性や周辺のまち並みに調和した外観とすることに留意しながら、整
備・更新を進めていきます。
市民が潤いや安らぎを感じられるよう、公園や緑地、街路樹、民有地の緑が連続する緑のネットワー
クの形成を促進します。

墓地公園整備事業 みどり公園課

①景観に配慮した公共施
設等の整備

事業番号
事業名 墓地公園整備事業 担当課 みどり公園課

事業内容
長期に安定して市民に墓所を供給するとともに、少子高齢化など社会情勢の変化に伴う多様化した市
民ニーズに対応するため、第３区に芝生墓所や樹林墓地、複合霊廟など多様な墓地施設の整備を推進
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本設計（複合霊廟及び管理施
設棟）
造成工事

実施設計（複合霊廟及び管理施
設棟）
園路整備工事

工事（複合霊廟及び管理施設棟）
墓域整備工事
植栽工事
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(千円)

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

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

【再掲】 担当課 都市政策課
53121

事業内容
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

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221

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）

事業番号
事業名 庁舎等建設事業 【再掲】 担当課 庁舎建設課

53212

○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

419,690 101,000 668,000 1,188,690
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事業名 不法広告物処理事業 道路管理課

事業内容
道路上の通行の安全確保とまちの美観を維持するため、道路上に掲出された張り紙や板うち
ポスター、立て看板などの不法広告物の除去を行います。

【主要事業】

①景観に配慮した公共施設等の整備

事業名 境川水辺空間整備事業【再掲】 道路整備課

事業内容

千葉県の地盤沈下対策事業として進めている護岸改修とあわせて周辺住民や市民の憩いの
場となるよう、境川のＢゾーン（新橋から江川橋までの区間）やＣゾーン（江川橋から東水門ま
での区間）の修景整備を進めます。また、Ａゾーン（西水門から新橋までの区間）では、周辺の
街並みやＢゾーン、Ｃゾーンと調和の取れた修景整備を行うため、千葉県と協議を進めます。
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都市像 ４

安 全 都 市
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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～を目指します。
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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

うした本市の特徴をとらえ、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

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：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

◆視点２：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

◆視点３：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

地域づくり

・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

・集合住宅のさ、建て替えなどを支援する

道路・交通

・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

安全・安心

・大規模災害に備えた公共施設の耐震、液状化対策を行う

・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

・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

193



現状と課題

本市の住宅地は、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、これまでの開発から、良

好な市街地環境の維持や土地利用の保全へと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行なわれています。今後は、こうした地域主体、市民

主体のまちづくり活動と行政が協働し、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が求められています。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。

１地域の特色を活かしたまちづくりに取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）地域の特色を活かした市街地環境を育む

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

市を目指します。

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。

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。

新町地域の残された未利用地について、少子高齢社会や人口減少社会を見据えた本市の新たな

拠点、魅力ある地域づくりの観点から土地利用を検討します。

２）地域主体のまちづくりに取り組む

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

りに反映できる仕組みづくりの検討に取り組みます。
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・

・

(千円)

【計画事業】

①地域のよさを守るための
適正な土地利用の推進

平成29年度 ３か年の合計

35111

事業内容

平成29年度

都市計画課

○計画事業費

検討
策定

①地域のよさを守るための適正な土地利用の推進

平成27年度 平成28年度

平成27年度 平成28年度

担当課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

１）地域の特色を活かした市街地環境を育む

【事業体系】

事業

景観計画運営事業 【再掲】 都市計画課

企画政策課／
都市政策課

４－１ 地域の特色を活かしたまちづくりに取り組む

41111

事業内容

都市政策課

千葉県企業庁の事業収束に伴い、今後のまちづくりが計画的に進むよう、「浦安地区第二期住宅地基
本計画」を基に、残された新町地域の開発の方向性を検討します。

年次計画

事業番号
事業名 担当課 企画政策課／都市政策課

計画事業・主要事業名 担当課

開発指導事業 都市計画課

0 10,800

新町地域土地利用基本計画策定事業

景観の維持・向上を図るため、実績の調査・検証を行い、計画を見直します。また、市民の景観に関す
る意識の高揚や活動の活性化を図るため、啓発事業を実施するとともに、重要建造物の指定制度や活
動団体などの表彰制度を実施します。

新町地域土地利用基本計画策定事業

10,800

講演会
制度実施

【再掲】
事業番号

事業名 景観計画運営事業

0

新町地域については、複合的な機能を有するまちづくりが計画的に進められるよう、残された未利用
地の開発を適切に誘導します。また、一定規模以上の宅地開発や中高層建築物の建設については、宅
地開発事業等に関する条例や景観条例などにより周辺の住環境と調和のとれた土地利用や開発を誘導
します。

壁面後退により創出された良好な歩行空間を市民と協働で維持、保全するため、協定の締結や支援に
取り組むとともに、市民、事業者、市が協働しながら、景観の維持、向上が図られるよう、啓発事業
をはじめ、重要な景観資源の指定制度や活動団体の表彰制度を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

フォローアップ調査
講演会

講演会

壁面後退用地整備に対する支援事業
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【主要事業】

①地域のよさを守るための適正な土地利用の推進

事業内容
地区計画や景観計画などにより確保・整備された壁面後退用地の歩行空間の適正な維持・保
全を誘導するため、管理協定の締結や維持保全に必要な補修・修繕に係る支援を検討し、実
施します。

事業名 壁面後退用地整備に対する支援事業 都市政策課

良好な生活環境を保全するとともに、計画的なまちづくりを推進するため、一定規模以上の宅
地開発や中高層建築物の建設については、浦安市宅地開発事業等に関する条例に基づき適
切に指導します。

事業内容

事業名 開発指導事業 都市計画課
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・

(千円)

市民のまちづくりへの関心の高まりを踏まえ、住民や自治会などのコミュニティ組織、管理組合が主
体的に取り組むまちづくり活動への支援を行います。また、地域主体のまちづくりを推進していくう
えで不可欠な合意形成の進め方や守るべき地域の価値の共有化を図るため、まちづくりに関する学習
の機会や情報提供を充実します。

【主要事業】

①多様な地域の力をまちづくりに活かす

事業名 うらやす市民大学運営事業【再掲】 市民大学

2,800

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、住民主体のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりアドバイ
ザーの派遣などの支援を行います。また、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会などの
啓発事業を実施するとともに、新たな支援方策を検討します。

年次計画

事業内容
市民と行政が協働してまちづくりに取り組むため、協働の担い手を育成する場として、実学と
実践を意識した授業の充実を図るとともに、市民と行政がともに学びあう拠点となるよう、活発
な情報交換の機会を提供します。

○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

800 1,000 1,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

【計画事業】

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

事業番号
事業名 良好なまちづくり支援事業 担当課 都市計画課

41221

【再掲】 市民大学

良好なまちづくり支援事業 都市計画課

まちづくり情報提供事業 都市計画課

①多様な地域の力をまちづ
くりに活かす

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

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４－１ 地域の特色を活かしたまちづくりに取り組む

２）地域主体のまちづくりに取り組む

事業 計画事業・主要事業名 担当課

うらやす市民大学運営事業

【事業体系】

事業名 まちづくり情報提供事業 都市計画課

事業内容

市民や事業者とまちづくりに関する情報の共有化を図るため、ホームページ上で公開している
GIS（JAM）を活用しながら、土地利用の動向や建築物の用途などの情報の更新やコンテンツ
の充実を図ります。また、ボーリングデータ（地盤調査の柱状図）などの地盤情報を収集、整理
し、建物や設備の建設、更新や被災した住宅などの修復、建替えの際に、液状化対策や耐震
化対策が促進されるよう、情報提供を行います。

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
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現状と課題

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密集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。

また、東京メトロ東西線の浦安駅周辺地区については元町地域の拠点としての充実を図るとと

もに、本市の商業や経済の核として引き続き発展するよう再整備に取り組む必要があります。

中町地域については、開発から約 40 年が経過し、一部の地区で建物の更新時期を迎えたこと

や、震災後、戸建住宅などの建替えによる街並みの変化が見られることから、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、適切な修繕や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、歩道や公園などの、公共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ることから、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。

２ バランスのとれた地域の発展に取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）元町らしさを活かした再整備を推進する

元町固有の歴史や文化資源を活かした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とらえながら、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。

密集市街地の住環境の改善や防災機能の向上を図るため、新中通りとその周辺市街地の再整備

に取り組みます。また、下水道の整備、市が買収した土地を活用した広場や避難経路の整備、街

区の再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、密集市街地の再整備にあわせた拡幅を進めます。さらに、支援制度の拡充、新た

な建築ルールづくりなど、狭あい道路や未接道宅地の解消に向け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。

浦安駅周辺については、駅周辺の歩行空間や交通機能の改善、地域商業の振興や多様な都市機

能の導入に取り組みます。

２）中町地域の良好な市街地環境を保全する

住宅の更新時期を迎えつつある中町地域については、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、昭和 56 年以前に建築された木造住宅や分譲集合住宅の

耐震化、分譲集合住宅の大規模修繕の促進などに取り組みます。

また、新浦安駅周辺地区では、自転車駐車場の整備や駅周辺の歩行空間の拡幅など、狭あい化

した道路環境の改善に取り組みます。

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

者が住み慣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。

３）新町地域の市街地環境を育む

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。

現在の市街地環境を守るため、適正な土地利用の維持や良好な景観形成を進めるとともに、地

域住民やコミュニティなどと連携した地域主体のまちづくりを推進します。
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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、少子高齢社会を見据え、新町地域の残された未利用地について、本市の新たな拠点、魅

力ある地域づくりの観点から土地利用を検討します。あわせて、未利用地となっている第二東京

湾岸道路用地の有効活用を図ります。
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・

・

・

・

・

【再掲】 建築指導課

地域に潤いを与え、市民が集い憩うことのできる場所となるよう、シビックコアゾーンに防災機能を
併せ持った浦安公園を整備します。また、点在する市有地とともに歴史や文化、貴重な水辺の空間な
ど元町地域固有の資源を活かし、新橋周辺の広場整備や境川沿いの修景整備などに取り組みます。

新橋周辺地区広場等拠点整備事業

密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業

元町地域液状化対策調査検討事業

浦安駅周辺地区の様々な課題を解決するため、「浦安駅周辺まちづくり取り組み方針」に沿って、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、事業化に向けた関係権利者との合意形
成に取り組みます。

②居住環境の改善

③新中通り線と周辺市街地
の整備

新中通り周辺市街地整備事業 まちづくり事務所

狭あい道路拡幅整備事業
建築指導課／
道路整備課／
道路管理課

境川水辺空間整備事業 【再掲】

浦安駅周辺再整備事業 【再掲】 市街地開発課

道路整備課

既存建築物耐震改修促進事業

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

【計画事業】

①地区のよさや課題に対応した再整備

事業番号
事業名 浦安公園整備事業 担当課 みどり公園課

42111

①地区のよさや課題に対
応した再整備

浦安公園整備事業

都市政策課／
都市計画課

みどり公園課

【再掲】

市街地開発課

道路整備課／
教育施設課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４－２ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

液状化被害の大きい中町地域、新町地域の復旧事業に引き続き、元町地域の幹線道路や学校施設の液
状化対策について調査・検討を行います。

防災まちづくりの計画を策定するとともに、耐震改修の促進や狭あい道路の拡幅、市有地を活用した
敷地の整序など、密集市街地の防災機能の向上や住環境の改善に取り組みます。

新中通りとその周辺市街地では、Ｂ地区での実績を踏まえ、新中通り猫実地区(やなぎ通り～みなと線
区間)の事業着手に向け周辺住民や関係権利者との協議・調整に取り組みます。
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事業内容
昭和56年以前に建築された木造住宅や分譲集合住宅、緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化を促進
するため、耐震診断や耐震改修の支援の拡充を図ります。また、地域防災計画や千葉県の耐震改修促
進計画の改定を踏まえ、耐震改修促進計画を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画改訂
拡充検討

実施 実施

事業番号
事業名 既存建築物耐震改修促進事業 【再掲】 担当課 建築指導課

47323

事業内容
猫実・堀江地区の密集市街地において、燃え広がらず壊れにくい地域づくりを目指し、事業計画を策定
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

街区プラン策定 地元調整 地元調整

事業番号
事業名

密集市街地防災まちづくり事業計画策
定事業

担当課 都市政策課／都市計画課
42121

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

事業番号
事業名 浦安駅周辺再整備事業 【再掲】 担当課 市街地開発課

53111

事業内容 今後の震災に備え、元町地域の幹線道路や学校施設の液状化対策について調査・検討を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討

事業番号
事業名 元町地域液状化対策調査検討事業 【再掲】 担当課 道路整備課／教育施設課

47311

事業内容
元町地域の防災機能を充実するとともに、地域の資源を活かすため、新橋周辺の市有地を拠点に広場
整備や点在する市有地を活用した路地空間の整備を進めます。また、千葉県の護岸工事と併せて記念
橋の近くにある市有地を活用し、境川の歩道空間の修景整備を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

広場など基本計画策定
広場など設計
歩行者ネットワーク整備

広場用地買戻し
広場整備

事業番号
事業名 新橋周辺地区広場等拠点整備事業 担当課 市街地開発課

42112

②居住環境の改善
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(千円)

②居住環境の改善

①地区のよさや課題に対応した再整備

事業内容

○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

39,957 52,405 1,082,924 1,175,286

事業内容
建築基準法第42 条第２項に該当する幅員４ｍに満たない狭あい道路については、沿道の建
築物の建替えに併せて拡幅整備を進めます。

【主要事業】

事業名 境川水辺空間整備事業【再掲】 道路整備課

千葉県の地盤沈下対策事業として進めている護岸改修とあわせて周辺住民や市民の憩いの
場となるよう、境川のＢゾーン（新橋から江川橋までの区間）やＣゾーン（江川橋から東水門ま
での区間）の修景整備を進めます。また、Ａゾーン（西水門から新橋までの区間）では、周辺の
街並みやＢゾーン、Ｃゾーンと調和の取れた修景整備を行うため、千葉県と協議を進めます。

事業名 狭あい道路拡幅整備事業
建築指導課／道路整備
課／道路管理課

事業内容
新中通りの猫実地区（やなぎ通り～みなと線区間）について、堀江・猫実Ｂ地区の事業完了に引き続き、
事業化に向け用地の先行取得を行うとともに、周辺住民や関係権利者と協議・調整を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議会立ち上げ準備
権利者の把握
用地取得計画策定

協議会立ち上げ
用地の先行取得

協議会の開催
用地の先行取得

③新中通り線と周辺市街地の整備

事業番号
事業名 新中通り周辺市街地整備事業 担当課 まちづくり事務所

42131
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・

・

・

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、住民主体のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりアドバイ
ザーの派遣などの支援を行います。また、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会などの
啓発事業を実施するとともに、新たな支援方策を検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

整備

事業番号
事業名 良好なまちづくり支援事業 【再掲】 担当課 都市計画課

41221

都市政策課
53121

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

分譲集合住宅支援事業 【再掲】 住宅課

【計画事業】

①良好な市街地環境の保全に地域で取り組む

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

【再掲】 担当課

新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 【再掲】 都市政策課

①良好な市街地環境の保
全に地域で取り組む

良好なまちづくり支援事業 【再掲】 都市計画課

既存建築物耐震改修促進事業 【再掲】 建築指導課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４－２ バランスのとれた地域の発展に取り組む

2）中町地域の良好な市街地環境を保全する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

中町地域の良好な住環境の維持・保全や住宅の適正な維持管理が促進されるよう、講演会やシンポジ
ウムなどの啓発事業を実施するとともに、技術者の派遣などの支援を行います。

都市拠点の１つである新浦安駅周辺地区では、良好な市街地環境の維持、向上を図るため、駅北口の
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緑とゆとりのある空間の創出に取
り組みます。

宅地の液状化対策や既存建築物の耐震改修を促進するため、耐震改修促進計画を改定するとともに、
昭和56年以前に建築された住宅や緊急輸送道路沿道建築物などの耐震診断や耐震改修の支援に取り組
みます。
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事業番号
事業名 既存建築物耐震改修促進事業

【主要事業】

①良好な市街地環境の保全に地域で取り組む

事業名 分譲集合住宅支援事業【再掲】 住宅課

実施

【再掲】

事業内容

分譲集合住宅の適正な維持管理を促進し、良好な住環境を維持するため、管理組合や居住
者を対象としたセミナーやシンポジウムの開催のほか、マンション管理士の派遣による相談支
援、マンションみらいネットの更新費用の助成を行います。また、分譲集合住宅における実情
やニーズを踏まえた新たな支援を検討します。

事業内容
昭和56年以前に建築された木造住宅や分譲集合住宅、緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化を促進
するため、耐震診断や耐震改修の支援の拡充を図ります。また、地域防災計画や千葉県の耐震改修促
進計画の改定を踏まえ、耐震改修促進計画を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画改訂
拡充検討

実施

担当課 建築指導課
47323
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・

・

・

・ 震災後の三番瀬の環境を踏まえ、市民が憩い、学習できる場となるよう施設の役割を再検証し整備に
向けて取り組むとともに、子どもたちが、様々な体験や交流を通じて創造性や自主性を育むことがで
きるよう、「こどもの広場」を整備するなど、新町地域の新たな魅力の創出に取り組みます。

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、住民主体のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりアドバイ
ザーの派遣などの支援を行います。また、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会などの
啓発事業を実施するとともに、新たな支援方策を検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

事業番号
事業名 良好なまちづくり支援事業 【再掲】 担当課 都市計画課

41221

事業内容
千葉県企業庁の事業収束に伴い、今後のまちづくりが計画的に進むよう、「浦安地区第二期住宅地基
本計画」を基に、残された新町地域の開発の方向性を検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
策定

事業番号
事業名 新町地域土地利用基本計画策定事業 【再掲】 担当課 企画政策課／都市政策課

41111

環境保全課

【計画事業】

①計画的なまちづくりの推進

こどもの広場の整備 【再掲】 青少年課

①計画的なまちづくりの推
進

新町地域土地利用基本計画策定事業 【再掲】
企画政策課／
都市政策課

良好なまちづくり支援事業 【再掲】 都市計画課

景観重点区域のまちづくり推進事業 【再掲】 都市計画課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４－２ バランスのとれた地域の発展に取り組む

3）新町地域の市街地環境を育む

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【事業体系】

今後も、計画的に複合機能のまちづくりが進められるよう、残された新町地域の未利用地の開発を適
切に誘導します。また、市民のまちづくりへの関心の高まりを踏まえ、住民や自治会などのコミュニ
ティ組織、管理組合が主体的に取り組むまちづくり活動への支援を行います。

景観重点区域に位置付けられている新町地域では地域特性を活かした魅力ある景観の維持や創出を図
るため、建築行為などの規制、誘導を図ります。

第二東京湾岸道路の整備の具体化に向け、引き続き関係機関に要望していくとともに、復旧・復興事
業の進捗に応じ、関係機関と調整を図りながら、道路用地の暫定的な活用を図ります。また、都市部
の潤いある緑を増やすとともに、高潮による被害を軽減するため、千葉県や企業庁と調整を行いなが
ら、市民や事業者と協働で絆の森の整備を進めます。

浦安絆の森整備事業 【再掲】 みどり公園課

②地域の魅力を高める

第二東京湾岸道路用地の有効活用 都市政策課

三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】
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(千円)

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29年度 ３か年の合計

0 0 5,000

平成27年度

○計画事業費

平成27年度 平成28年度

5,000

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）

事業番号
事業名 浦安絆の森整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課

33111

事業内容
ふるさとの海を後世につなげるため、震災後の環境変化を踏まえ、三番瀬干潟の保全に取り組むととも
に、市民が憩い、学習できる施設としての役割や運営方法などについて市民活動団体などと協議し、三
番瀬環境学習施設の整備に向けて取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整 基本計画見直し 設計

事業番号
事業名 三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】 担当課 環境保全課

33211

事業内容
子どもたちが伸び伸びと自由に遊び、様々な体験や交流を通じて創造性や自主性などを育むことができ
るよう、株式会社オリエンタルランドからの寄付を活用し、高洲地区に「こどもの広場」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

整備
開設

事業番号
事業名 こどもの広場の整備 【再掲】 担当課 青少年課

12211

事業内容
未利用となっている第二東京湾岸道路用地をプレイ・パークなどの市民利用が図られるよう、千葉県と
協議・調整を図り、土地利用の方向性を整理します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 設計

事業番号
事業名 第二東京湾岸道路用地の有効活用 担当課 都市政策課

42321

②地域の魅力を高める
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【主要事業】

①計画的なまちづくりの推進

事業名 景観重点区域のまちづくり推進事業【再掲】 都市計画課

事業内容

景観重点区域として位置づけている「新浦安駅周辺地区」と「新町地域」について、今後も積極
的に地域特性を活かした魅力ある景観づくりを進めるため、建築行為などの規制・誘導を図り
ます。また、新たな景観重点区域の指定に向けた検討や景観まちづくりの機運が高まった地
区への専門家の派遣などを行います。
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現状と課題

本市は、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。

元町地域は、震災による液状化被害はありませんでしたが、安全で安心して暮らせるよう、密

集市街地の住環境の改善や防火性の向上が求められています。今後は、震災からの復興を推進し

ていく上でも、福祉や防災、防犯、環境といった視点も含めた、本市の特性をとらえた住宅施策

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 40 年以上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、

街並みに変化が見られることから、今後も現在の住環境を維持向上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、地区のバランスの取れた人口構成を維持して

いくための取り組みが求められています。

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省エネルギー化など、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

大規模な集合住宅が数多くあります。このような集合住宅をまちの特性のひとつとしてとらえ、

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、集合住宅を基礎的な単位としたコミュニティが、防犯や防災、緑

化など、様々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。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

来に渡って良好な住宅ストックとなるよう、長寿命化などの支援のあり方について、検討してい

く必要があります。

３ 安心して暮らせる住生活を創造する具体的

施 策

210



課題解決のための取り組みの方向

１）住環境の整備に総合的に取り組む

良好な街並みの形成や維持保全、密集市街地の改善、住宅地の耐震・液状化対策などにより、

誰もが安心できる良好な住環境の整備を目指します。

地域の住環境の維持及び向上を図るため、地域全体の取り組みを支援します。また、良好な住

宅ストックを形成するため、スマートハウスなど環境に配慮した住宅への支援や長期優良住宅な

どの情報提供や普及啓発に取り組みます。

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・世帯がライフ

スタイルやニーズに応じて暮らせるよう、住み替えや建て替えの促進を支援するとともに、良質

な住まいづくりに取り組みます。

２）集合住宅の課題に取り組む

分譲集合住宅の適正な管理を促進していくため、管理組合の活動を支援するとともに、将来の

建て替えや長寿命化対策などの支援策について、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。

地域福祉など地域の課題を解決していくため、管理組合や自治会などのコミュニティによる地

域主体の取り組みを支援していきます。
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・

・

良好なまちづくり支援事業 【再掲】 都市計画課

事業 計画事業・主要事業名 担当課

第２次住生活基本計画策定事業 住宅課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-３ 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

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を推進するため、第２次住生活基本計画を策定しま
す。また、一定規模以上の宅地開発や中高層建築物の建設については、宅地開発事業等に関する条例
や景観条例などにより周辺の住環境と調和のとれた土地利用や開発を誘導します。
市民のまちづくりへの関心の高まりを踏まえ、住民や自治会などのコミュニティ組織、管理組合が主
体的に取り組むまちづくり活動への支援を行うとともに、市民、事業者、市が協働しながら、景観の
維持、向上が図れるよう、啓発事業をはじめ、重要な景観資源の指定制度や活動団体の表彰制度を実
施します。

【事業体系】

景観計画運営事業 【再掲】 都市計画課

住宅課

既存建築物耐震改修促進事業

担当課 住宅課

【再掲】 建築指導課

事業番号
事業名 第２次住生活基本計画策定事業

【再掲】 都市計画課

①良好な住環境を守る

浦安エコホーム事業 【再掲】 環境保全課

②多様な住宅ニーズへの
対応

住み替え支援促進事業 【再掲】

①良好な住環境を守る

障がい者グループホーム整備事業 【再掲】 障がい事業課

【計画事業】

開発指導事業

43111

事業内容
住生活の安定と向上を図るため、「浦安市住生活基本計画」の計画期間の終了に伴い、第２次計画を
策定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討 策定

事業番号
事業名 良好なまちづくり支援事業 【再掲】 担当課 都市計画課

41221

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、住民主体のまちづくり活動を活性化するため、まちづくりアドバイ
ザーの派遣などの支援を行います。また、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会などの
啓発事業を実施するとともに、新たな支援方策を検討します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施

アドバイザー派遣
講演会実施
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(千円)

事業内容
障がいのある人のグループホームの整備を促進するため、民間事業者が整備などに要する
費用の一部を補助します。

【主要事業】

①良好な住環境を守る

事業名 開発指導事業【再掲】 都市計画課

②多様な住宅ニーズへの対応

事業番号
事業名

事業内容
良好な生活環境を保全するとともに、計画的なまちづくりを推進するため、一定規模以上の宅
地開発や中高層建築物の建設については、浦安市宅地開発事業等に関する条例に基づき適
切に指導します。

事業名 障がい者グループホーム整備事業【再掲】 障がい事業課

住み替え支援促進事業 【再掲】 担当課

事業番号
事業名 景観計画運営事業 【再掲】 担当課 都市計画課

35111

事業内容
景観の維持・向上を図るため、実績の調査・検証を行い、計画を見直します。また、市民の景観に関す
る意識の高揚や活動の活性化を図るため、啓発事業を実施するとともに、重要建造物の指定制度や活
動団体などの表彰制度を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

フォローアップ調査
講演会

講演会
講演会
制度実施

住宅課
61132

事業内容
市外からの子育て世代の流入促進や、高齢期まで住み続けられるシームレスな住まい方を柱とした、住
み替え支援に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
関係機関との協議・調整

実施 実施

事業番号
事業名 既存建築物耐震改修促進事業 【再掲】 担当課 建築指導課

47323

事業内容
昭和56年以前に建築された木造住宅や分譲集合住宅、緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化を促進
するため、耐震診断や耐震改修の支援の拡充を図ります。また、地域防災計画や千葉県の耐震改修促
進計画の改定を踏まえ、耐震改修促進計画を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画改訂
拡充検討

実施 実施

②多様な住宅ニーズへの対応

○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

0 3,642 4,926 8,568
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事業名 浦安エコホーム事業【再掲】 環境保全課

事業内容
再生可能エネルギーの導入やエネルギー使用の合理化などにより、住宅の省エネルギー化を
図るため、住宅に太陽光発電システムや省エネルギー設備などの設置費用の一部を補助しま
す。
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・

・

事業内容
マンションに居住する高齢者が、孤立することなく、安心して生活することができるよう、サロン
活動や安否確認などを行う管理組合や自治会に、必要な経費の一部を助成します。

事業名 高齢者あんしんマンションライフ支援事業 高齢者支援課

【主要事業】

①集合住宅の適正な維持管理に取り組む

事業名 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し、良好な住環境を維持するため、管理組合や居住
者を対象としたセミナーやシンポジウムの開催のほか、マンション管理士の派遣による相談支
援、マンションみらいネットの更新費用の助成を行います。また、分譲集合住宅における実情
やニーズを踏まえた新たな支援を検討します。

①集合住宅の適正な維持
管理に取り組む

分譲集合住宅支援事業 住宅課

高齢者あんしんマンションライフ支援事業 高齢者支援課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-３ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

集合住宅の良好な住環境の維持保全には欠かすことのできない住民の主体的な維持管理活動を促進す
るため、セミナーやシンポジウムの開催、専門家による派遣相談の実施など、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に取り組みます。また、マンションの適正な維持管理を促進する
ため、管理組合による計画的な修繕を支援するとともにマンションみらいネットに登録している管理
組合に対し、更新費用の助成を行います。

管理組合の活動を通して住民間の交流を促すなど、高齢者が安心して住むことができるよう、地域コ
ミュニティの強化を支援します。
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現状と課題

本市では、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

整備が進められたことから、一部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。

その一方で、東日本大震災に伴う液状化により、多くの道路で陥没や損壊などの被害を受けた

ほか、一部の道路では宅地との境界にずれが生じました。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、被災の程度や交通量、周辺市街地の状況

などを踏まえ、地区の特性にあわせた効果的な道路の復旧や整備、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、新中通りの整備や狭あいな道路の拡幅など、密集市街地の再整備

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、それぞれの地域が持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り、千葉県も減少傾向にあるも

のの、交通事故死者数に占める高齢者の割合が依然として全国的に高い水準で推移しています。

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多く、今後も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くなっています。

そのため、子どもや高齢者などの歩行者の安全を確保するための、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通行空間の整備による安全性の向上など、

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、取締りの強化を警察に要請していく必要があります。

４ 地域をつなぐ道路網の充実に取り組む具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）安全・安心で快適な道路網を整備する

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）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 号東京湾岸道路の交通渋滞の緩和を図るため、国が進めている３種道路の整備

や舞浜交差点の早期立体化を促進します。

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、新中通りの整備や震災で休止していた当代島旧県道の再整備、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。中町・新町地域については、

地区住民と調整しながら被災した道路の復旧を進めます。また、今後の震災に備え、復旧工事と

併せて主要な幹線道路の液状化対策に取り組みます。

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、交通安全や景観に配慮しながら、周辺の交通量やまちづくりにあわせた道路の整備や改

良に取り組むとともに、道路や橋りょうの計画的で効率的な維持管理を行います。

２）交通安全対策を充実する

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。

子どもや高齢者などの歩行者の安全を確保するため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、交差点や自転車通行空間の整備による安全性の向上など、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意識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、警察などの関係機関と連携しながら推進します。
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・

・

・

狭あい道路拡幅整備事業 【再掲】
建築指導課／
道路整備課／
道路管理課

②まちづくりや地域の特性
にあわせた道路整備の推
進

【再掲】

【再掲】

【再掲】

道路整備課

道路整備課

道路整備課

道路管理課

道路整備課

④道路施設の適正な維持
管理

道路冠水対策事業

道路ストック総点検事業

災害非常用街灯設置事業

地籍調査事業

橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業

①自動車交通ネットワークの整備

道路等復旧事業

幹線道路液状化対策事業

【再掲】

【再掲】

国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業

元町・中町散策路整備事業

③道路環境の改善

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-４ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

市内の道路ネットワークの充実や道路渋滞緩和のため、国が進めている国道357号東京湾岸道路の整備
や舞浜交差点の早期立体化を促進します。

道路の復旧・復興事業に併せて液状化対策を実施するとともに、震災によって一時休止していた当代
島旧県道整備事業を再開し、道路環境の改善を図ります。また、道路ストック総点検を実施し、道路
施設の適正な維持管理を図ります。

密集市街地の狭あい道路に対して拡幅工事を行うための事業計画を策定するほか、元町地域・中町地
域における魅力ある散策路の計画的な整備や、新中通りとその周辺市街地の再整備を行うことによ
り、地域の特性にあわせた道路整備を推進します。

都市政策課

密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業 【再掲】
都市政策課／
都市計画課

新中通り周辺市街地整備事業 【再掲】 まちづくり事務所

道路整備課

当代島旧県道再整備事業 道路整備課

街灯ＬＥＤ化事業 【再掲】 道路整備課

道路整備課

道路整備課

【再掲】

【計画事業】

①自動車交通ネットワークの整備

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

担当課 都市政策課
44111

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

新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 【再掲】 都市政策課
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担当課 都市政策課
53121

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

②まちづくりや地域の特性にあわせた道路整備の推進

③道路環境の改善

事業番号
事業名

密集市街地防災まちづくり事業計画策
定事業

【再掲】 担当課 都市政策課／都市計画課
42121

事業内容
猫実・堀江地区の密集市街地において、燃え広がらず壊れにくい地域づくりを目指し、事業計画を策定
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

街区プラン策定 地元調整 地元調整

事業番号
事業名 新中通り周辺市街地整備事業 【再掲】 担当課 まちづくり事務所

42131

事業内容
新中通りの猫実地区（やなぎ通り～みなと線区間）について、堀江・猫実Ｂ地区の事業完了に引き続き、
事業化に向け用地の先行取得を行うとともに、周辺住民や関係権利者と協議・調整を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議会立ち上げ準備
権利者の把握
用地取得計画策定

協議会立ち上げ
用地の先行取得

協議会の開催
用地の先行取得

事業番号
事業名 当代島旧県道再整備事業 担当課 道路整備課

44131

事業内容
歩行者の通行の安全確保や道路景観の向上を図るため、船圦緑道交差点から市川市境の整備を行い
ます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施設計 工事
工事
完了

実施

事業番号
事業名 道路等復旧事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47313

事業内容 下水道やガスなど、ライフラインの復旧工事と調整を図りながら、道路の災害復旧工事を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施

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

【再掲】

設計 整備
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年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設計 実施 実施

工事（元町）
工事（元町）
調査（中町・新町）

事業番号
事業名 災害非常用街灯設置事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47111

事業番号
事業名 道路ストック総点検事業 担当課 道路整備課

44141

異常気象に伴う局地的な集中豪雨の際に、道路冠水が発生している地区の被害を軽減するため、東野
地区では一時的に雨水を貯められる地下貯留施設を設置するとともに、国道357号東京湾岸道路立体
整備促進事業の進捗状況を踏まえながら、舞浜地区においても設置に向けて検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置（東野地区）
検討（舞浜地区）

事業内容

事業番号
事業名 道路冠水対策事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47212

道路整備課
47314

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

平成27年度 平成28年度

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

年次計画

担当課 道路管理課
47321

事業内容
安全で円滑な交通を確保するとともに効率的な維持管理が行えるよう舗装面や道路付属施設を点検し
必要な対策を行います。

事業内容
震災時などの停電時に円滑に避難ができるように、太陽光発電システムや蓄電池を搭載した災害非常
用街灯を設置します。

平成29年度

調査（元町）

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施（大規模街区） 実施（戸建て住宅街区） 実施（戸建て住宅街区）

④道路施設の適正な維持管理

事業内容 東日本大震災の液状化現象により、移動した土地の境界を確定するため、地籍調査を実施します。

事業番号
事業名 地籍調査事業 【再掲】

220



(千円)

事業名 狭あい道路拡幅整備事業【再掲】
建築指導課／道路整備
課／道路管理課

事業内容
建築基準法第42条第２項に該当する幅員４ｍに満たない狭あい道路については、沿道の建築
物の建替えに併せて拡幅整備を進めます。

○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

27,651 44,000 111,516 183,167

【主要事業】

②まちづくりや地域の特性にあわせた道路整備の推進

道路整備課
47315

平成28年度 平成29年度

点検、診断
長寿命化修繕計画の修正
設計

【再掲】橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業

事業内容
市が管理する橋りょうの適切な維持管理やライフサイクルコストの最小化を図るため、計画的な修繕を
行うとともに、東日本大震災後に改訂された道路橋示方書を踏まえ、橋りょうの耐震対策を実施します。

年次計画

平成27年度

事業番号
事業名 担当課

事業内容 市内街灯の電気量や維持管理コストの縮減を図るため、街路灯のＬＥＤ化を推進します。

事業名 元町・中町散策路整備事業 道路整備課

事業内容
地域ごとの魅力に触れながら市内を散策することができるよう、元町・中町に総合案内板やサ
インなどを設置し、散策路の充実を図ります。

事業名 街灯ＬＥＤ化事業【再掲】 道路整備課

④道路施設の適正な維持管理
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・

・

①交通安全施設の充実

歩行者や自転車が安全・快適に通行できるよう、道路反射鏡、路面表示などの整備促進による交通安
全施設の充実を図るとともに、通行区分の視覚的分離や誘導による自転車通行環境の整備に取り組み
ます。
交通安全の意識の高揚を図るため、引き続き、交通安全の普及・啓発活動などに取り組みます。

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-４ 地域をつなぐ道路網の充実に取り組む

２）交通安全対策を充実する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

交通安全施設整備事業 交通安全課

②交通安全意識の普及
自転車安全利用推進事業 交通安全課

交通安全教育事業 交通安全課

②交通安全意識の普及

【主要事業】

①交通安全施設の充実

事業名 交通安全施設整備事業 交通安全課

事業内容
浦安警察署と連携し、道路反射鏡や路面標示など交通安全施設の充実に取り組むほか、自
転車による交通事故の防止を図るため、関係機関と調整を図りながら自転車通行環境を整備
します。

事業名 交通安全教育事業 交通安全課

事業内容

事業名 自転車安全利用推進事業 交通安全課

交通安全教室、自転車交通安全教室を開催し、幼少期より年齢層に合わせた交通安全教育
を段階的に実施します。また、市内中学生などを対象に、スケアード・ストレイト教育技法（恐怖
直視型教育技法）を活用した自転車交通安全教室を開催します。

事業内容
自転車安全利用指導員を中心に、関係団体などと連携し、自転車の運転マナーや安全利用
のＰＲを行い、自転車の安全利用に対する普及・啓発を図ります。
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現状と課題

本市には、公共交通機関として鉄道２社２路線とバス３社 29 路線があるほか、アーバンリゾ

ートゾーン内には、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

関となっています。

鉄道輸送については、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、高齢社会が進展するなか、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、利便性の向上が求められま

す。新浦安駅や舞浜駅では、バス路線の充実に伴い、バスターミナルが過密化しています。

また、高齢者や障がいのある方、妊婦や乳幼児を抱えた母親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、医療センター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 16.98ｋ㎡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。今後も民間事

業者の取り組みも含めたさらなる自転車駐車場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、減少していますが、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の

継続が必要となっています。

５ 地域を結ぶ都市の交通環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）地域を結ぶ公共交通網を充実させる

今後のまちづくりにあわせた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、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、ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線の相互直通運転など、利便性

や安全性、快適性の向上、輸送力の増強を関係機関に要請していきます。

２）自転車利用環境を整える
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とともに、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緑道の整

備を進めます。

また、自転車駐車場利用者の利便性の向上を図るため、引き続き、利用者のニーズをとらえ、

適切かつ合理的な自転車駐車場の管理運営に取り組むとともに、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。
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・

(千円)

○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

7,200 0 0 7,200

①バスや鉄道などの公共
交通網の充実

事業内容
新宿や渋谷、羽田方面への鉄道利用者の利便性向上を図るため、ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りん
かい線の相互直通運転の実現に向け、関係市との連携を図りながら、鉄道事業者や関係機関と協議し
ます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議会への参加
相互直通運転による効果検証

協議会への参加 協議会への参加

事業番号
事業名

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

担当課 都市政策課
45112

事業内容
バス利用者の利便性向上を図るため、事業者が実施する乗継運賃割引制度の導入費用の一部を助成
するとともに、高齢社会の進展を見据えたバス路線網のさらなる充実・強化に向けて、事業者と協議しま
す。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

乗継運賃割引制度の実施支援 検討 協議・調整

【計画事業】

①バスや鉄道などの公共交通網の充実

事業番号
事業名 バス交通利用促進事業 担当課 都市政策課

45111

バス交通利用促進事業 都市政策課

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 都市政策課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-５ 地域を結ぶ都市の交通環境を整える

１）地域を結ぶ公共交通網を充実させる

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

利用者の利便性の向上を図るため、バス交通については乗継運賃の負担軽減策や、きめ細かなバス路
線の構築の実現に向けて事業者と協議を進め、また、鉄道輸送については、ＪＲ京葉線と東京臨海高
速鉄道りんかい線との相互乗り入れの実現について事業者や関係機関へ働きかけることより、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。
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・

・

交通安全課

②自転車利用環境の整備

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）

事業番号
事業名 浦安絆の森整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課

33111

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

【計画事業】

①駅周辺での自転車問題に取り組む

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

【再掲】 担当課 都市政策課
53121

②自転車利用環境の整備
浦安絆の森整備事業 【再掲】 みどり公園課

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】
みどり公園課／
道路整備課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-５ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

道路や河川・海岸沿いの緑地を利用して、歩行者や自転車が快適に移動できるネットワークの整備を
図り、自転車利用の利便性の向上を図ります。

担当課

①駅周辺での自転車問題
に取り組む

新浦安駅北口及び若潮通り歩行空間拡幅事業 【再掲】 都市政策課

ゆとりある駅前歩行空間の確保に取り組むとともに、引き続き放置自転車対策として、啓発活動や適
切な自転車駐車場の管理運営に努めます。

放置自転車対策事業 交通安全課

自転車駐車場管理運営事業
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自転車駐車場管理運営事業 交通安全課

事業内容
浦安駅、新浦安駅、舞浜駅の周辺に設置した28か所の自転車駐車場について、指定管理者
制度を活用し適切な管理運営に取り組みます。

事業内容
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

平成27年度

事業名 放置自転車対策事業 交通安全課

事業内容
駅周辺を中心に、自転車などの放置防止に関する啓発活動のほか、放置自転車の移送、保
管など業務を行うことにより、市民の良好な生活環境の確保を図ります。

【主要事業】

①駅周辺での自転車問題に取り組む

事業名

平成28年度 平成29年度

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

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221
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現状と課題

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、本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目指して、平成 20

年度に防犯計画を策定し、地域団体を中心とした様々な防犯活動や高洲移動防犯ステーションの

設置、駅周辺への防犯カメラの設置などに取り組んだ結果、犯罪発生件数は、平成 26 年には、

2,332 件まで減少（ピーク時の平成 13 年の 41％まで減少）しています。（※平成 13年 5,645 件）

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、市民や

地域との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。

６ 日常の安全・安心をより確かにする具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）地域の特性に対応した消防体制を充実する

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。

２）防犯活動を推進する

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します。

高洲移動防犯ステーションを拠点とし、引き続き防犯指導員による防犯相談や防犯教室などに

取り組みます。

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

報の配信を行います。

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、引き続き街頭緊急通報装置（ス

ーパー防犯灯）や防犯灯の運用を行うとともに、地域の防犯診断を充実し危険箇所の改善を図り

ます。

また、地域主体による子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

などの子どもたちが多く集まる公共施設の防犯対策を推進します。
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(千円)

消防資機材整備事業 消防本部警防課

【主要事業】

①消防力の充実

事業名 消防ポンプ（水槽付含む）自動車購入事業 消防本部警防課

事業内容
効果的な消防活動を実現するため、最新の資機材を装備した消防ポンプ（水槽付含む）自動
車に更新します。

○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

87,838 87,838 87,838 263,514

事業内容
現在、千葉県北西部ブロック11市のうち、本市を含む６市の１１９番受信や消防指令業務を担っている
千葉北西部消防指令センターの拡張に向けて、協議会を開催し、システムの再構築や運用方法などに
ついて検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議会への参加 協議会への参加 協議会への参加

消防本部警防課

【計画事業】

①消防力の充実

事業番号
事業名 消防指令業務の共同運用 担当課 消防本部警防課

46111

消防本部総務課

②救急救助体制の充実

高規格救急自動車購入事業 消防本部警防課

救急救命士の養成 消防本部警防課

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業

救急需要の増加、世帯構成の変化、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
急自動車の更新や救急救命士の養成など、救急救命体制の充実強化に取り組みます。

①消防力の充実

消防指令業務の共同運用 消防本部警防課

消防ポンプ（水槽付含む）自動車購入事業 消防本部警防課

消防団充実・強化事業

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、公共施設や事業所などへの設
置を引き続き促進するとともに、市内のコンビニエンスストアなどへの設置を進めます。

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-６ 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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

消防指令業務の共同運用を推進するため、現在、本市を含む６市で共同運用している千葉北西部消防
指令センターについて、11市による共同運用への拡大に向けた協議を進めます。

消防力の維持や向上を図るため、消防ポンプ自動車などの消防車両や消防資器材の整備・更新を進め
るとともに、消防団の充実や強化を図ります。
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事業名 高規格救急自動車購入事業 消防本部警防課

事業内容
救急業務の高度化に対応するため、最新の救急資機材を装備した高規格救急自動車に更新
します。

事業内容
救命率の向上に向け、公共施設や事業所などへのAED設置を引き続き促進するとともに、そ
の使用方法を指導するなど、AEDの普及を推進します。

事業名 救急救命士の養成 消防本部総務課

事業内容 救急業務の高度化に対応するため、救急救命士を計画的に養成します。

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 消防力を維持し、各種災害に迅速に対応できるよう、消防資機材の整備・更新を進めます。

事業名 消防団充実・強化事業 消防本部総務課

事業内容
地域における消防力や防災力の向上、地域コミュニティの維持・振興を図るため、新規入団者
の募集や少年消防団活動を推進し、消防団の充実・強化を図ります。

事業名 消防資機材整備事業 消防本部警防課

②救急救助体制の充実
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・

・

・

事業内容
高洲移動防犯ステーションを活動拠点とし、特別防犯指導員（警察官OB）を中心に、防犯相談
や防犯診断、防犯訓練、防犯教室などの活動を小学校や幼稚園、保育園、公園など様々な場
所で実施します。

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懸念される小・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。

事業名 自主防犯・見守り隊活動支援事業 防犯課

事業内容

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の自主防犯活動団体、防犯ボランティア団体に対し、防犯
活動に必要な物資の貸与や防犯パトロール車両の貸出しなどの支援を行います。また、地域
で自主防犯活動をしている団体同士の連携により「市内見守り隊」を結成し、中学校区単位で
の効果的な防犯活動を推進します。

事業名 移動防犯事業 防犯課

防犯課

街頭緊急通報装置整備事業 防犯課

【主要事業】

①地域防犯活動の推進

学校等防犯対策事業 【再掲】

防犯課／保育
幼稚園課／青
少年課／指導
課／保健体育
安全課

防犯課

浦安市防犯協会運営費補助金交付事業 防犯課

②犯罪が起こりにくい地域
コミュニティづくり

防犯活動啓発事業 防犯課

公共空間犯罪対策事業

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-６ 日常の安全・安心をより確かにする

２）防犯活動を推進する

事業 計画事業・主要事業名

【事業体系】

担当課

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「市内見守り隊」の体制強化を推進す
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。

浦安市防犯協会や浦安警察署との連携を強化し、より早く正確にわかりやすい犯罪発生情報や防犯関
連情報の発信に努めます。また、各種防犯キャンペーンや講演会などを通じ、市民の防犯意識の高揚
を図ります。

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ち、地域団体の構成
員間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。

犯罪が発生しやすい公共空間の安全を確保するため、街灯緊急通報装置や防犯カメラの運用のほか、
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。

①地域防犯活動の推進
移動防犯事業 防犯課

自主防犯・見守り隊活動支援事業 防犯課

市内巡回パトロール事業
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事業名 学校等防犯対策事業【再掲】
防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／指導課／
保健体育安全課

事業内容

警察と連携した実践的・効果的な防犯訓練、防犯教室の実施により教職員の危機管理意識の
向上と児童生徒の防犯教育の充実を図るとともに、小学校への警備員配置や防犯カメラの設
置などによる防犯体制の強化を行います。また、通学時の安全対策として、小学校新入生へ
の防犯ブザーの無償配布やＰＴＡや地域ボランティアなどとの連携・協力による通学路の見守
り活動を推進します。

防犯課

防犯課

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場所に設置している防犯カメラや警察への通報装置を装備した街頭緊急
装置（スーパー防犯灯）12基の運用を引き続き行います。

事業内容
防犯協会や警察署と連携しながら、防犯キャンペーンや防犯講演会、防犯講話などを実施し、
市民の防犯意識の高揚を図ります。

事業名 公共空間犯罪対策事業

事業名 浦安市防犯協会運営費補助金交付事業 防犯課

事業内容
公共空間での犯罪の発生抑止などを目的にネットワーク化した24台の防犯カメラの運用を図
ります。

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様々な防犯事業を展開している浦安市防犯協
会を支援します。

②犯罪が起こりにくい地域コミュニティづくり

事業名 防犯活動啓発事業
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現状と課題

本市は、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。

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、埋め立てにより造成された中町地

域及び新町地域を中心に市域の 86％にも及ぶ範囲で液状化現象が発生し、土砂の噴出や

地盤沈下がおこりました。この液状化現象に伴い、道路や上下水道などの都市基盤施設

が被害を受けるとともに、戸建住宅では沈下や傾斜被害を受け、集合住宅ではライフラ

インが損壊するなど多くの被害を受けました。

今後は早期に復旧を図るとともに、発生が想定される首都直下型地震などによる複合

災害の被害を最小限に抑える「減災」と、被災しても早期に復旧が図れるよう「回復力」

を基調とした都市基盤施設の強化や充実が必要となります。

本市は、木造家屋が密集し道路も狭あいな密集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、緊急輸送道路や避難所となる施設については、被災後もそれぞれの機能や性能

が確保できるよう液状化対策などを講じる必要があります。

災害発生直後から上下水道の使用停止や計画停電などが市民生活や産業活動に大き

な影響を与えましたが、市民や地域、事業者、行政などが協力し、広域的な応援を得な

がら応急対策活動に取り組んできました。

今後も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。

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、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。

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。

７ 災害に備える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）地域主体の震災対策に取り組む

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、市民、地域コミ

ュニティ、事業者、市などの多様な主体がそれぞれの役割や責任を明確にし、自立した活動ので

きる防災体制を確立・強化するとともに、災害時に相互に協力して復旧・復興に向けて取り組む

ことができるよう協力や連携体制を強化します。

自主防災組織相互のネットワークを強化するとともに、防災資機材の整備・強化をはじめとす

る自主防災組織の機能の向上、避難所となる小中学校などへの災害時トイレの整備など、避難所

機能の整備・充実を図ります。また、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。さらに、防災備蓄用品などの

充実を図ります。

災害時に必要な様々な情報を市民や来訪者などに的確に伝えられるよう、防災行政用無線や地

域防災無線などの既存手段の活用に加え、新しい技術の導入の検討など、多様な情報収集・発信

手段の強化を図ります。

２）治水・排水体制を充実する

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、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や境

川河口部の水門と排水機場の新設を促進し、治水機能の向上を図ります。

３）耐震・液状化対策に取り組む

今後、発生する震災に備え、市が管理する主要な道路や下水道などの都市基盤施設及び避難所

となる学校施設などについては、耐震・液状化対策を行うとともに、緊急輸送道路に指定されて

いる国や千葉県が管理している都市基盤施設についても耐震・液状化対策を要請します。

公益施設については、大規模改修や建替えなどの機会をとらえ、必要な耐震・液状化対策を検

討・実施します。

また、宅地の液状化対策については、復興交付金を活用した道路などの公共施設との一体的な

対策を推進します。個別の建替え時に、耐震・液状化対策などを推進するため、専門家による相

談、震災資料アーカイブの構築や地盤情報などの情報提供を行います。
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・

・

・

・

・ 防災行政用無線や地域防災無線、ケーブルテレビなどを通じて地震などの災害時の情報伝達、情報収
集を行います。また、震災情報の収集・利活用により、市民の災害対応力の向上を図ります。

災害時のボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアコーディネーターの養成や災害
ボランティアセンターの設置・運営マニュアルに基づく訓練を行います。

防災課

災害時の避難所運営推進事業 教育総務課

災害時要援護者支援事業

社会福祉課/障
がい事業課/高
齢者支援課/介
護保険課

道路整備課

災害時トイレ整備事業
防災課／教育
施設課／生涯
学習課

総合防災訓練等実施事業 防災課

実践型訓練事業 【再掲】

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-７ 災害に備える

１）地域主体の震災対策に取り組む

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

地域防災計画風水害等編及び大規模事故編の改定、実践型の防災訓練や災害時のトイレの購入・備蓄
など、総合的な防災対策に取り組みます。

自助・共助による防災活動を推進し、地域における防災意識の高揚と防災活動を促進するため、自主
防災組織の活動を支援するとともに、高齢者や障がいのある人などの災害時要援護者が円滑に避難で
きるよう、地域の自主防災組織などと連携した避難支援体制の構築に取り組みます。また、大規模な
災害が発生した場合、避難所開設・運営が円滑にできるよう、地域と連携し、マニュアル作成に取り
組みます。

震災の教訓を踏まえ、防災備蓄用品の充実・更新を行うとともに、耐震性貯水槽の液状化対策工事に
よる給水対策を講じます。

①総合的な震災対策の推
進

地域防災計画改定事業 防災課

自主防災組織育成事業 防災課

②自助・共助体制の充実

社会福祉課

災害非常用街灯設置事業

災害ボランティア事業

耐震性貯水槽液状化対策事業

③防災備蓄の充実

災害時トイレ整備事業

福祉避難所支援物資整備事業

防災備蓄用品整備事業

受水槽緊急遮断装置設置補助事業

【再掲】

④災害情報の共有化
電子資料提供サービス事業

災害時情報伝達事業

防災課

防災課／教育
施設課／生涯
学習課

障がい事業課／
高齢者支援課

防災課

防災課

中央図書館

防災課
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事業内容
震災の教訓を踏まえ、指定避難所などに有効な災害時トイレの整備について調査・検討を行います。ま
た、組み立て式トイレなどの災害非常用トイレを購入し、備蓄します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整
検討

整備 整備

事業番号
事業名 災害時トイレ整備事業 担当課

防災課／教育施設課／
生涯学習課47113

事業内容
大規模な災害に備え、地域防災計画の実効性を高めるため、図上訓練などの災害応急活動に係る実
践型の訓練を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
実施

実施 実施

事業番号
事業名 実践型訓練事業 【再掲】 担当課 防災課

61211

事業内容
市民の生命や身体、財産を災害から守るため、地域防災計画（震災編）の改定に引き続き、風水害等編
及び大規模事故編を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

改定

事業番号
事業名 地域防災計画改定事業 担当課 防災課

47112

事業内容
震災時などの停電時に円滑に避難ができるように、太陽光発電システムや蓄電池を搭載した災害非常
用街灯を設置します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設計 実施 実施

【計画事業】

①総合的な震災対策の推進

事業番号
事業名 災害非常用街灯設置事業 担当課 道路整備課

47111
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(千円)

○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

事業番号
事業名 災害時トイレ整備事業

79,700 17,434 25,434 122,568

②自助・共助体制の充実

事業名 災害時の避難所運営推進事業 教育総務課

事業内容
大規模な災害が発生した際に、地域住民が主体となって避難所の開設・運営できるよう、地域
住民、教職員、市職員などが連携し、地域の実情にあった避難所開設・運営マニュアルの作
成を推進します。

【主要事業】

①総合的な震災対策の推進

事業名 総合防災訓練等実施事業 防災課

事業内容
災害時を想定し、市民主体の具体的でより実践的な防災訓練を実施します。また、自治会や
事業所など地域が主体となって取り組む防災訓練などを支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

協議・調整
検討

整備 整備

④災害情報の共有化

事業名

【再掲】 担当課
防災課／教育施設課／
生涯学習課47113

事業内容
震災の教訓を踏まえ、指定避難所などに有効な災害時トイレの整備について調査・検討を行います。ま
た、組み立て式トイレなどの災害非常用トイレを購入し、備蓄します。

事業内容
災害時の飲料水を確保するため、中央公園、総合公園の２か所に設置されている耐震性貯水槽の液状
化対策工事を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

工事（中央公園・総合公園）

事業番号
事業名 耐震性貯水槽液状化対策事業 担当課 防災課

47131

電子資料提供サービス事業 担当課 中央図書館
47141

事業番号

事業内容
震災情報を収集するとともに、その利活用を促進するため、引き続き震災アーカイブの構築に取り組み
ます。また、地域資料や行政資料などの利活用を推進するため、新たな資料の収集、保存、活用方法
のあり方として、電子資料に関する研究を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

③防災備蓄の充実
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事業内容
災害時の飲料水確保のため、集合住宅などに設置された受水槽に緊急遮断装置を設置する
費用の一部を補助します。

事業名 防災備蓄用品整備事業 防災課

事業内容

事業名 災害時情報伝達事業 防災課

事業内容 防災行政用無線の補完対策として、防災ラジオの有償配布を実施します。

④災害情報の共有化

災害発生後の避難生活などで緊急な対応が必要となる防災備蓄品の充実を図ります。

事業名 受水槽緊急遮断装置設置補助事業 防災課

事業名 福祉避難所支援物資整備事業 障がい事業課／高齢者支援課

事業内容
障がいのある人や心身に衰えのある高齢者など、避難生活に特に配慮が必要な方々が安全
に避難生活が送れるよう、必要物資を購入し備蓄します。また、福祉避難所の役割を補完する
効果的な支援体制を検討します。

③防災備蓄の充実

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とともに、地域における支援体制づくりを促進します。

事業名 災害ボランティア事業 社会福祉課

事業内容
災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練
を実施するとともに、災害ボランティアコーディネーターの養成を図ります。また、災害に取り組
む個人や団体のネットワークづくりを通し、ボランティア活動の普及・啓発に取り組みます。

事業内容
自治会ごとに活動している自主防災組織の連携や強化を図るため、自治会自主防災組織連
絡協議会の運営支援を行うとともに、自主防災組織が行う事業や資器材購入を支援します。

事業名 災害時要援護者支援事業
社会福祉課／障がい事
業課／高齢者支援課／
介護保険課

事業名 自主防災組織育成事業 防災課
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・

・

事業内容
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

平成27年度 平成28年度 平成29年度

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

②治水能力の向上

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221

事業内容
異常気象に伴う局地的な集中豪雨の際に、道路冠水が発生している地区の被害を軽減するため、東野
地区では一時的に雨水を貯められる地下貯留施設を設置するとともに、国道357号東京湾岸道路立体
整備促進事業の進捗状況を踏まえながら、舞浜地区においても設置に向けて検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置（東野地区）
検討（舞浜地区）

事業番号
事業名 道路冠水対策事業 担当課 道路整備課

47212

事業内容
雨水排水施設の現状を把握するとともに、局所的な集中豪雨による雨水排水施設の機能を確認するた
め冠水状況の想定を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

現況調査 冠水状況の想定

事業番号
事業名 集中豪雨対応調査事業 担当課 防災課／道路整備課

47211

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】）

【計画事業】

①雨水排水対策の充実

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-７ 災害に備える

２）治水・排水体制を充実する

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【事業体系】

高潮や地震による水害を防止するため、千葉県が旧江戸川や舞浜地区海岸で実施している護岸改修を
促進するとともに、境川河口部の水門と排水機場の新設を県に要望します。

雨水排水能力の充実や強化に向けて、雨水排水施設の現状把握と局所的な集中豪雨による被害想定を
行い、排水基本計画を見直します。また、既に道路冠水が発生している地区の被害を軽減するため、
一時的に雨水を貯留できる地下貯留槽の設置を行います。

①雨水排水対策の充実

②治水能力の向上

防災課／道路
整備課

集中豪雨対応調査事業

道路整備課

道路冠水対策事業 道路整備課

みどり公園課／
道路整備課
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(千円)

【主要事業】

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】) 道路整備課

事業内容
高潮や津波などによる水害を防止するため、千葉県が高潮対策として実施している護岸改修
の早期完了を促進するとともに、富士見地区の修景整備について検討します。

②治水能力の向上

○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

32,420 32,828 23,000 88,248
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・

・

・

①公共施設等の耐震・液状
化対策の推進

電子資料提供サービス事業 【再掲】 中央図書館

事業内容 今後の震災に備え、元町地域の幹線道路や学校施設の液状化対策について調査・検討を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討

【再掲】

【計画事業】

事業番号
事業名 元町地域液状化対策調査検討事業 担当課 道路整備課／教育施設課

47311

①公共施設等の耐震・液状化対策の推進

まちづくり情報提供事業 【再掲】 都市計画課

地籍調査事業

復旧・液状化対
策プロジェクト

建築指導課

道路整備課／
教育施設課

道路整備課

下水道課

下水道課

道路整備課

道路整備課

道路管理課

４ 利便の高い暮らしを支える安全都市

４-７ 災害に備える

３）耐震・液状化対策に取り組む

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【事業体系】

公共施設などについて、今後発生が想定される地震による被害の軽減を図るため、耐震化・液状化対
策を行うとともに復旧工事に取り組みます。

復旧・復興工事に引き続いて、大規模街区から戸建て住宅街区へと順次土地の境界を確定していくた
めの地籍調査を実施し、市民の安心安全な暮らしの実現を目指します。

道路等と宅地の液状化対策については、合意形成が整った地区から事業計画を作成し、液状化対策工
事を実施します。また、建築物の耐震対策や宅地の液状化対策が円滑に進められるよう、専門家によ
る相談や情報提供を行うとともに、新耐震基準導入前（昭和56年以前）に建設された住宅の耐震化を
促進します。

元町地域液状化対策調査検討事業

公共下水道災害復旧事業

下水道総合地震対策事業

道路等復旧事業

【再掲】

地籍調査事業 【再掲】

②宅地の耐震・液状化対策
の支援

道路等と宅地の一体的な液状化対策推進事業

既存建築物耐震改修促進事業

道路管理課

耐震性貯水槽液状化対策事業 【再掲】 防災課

密集市街地防災まちづくり事業計画策定事業 【再掲】
都市政策課／
都市計画課

幹線道路液状化対策事業

橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業

舞浜汚水中継ポンプ場整備事業 下水道課
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事業内容 下水道やガスなど、ライフラインの復旧工事と調整を図りながら、道路の災害復旧工事を行います。

事業番号
事業名 道路等復旧事業

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

担当課 道路整備課
47313

事業内容
下水道総合地震対策整備計画に基づき、主要な幹線の管渠・マンホールなどの耐震・液状化対策を行
います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

耐震診断
耐震診断・設計
耐震工事（管渠・マンホール）
下水道ＢＣＰ策定

耐震診断・設計
耐震工事（管渠・マンホール）
平成31年度以降の計画策定

事業番号
事業名 下水道総合地震対策事業 担当課 下水道課

47312

事業内容 震災により被害を受けた中町・新町地域の下水道施設の復旧工事を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

復旧工事

事業番号
事業名 公共下水道災害復旧事業 【再掲】 担当課 下水道課

32211

事業内容
災害時の飲料水を確保するため、中央公園、総合公園の２か所に設置されている耐震性貯水槽の液状
化対策工事を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

工事（中央公園・総合公園）

事業番号
事業名 耐震性貯水槽液状化対策事業 【再掲】 担当課 防災課

47131

事業内容 東日本大震災の液状化現象により、移動した土地の境界を確定するため、地籍調査を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施（大規模街区） 実施（戸建て住宅街区） 実施（戸建て住宅街区）

事業番号
事業名 地籍調査事業 【再掲】 担当課 道路管理課

47321
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年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業番号
事業名 幹線道路液状化対策事業 担当課 道路整備課

47314

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）

事業内容

担当課 道路整備課
47315

事業内容
市が管理する橋りょうの適切な維持管理やライフサイクルコストの最小化を図るため、計画的な修繕を
行うとともに、東日本大震災後に改訂された道路橋示方書を踏まえ、橋りょうの耐震対策を実施します。

事業番号
事業名 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

点検、診断
長寿命化修繕計画の修正
設計

舞浜汚水中継ポンプ場整備事業 【再掲】 担当課 下水道課
32223

事業内容
下水道施設の処理機能を維持するため、老朽化している舞浜汚水中継ポンプ場の建替えに向け、近隣
住民と協議・調整を行います。

事業番号
事業名

検討 協議

事業番号
事業名 地籍調査事業 担当課 道路管理課

47321

事業内容 東日本大震災の液状化現象により、移動した土地の境界を確定するため、地籍調査を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施（大規模街区） 実施（戸建て住宅街区） 実施（戸建て住宅街区）

②宅地の耐震・液状化対策の支援
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(千円)

事業番号
事業名

密集市街地防災まちづくり事業計画策
定事業

【再掲】 担当課 都市政策課／都市計画課
42121

事業内容
猫実・堀江地区の密集市街地において、燃え広がらず壊れにくい地域づくりを目指し、事業計画を策定
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

街区プラン策定 地元調整 地元調整

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

事業番号
事業名 電子資料提供サービス事業 【再掲】 担当課 中央図書館

47141

事業内容
震災情報を収集するとともに、その利活用を促進するため、引き続き震災アーカイブの構築に取り組み
ます。また、地域資料や行政資料などの利活用を推進するため、新たな資料の収集、保存、活用方法
のあり方として、電子資料に関する研究を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

事業内容
これまでの液状化に関する調査の結果を踏まえ、道路などの公共施設と宅地の一体的な液状化対策に
ついて、事業計画を作成し、実施します。

年次計画

事業番号
事業名

道路等と宅地の一体的な液状化対策推
進事業

担当課 復旧・液状化対策プロジェクト
47322

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業計画作成
協議調整
実施

実施

事業番号
事業名 既存建築物耐震改修促進事業 担当課 建築指導課

47323

平成27年度

○計画事業費

事業内容
昭和56年以前に建築された木造住宅や分譲集合住宅、緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化を促進
するため、耐震診断や耐震改修の支援の拡充を図ります。また、地域防災計画や千葉県の耐震改修促
進計画の改定を踏まえ、耐震改修促進計画を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画改訂
拡充検討

実施

平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

30,149,072 2,328,579 1,126,294 33,603,945
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事業内容

市民や事業者とまちづくりに関する情報の共有化を図るため、ホームページ上で公開している
GIS（JAM）を活用しながら、土地利用の動向や建築物の用途などの情報の更新やコンテンツ
の充実を図ります。また、ボーリングデータ（地盤調査の柱状図）などの地盤情報を収集、整理
し、建物や設備の建設、更新や被災した住宅などの修復、建替えの際に、液状化対策や耐震
化対策が促進されるよう、情報提供を行います。

事業名 まちづくり情報提供事業【再掲】 都市計画課

【主要事業】

②宅地の耐震・液状化対策の支援
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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

253



(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

258



・

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

260



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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第Ⅲ編

自治体経営編
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第２期基本計画施策体系（自治体経営編）

①行財政経営ｼｽﾃﾑの構築 計画 61111 総合計画の策定

主要 第四次浦安市行政改革推進計画の推進

主要 浦安型行財政経営システム推進事業

主要 賢人会議の開催

②地方分権・権限移譲の推進 主要 旅券事務の権限移譲

③新しい付加価値の創造・発信 計画 61131 シティプロモーション事業

計画 61132 住み替え支援促進事業

計画 11111 うらやす婚活応援プロジェクト【再掲】

①危機管理対応能力の向上 計画 61211 実践型訓練事業

計画 47112 地域防災計画改定事業【再掲】

計画 53212 庁舎等建設事業【再掲】

主要 総合防災訓練等実施事業【再掲】

①関係行政団体との連携 計画 46111 消防指令業務の共同運用【再掲】

主要 京葉広域行政連絡協議会事業

①協働事業の推進 主要 アウトソーシングの推進

主要 市民参加・協働推進事業

主要 「まちづくりポータルサイト」の構築

主要 うらやす市民大学運営事業

主要 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

主要 介護予防推進協働事業【再掲】

①地域コミュニティの自立促進 主要 地域自治体制の整備事業

主要 災害時の避難所運営推進事業 【再掲】

②コミュニティの強化 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広聴機能の充実強化 主要 インターネットを活用した市民意識調査事業

主要 アンケート分析システムの活用

②わかりやすい市政情報の提供 計画 63121 デジタルサイネージ整備事業

計画 61131 シティプロモーション事業【再掲】

主要 広報うらやすなどの発行

①行政評価の仕組みづくり 主要 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】

①予算編成の新たな工夫 計画 64111 公営企業会計の導入

主要 「中・長期財政収支見通し」の策定

主要 公会計制度に基づく財政情報の活用推進

②効率的な予算編成の確立 主要 経常的な経費の抑制

主要 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】

③行政コストの適正化 計画 64131 公共建築物の計画的な保全事業

計画 32221 下水道長寿命化推進事業【再掲】

計画 47315 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業【再掲】

主要 公共施設等総合管理計画の策定

主要 未利用財産の売却

主要 学校等施設総合管理方式の導入

主要 未利用地の活用【再掲】

主要 街灯ＬＥＤ化事業【再掲】

④市有財産の活用 計画 64141 入船北小学校跡利用調査検討事業

主要 未利用地の活用

主要 公金の運用

主要 未利用財産の売却【再掲】

２）自立した地域コミュニ
ティづくりを進める

３．市民ニーズに対応し
た行財政経営を進める

１）広聴広報機能の充実
を図る

２）行政評価システムを
確立する

４．健全な財政運営を進
める

１）財政の健全化に取り
組む

１．自治体経営体制を確
立する

１）本市の行財政経営を
確立する

２）危機管理体制を充実
する

３）広域自治体連携を強
化する

２．市民と行政の協働を
進める

１）協働事業を推進する

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
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第２期基本計画施策体系（自治体経営編）

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

①市税などの徴収率の向上 主要 市税などの徴収率の向上

②受益者負担の適正化 主要 特別会計繰入金の適正化

主要 使用料・手数料などの見直し

③新たな財源の確保 主要 広告事業の推進

主要 未利用地の活用【再掲】

主要 未利用財産の売却【再掲】

①任意の外部による評価の検討 主要 任意外部評価等の検討・導入

①わかりやすい財政情報の提供 計画 64111 公営企業会計の導入【再掲】

主要 「中・長期財政収支見通し」の策定【再掲】

主要 公会計制度に基づく財政情報の活用推進【再掲】

①多様な人財の確保 主要 計画的な職員採用の実施

主要 人財の確保

主要 職員研修の実施

主要 マルチ職員の育成

主要 スペシャリストの育成

主要 人事交流の推進

主要 適材適所の配置推進

主要 プロジェクトチームの活用

主要 課題解決型組織の構築(施策推進・マネジメント強化)

主要 庁内分権（権限委譲）の推進

②いきいきと働ける職場づくり 主要 ワーク・ライフ・バランスの推進

主要 健康管理体制の充実

主要 福利厚生制度の実施

①やる気を高める仕組みをつくる 主要 職員提案制度の推進

主要 目標による管理を活用した業績評価

主要 人事評価制度の見直し

①電子申請の推進 主要 電子申請等推進事業

②暮らしをいろどる情報の提供 計画 66121 各種証明書のコンビニ交付サービス

計画 66311 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入【再掲】

計画 47141 電子資料提供サービス事業【再掲】

主要 子育てポータルサイトの充実【再掲】

主要 災害時情報伝達事業【再掲】

主要 公共空間犯罪対策事業【再掲】

計画 63121 デジタルサイネージ整備事業【再掲】

主要 インターネットを活用した市民意識調査事業【再掲】

主要 アンケート分析システムの活用【再掲】

主要 「まちづくりポータルサイト」の構築【再掲】

主要 生涯学習情報提供システムの運用【再掲】

計画 66311 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

主要 情報システム調達指針に基づく業務分析の促進

主要 情報システム整備計画策定事業

主要 統合型地理情報システム推進事業

①情報セキュリティ対策の推進 主要 情報セキュリティ対策事業

２）安定した財源確保に
取り組む

３）外部の視点による評
価を活用して財政を運営
する

４）わかりやすい財政情
報を提供する

５．職員力・組織力を強
化する

１）財産となる人財を育て
る

②職員を「人財」と位置づけた様々
な取り組み

２）活力を生み出す職場
づくりを進める

①機動的かつフレキシブルな組織
体制の確立

３）やる気を高める仕組
みをつくる

６．新たな情報環境を整
備する

１）快適な市民生活を支
援する

③災害情報の提供と防犯対策の
充実

２）協働の環境づくりを支
援する

①市民ニーズの把握と充実した市
政情報の提供

②市民の学習機会や活動機会の
充実

３）行政の簡素化と効率
化を進める

①情報システムの安定稼動と効率
的な管理

４）情報セキュリティ対策
を強化する
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現状と課題

平成 12 年４月の地方分権一括法の施行により本格化した地方分権の流れは、平成 23 年度の

いわゆる地域主権改革一括法の成立を受け、今後、ますます加速することが予想されます。国の

包括的指揮監督に従う地方自治体から、基礎自治体として市の権限が拡大する一方、自主性や自

律性が一層求められる時代となり、自己決定・自己責任の原則、補完性の原則のもと、市民自ら

が地域のことを考え、自らの手で地域を治める新しい自治体像に向かって取り組んでいくことが

不可欠な状況です。

また、40 年以上に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を

迎えつつあります。このことは、これまで右肩上がりで成長を続けてきた地域社会が成熟化の時

代に入ってきたともいえます。そして、都市開発の終息とともに、人口はピークを迎えつつあり、

今後、少子高齢化も確実に進展することから、財政面でもこれまでのような右肩上がりの基調は

転換期を迎えることが予想されます。

本市では、平成 14 年に浦安市行政改革大綱を策定し、「経営感覚に富んだ行政運営」「職員の

意識改革」「市民と行政の協働」の３つの視点から、「事業の見直し」「人材育成の推進」「職員数

と給与の適正化」「組織・機構の見直し」「情報化の推進」「協働に向けた環境づくり」の６つの

重点事項を定め、行政改革に取り組んできました。

さらに、これからは、コスト削減や人事・組織機構の簡素化といったこれまでの行政改革の視

点に加え、住民自治のシステムと市民の意志と責任に基づく自治体経営の実現に向けた取り組み

が必要となっています。

また、先述したような少子高齢化に伴う人口減少社会に対応し、持続可能な都市として発展し

続けるため、より地域ニーズにマッチした行政サービスの実現と、本市の魅力や強みを新たに創

造していくことが求められています。

加えて、地域力、市民力を結集し、より豊かな地域社会を形成していくうえで、リスク管理は

行政が担う最も基本的な責務です。

本市では、これまでも地震や台風などの自然災害や大規模事故から、市民の生命や身体、財産

を守るため、災害対策に取り組んできました。しかし、震災により市域の大部分が液状化し、初

動体制に遅れが見られたことやライフラインの損傷が発生したことなどを受けて、対策のあり方

の見直しや日常的な訓練を通じた対応力の向上など、より充実した災害対応のあり方が求められ

ています。また、近年では様々な異常気象や感染症、放射性物質への対応など、従来からは想定

し得なかった新たな危機への対応も求められています。

こうした様々な危機への対応を含め、行政区域を越えた課題は、多様化、高度化してきた都市

活動の広がりとともに増えてきています。また、震災の経験から災害時の応急対応や復旧につい

ても、市域を越えた広域的な対応や相互支援が不可欠です。こうしたことから、広域的な視点に

立って近隣市をはじめとする多くの自治体と協力し、多面的な連携を図る必要があります。

１ 自治体経営体制を確立する
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）本市の行財政経営を確立する

自治体経営の基本原則や行財政経営の基礎的な要件を視野に入れながら、市民志向の行財政経

営を基本としたトップマネジメントのあり方や効率的で効果的な事業マネジメントの推進、それ

を支えるための人事・組織マネジメントのあり方、施策評価システムの導入などトータルな行政

経営システムの構築に取り組みます。

また、さらなる行政サービスの充実を図るため、地方分権や権限移譲の推進に取り組みます。

さらに、市内外へＰＲできるような本市の新たな付加価値の創造に取り組みます。

２）危機管理体制を充実する

大規模な災害に備えて、初動の対応がスムーズに行えるよう実践的な訓練を重ねるとともに、

市民や地域コミュニティ、事業者、行政など、それぞれの主体に被害の軽減やライフラインの断

絶などに対する対応力の向上を図るため、大規模な訓練を行います。

また、異常気象によるさまざまな被害の発生をはじめ、従来では想定し得なかった新たな危機

に関しても極力対応可能となるよう、職員や市民の意識を高めるとともに、対応策について検討

します。

さらに、シビックセンターコア地区に新たな市役所庁舎を建設し、災害時の対策拠点としての

機能強化を図ります。

３）広域自治体連携を強化する

市民の生活圏の拡大や環境、福祉、防災など、単独の自治体だけでは対応できない新たな行政課

題や複雑・多様化する市民ニーズに的確に対応するため、国や県の責務の範囲を明確にし、適切な

調整を図るとともに、近隣市との広域的な連携を一層強化します。

震災時における広域的な支援の有効性を踏まえ、多くの自治体と大規模災害時の相互支援の体制

づくりに取り組みます。
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・

・

・

・

住み替え支援促進事業 住宅課

平成29年度

調査・研究
策定方針の決定

シティプロモーション事業
企画政策課／
広聴広報課

うらやす婚活応援プロジェクト

事業番号

③新しい付加価値の創造・発信

平成28年度

事業内容
現行の基本構想と第２期基本計画の期間満了を控え、今後の本市のまちづくりの基本的な指針とな
る、新たな総合計画を策定します。

検討

自治体経営編

１）本市の行財政経営を確立する

【計画事業】

①行財政経営システムの構築

【事業体系】

事業

第四次浦安市行政改革推進計画の推進

担当課

企画政策課

策定
年次計画

総合計画の策定

旅券事務の権限移譲

１．自治体経営体制を確立する

浦安型行財政経営システム推進事業

計画事業・主要事業名

企画政策課

賢人会議の開催

事業名 シティプロモーション事業

企画政策課

企画政策課

【再掲】 商工観光課

市民課

企画政策課／広聴広報課

企画政策課事業名 総合計画の策定

事業番号

平成27年度

平成28年度 平成29年度

61111

61131

実施

事業内容
地域への愛着心や本市のイメージの向上を図るとともに、人口の流入を促進するため、本市の魅力や
強みを市内外に発信するシティプロモーションを実施します。

年次計画

平成27年度

プロモーション手法の検討・実施

①行財政経営システムの
構築

②地方分権・権限移譲の
推進

③新しい付加価値の創造・
発信

実施

担当課

担当課

市民の利便性向上のため、一般旅券(パスポート)事務の早期の権限移譲を千葉県に働きかけます。

安全で安心して住み続けられるための公共サービスを安定的に提供し、公の責任と使命を果たせるよ
う、行財政経営システムを確立します。

浦安型行財政経営システムの確立に向け、システムを構築する上で必要不可欠なトップマネジメント
の戦略的意思決定や行政評価、行政改革推進計画の推進など、それぞれの取り組みの充実・改善に取
り組みます。

今後も持続可能な都市として発展していけるよう、シティプロモーションや婚活支援などを通じて、
新たな付加価値の創造と発信に取り組みます。
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(千円)

年次計画

平成27年度 平成28年度

担当課 住宅課
61132

事業内容
市外からの子育て世代の流入促進や、高齢期まで住み続けられるシームレスな住まい方を柱とした、
住み替え支援に取り組みます。

事業内容
市民の利便性向上のため、一般旅券（パスポート）事務の早期の権限移譲を千葉県に求めて
いきます。また、移譲に備え、旅券の申請受付および交付事務の開始に向けた準備を進めま
す。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

事業名 市民課旅券事務の権限移譲

賢人会議の開催

②地方分権・権限移譲の推進

事業番号
事業名 住み替え支援促進事業

【主要事業】

事業名

平成29年度

検討
関係機関との協議・調整

実施 実施

企画政策課

事業内容
専門的、学術的知見や民間の経営感覚を市の行財政運営に活かすため、賢人会議を開催し
ます。

○計画事業費

21,735 37,735

事業内容
これまで以上に歳入確保や歳出抑制、限られた経営資源の選択と集中を進めるため、「第四
次浦安市行政改革推進計画」に基づき、「行財政経営システム構築」「協働の推進」「財政の
健全性の維持」の３つを柱に据えた、行政改革を推進します。

①行財政経営システムの構築

事業名 第四次浦安市行政改革推進計画の推進 企画政策課

事業内容

事業名

年次計画

浦安型行財政経営システム推進事業

行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

31,735 91,205

平成27年度

企画政策課

11111

事業番号
事業名 商工観光課

婚活事業者、市内の観光・産業団体などとともに、男女の出会いの場の提供などを行います。

平成28年度 平成29年度

事業内容

実施 実施 実施

うらやす婚活応援プロジェクト 【再掲】 担当課
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・

・

・

大規模な災害に備え、地域防災計画の実効性を高めるため、図上訓練などの災害応急活動に係る実
践型の訓練を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度

事業番号
事業名 実践型訓練事業

平成29年度

実施
検討
実施

実施

担当課

平成29年度

改定

事業内容

担当課

事業内容
市民の生命や身体、財産を災害から守るため、地域防災計画（震災編）の改定に引き続き、風水害等編
及び大規模事故編を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度

【計画事業】

①危機管理対応能力の向上

事業番号
事業名 地域防災計画改定事業 【再掲】 防災課

47112

61211
防災課

①危機管理対応能力の向
上

実践型訓練事業 防災課

地域防災計画改定事業 【再掲】 防災課

総合防災訓練等実施事業 【再掲】 防災課

近年頻発する異常気象による自然災害に対する備えとして、地域防災計画の風水害等編や大規模事故
編の改定を行い、防災対策の充実・強化を図ります。

自治体経営編

１．自治体経営体制を確立する

２）危機管理体制を充実する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

東日本大震災において応急活動に取り組んだ経験から得られた教訓を活かし、次の災害に備えた職員
の危機管理意識向上を図るため、図上訓練や総合防災訓練の充実を図ります。また、震災からの復
旧・復興への対応やその他緊急性の高い問題を解決するため、プロジェクトなどの組織を活用しま
す。

災害対策拠点としての機能強化と業務機能の集約化、効率化を図るため、市役所新庁舎の建設工事を
引き続き推進します。

庁舎等建設事業 【再掲】 庁舎建設課
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(千円)

事業番号
事業名 庁舎等建設事業

○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

53212

事業内容

担当課 庁舎建設課【再掲】

2,160 2,160 2,160 6,480

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）

年次計画

平成28年度 平成29年度

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。

平成27年度

事業内容
災害時を想定し、市民主体の具体的でより実践的な防災訓練を実施します。また、自治会や
事業所など地域が主体となって取り組む防災訓練などを支援します。

【主要事業】

①危機管理対応能力の向上

事業名 総合防災訓練等実施事業【再掲】 防災課
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・

・

事業番号
消防指令業務の共同運用 【再掲】

【計画事業】

①関係行政団体との連携

【主要事業】

年次計画

46111

平成27年度

事業内容

事業名

平成29年度

担当課 消防本部警防課

協議会への参加

平成28年度

現在、千葉県北西部ブロック11市のうち、本市を含む６市の１１９番受信や消防指令業務を担っている
千葉北西部消防指令センターの拡張に向けて、協議会を開催し、システムの再構築や運用方法などに
ついて検討を進めます。

企画政策課

事業

消防指令業務の共同運用 【再掲】

計画事業・主要事業名

①関係行政団体との連携
京葉広域行政連絡協議会事業

消防本部警防課

担当課

自治体経営編

１．自治体経営体制を確立する

３）広域自治体連携を強化する

【事業体系】

自治体を取り巻く環境が大きく変化している中、市民サービスの品質を維持しながら効率的な行財政
経営を行うため、近隣市と相互に連携・協力し、広域化する行政課題に対応します。
大規模災害時に食料や生活必需品、復旧業務に従事する人員などが不足することを想定して、自治体
間で相互に物資や人員の支援が迅速かつ円滑に行われるよう、広域的な自治体間の連携を図ります。

事業内容
広域化する行政課題に対応するため、船橋市、市川市及び浦安市の３市で構成する当協議
会において、市民の利便性の向上につながる事業の調査・研究や課題解決に連携して取り組
みます。

協議会への参加 協議会への参加

①関係行政団体との連携

事業名 京葉広域行政連絡協議会事業 企画政策課
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現状と課題

市民の力・地域の力を活かしてまちづくりを進めていくためには、「市民参加」「まちづくり活

動の支援」「協働の推進」をそれぞれの局面において、進めていくための施策のみならず、これ

らを総合的に進めていくための施策を組みあわせて推進していくことが求められます。

市民の参加は、市民と行政が協働するまちづくりの第一歩です。市民が行うまちづくり活動の

活性化が、住みがいのある豊かな地域を生み出し、協働のパートナーが生まれることにつながり

ます。協働を進めていくためには、市民と行政がともにまちづくりの当事者であり、パートナー

であるという意識を持ち、課題や情報を共有することが求められます。

また、これまでの自治会活動を尊重しつつ、子ども会やＰＴＡ、住宅管理組合、老人クラブ、

社会福祉協議会など地域の様々な団体間の交流を図りながら連携・協力して、地域の住民一人ひ

とりと団体が主体的に地域のまちづくりに参加し、貢献・実感できるような地域協働の仕組みを

築く必要があります。

◆市民参加と協働（概念図）

２ 市民と行政の協働を進める具体的

施 策

まちづくり

活 動

行 政

市 民
（個人)

協 働

共通の目的達成に向け、

相互に協力・補完し合い、

まちづくりを行うこと

市民参加

市民が行政の取り組み

に参加すること

市民参加

市民がまちづくり活

動に参加すること
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課題解決のための取り組みの方向

１）協働事業を推進する

第２期市民参加推進計画に基づき、市民参加・協働を進めていくための前提となる「情報の共

有化」と、市民と行政の「良好なパートナーシップの醸成」を重視し、市民参加・協働の取り組

みを一層推進します。また、市民の発想や手法を活かした行政サービスを提供していくため、協

働事業提案制度を引き続き推進します。さらに、多様な主体間の協働により地域の活性化が図れ

るよう、協働に対する理解促進や情報や課題を共有できる環境の整備に取り組みます。

また、ＰＦＩ法の改正によって民間からの事業提案が可能になったことなどを受け、ＰＦＩや

ＰＰＰの取り組みを推進します。

２）自立した地域コミュニティづくりを進める

地域住民が実感できる一定のまとまりを持った生活圏を対象に、自治会活動を尊重しつつ、子

ども会、ＰＴＡ、住宅管理組合、老人クラブや社会福祉協議会などが連携・協力してまちづくり

に参加し、貢献・実感できるような地域協働の仕組みを築き、元気な地域づくりに取り組みます。

また、地域の課題解決や地域価値を高める活動など、地域が主体となって実施する活動の担い

手となる組織の育成や活動支援、連携強化に取り組みます。
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・

・

介護予防推進協働事業 【再掲】
猫実地域包括
支援センター

事業名

①協働事業の推進

事業内容

アウトソーシングの推進 企画政策課

事業内容
良質な公共サービスをより効率的に提供するため、行政が担っている事務事業のうち、行政以
外の主体が担うことが適切な業務については、業務委託などによるアウトソーシングを推進し
ていきます。

①協働事業の推進

事業名 介護予防推進協働事業【再掲】 猫実地域包括支援センター

事業名 うらやす市民大学運営事業 市民大学

事業内容
市民と行政が協働してまちづくりに取り組むため、協働の担い手を育成する場として、実学と実
践を意識した授業の充実を図るとともに、市民と行政がともに学びあう拠点となるよう、活発な
情報交換の機会を提供します。

市民参加・協働推進事業 協働推進課

事業内容
介護予防リーダー養成講座修了者が中心となり立ち上げた市民団体「浦安介護予防アカデミ
ア」との協働事業として、栄養改善・口腔ケア・運動機能向上などの介護予防に関する実践普
及活動を行います。

事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課

事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支援
団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

第２期市民参加推進計画に基づき、協働事業提案制度の充実、職員研修や市民向け講演会
を通じた協働に関する意識の向上などに取り組むことで、市民参加や市民と行政との協働を推
進します。

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】
協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課

多様な主体間の協働を推進するため、市民、団体、学校、法人、行政などの様々な協働の担い
手が、地域情報について発信し共有できるような「まちづくりポータルサイト」を構築します。

事業名 「まちづくりポータルサイト」の構築 協働推進課

事業内容

【主要事業】

事業名

うらやす市民大学運営事業 市民大学

市民参加・協働推進事業 協働推進課

事業

行政よりもその他の主体がサービスを提供した方が、より効果的・効率的なサービス提供を実現でき
るものについては、民間企業をはじめ多様な団体と様々な手法を用いて連携・協力を図ります。

「まちづくりポータルサイト」の構築 協働推進課

計画事業・主要事業名 担当課

アウトソーシングの推進 企画政策課

自治体経営編

２．市民と行政の協働を進める

１）協働事業を推進する

【事業体系】

本市に誇りと将来への希望が持てるような「住みがい」のあるまちを実現するため、第２期市民参加
推進計画に基づいて市民と行政の良好なパートナーシップの醸成を図ります。
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・

・ 地域の防災や防犯など、すでに地域において主体的に活動する組織・団体が存在している分野に関し
て、団体の活動支援や各団体の連携を促進することで、地域コミュニティの強化を図ります。

自治会ごとに活動している自主防災組織の連携や強化を図るため、自治会自主防災組織連
絡協議会の運営支援を行うとともに、自主防災組織が行う事業や資器材購入を支援します。

②コミュニティの強化

事業名 災害時の避難所運営推進事業【再掲】 教育総務課

事業内容
大規模な災害が発生した際に、地域住民が主体となって避難所の開設・運営できるよう、地域
住民、教職員、市職員などが連携し、地域の実情にあった避難所開設・運営マニュアルの作
成を推進します。

【主要事業】

①地域コミュニティの自立促進

事業名

事業内容

②コミュニティの強化

事業名 自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】 防犯課

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の自主防犯活動団体、防犯ボランティア団体に対し、防犯
活動に必要な物資の貸与や防犯パトロール車両の貸出しなどの支援を行います。また、地域
で自主防犯活動をしている団体同士の連携により「市内見守り隊」を結成し、中学校区単位で
の効果的な防犯活動を推進します。

事業名 自主防災組織育成事業【再掲】 防災課

事業内容

地域自治体制の整備事業
企画政策課／協働推進
課／地域ネットワーク課

事業内容
住民や各種団体など地域内に存在する様々な主体が連携・協力して、行政とともに、自らの地
域の管理・運営や課題解決に取り組む、地域自治体制の整備を図ります。

自主防犯・見守り隊活動支援事業 【再掲】 防犯課

自主防災組織育成事業 【再掲】 防災課

①地域コミュニティの自立
促進

地域自治体制の整備事業

企画政策課／
協働推進課／
地域ネットワー
ク課

災害時の避難所運営推進事業 【再掲】 教育総務課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

自治体経営編

２．市民と行政の協働を進める

２）自立した地域コミュニティづくりを進める

自治会をはじめとする地域内の各団体が連携・協力して、行政とともに、自らの地域の運営や地域内
の課題の解決に取り組むことができるよう、自立した地域コミュニティの育成を促進します。
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現状と課題

質の高い自治体経営を目指すためには、行政の「計画（Ｐ）-実行（Ｄ）-評価（Ｃ）-改善（Ａ）」

から成る経営サイクルを確立し、これらの各段階で市民ニーズを的確に捉え施策に活かしていく

ことが重要です。

現在、市長への手紙や市民意識調査などにより、市民ニーズや市政への意向の把握に努めてい

ますが、市民志向の行政経営を行っていくうえでは、収集した意見や要望を整理・分析し、施策

立案への反映に努めるとともに、調査結果をわかりやすく公表することが必要です。

情報は、「いつ、何を、どのように知らせるか」が大切であり、市民に向けて効率的・効果的に

発信しなければなりません。

本市では、紙媒体（広報うらやすや市民便利帳など）、電波媒体（ＣＡＴＶなど）、電子媒体（ホ

ームページや携帯電話、ＳＮＳなど）を活用して情報を発信していますが、それぞれの媒体の特

性を活かし、相互に補完し合いながら、情報の受け手である市民に配慮した対応を行い、市民が

求める情報を適時適切な手段により発信し、市民と市との双方向による情報交換（情報の共有化）

が行われるような仕組みづくりが必要です。

また、インターネットなどの情報環境の発展に伴い、市民が必要とする情報をより素早く容易

に入手できるよう、新たな情報発信手法についても積極的に検討することが求められています。

そして、このような活動を通して、本市が行ってきた施策や事業に対する市民の評価を受けと

め、事業の改善、見直しへとつなげていくことが必要です。

本市では、これまで事務事業評価に取り組んできましたが、評価対象の事務事業の多いことや

評価が細分化されすぎていること、評価が内部評価にとどまっていることなどの改善を図るとと

もに、評価結果を予算や組織編成に反映する仕組みを確立することが必要です。

そのため、政策や施策、事務事業の行政活動について市民や議会に対して説明責任を果たし、

市民と協働で有効性や効率性、妥当性を確保していくという行政評価の目的を考え、行政評価の

体系化と制度設計に取り組んでいく必要があります。

３ 市民ニーズに対応した行財政経営を進める
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）広聴広報機能の充実を図る

自治体経営の透明性を保ち、市民協働の出発点となるのは情報の共有化であり、そのためには

様々な情報媒体を活用した情報提供が重要です。そのため、市ホームページにおける市政情報提

供の充実を図るとともに、広報媒体の根幹である広報うらやすや市の発行する刊行物について、

より多くの市民に手に取っていただけるよう、さらに魅力ある内容づくりに取り組みます。また、

平時における市政情報や非常時における緊急情報の発信などを行う、新たな情報発信手法につい

ても積極的に導入を図ります。

市民志向の自治体経営を進めていくため、インターネットの特性を活かした市民意向調査など

を通じて、多様な市民意見の聴取・分析に取り組みます。

また、市民だけでなく、市外へ向けても本市の魅力や強みを発信し、市民の地域への愛着心の

醸成や本市のイメージ向上を図っていきます。

２）行政評価システムを確立する

行政評価は行政改革の有効なツールであり、また、トップが掲げる政策や施策についてトップ

マネジメントのツールとしても活用していきます。そのため、事務事業評価制度との関係性を整

理しながら、政策・施策レベルを対象とした評価制度の確立に取り組みます。また、これらの行

政評価の方法と連動した市民意識調査のあり方について検討します。評価結果が人、物、金、情

報といった経営資源の適正な配分や業務改善につながる行政評価システムを構築します。
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・

・

(千円)

３か年の合計

運用

年次計画

平成27年度

61131

0 39,158 5,716 44,874

平成29年度

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・研究

企画政策課／広聴広報課

平成28年度

整備
運用

広聴広報課
63121

事業内容
非常時における緊急情報や平常時における本市に関する情報の発信のため、本市におけるデジタルサ
イネージの整備・運用に取り組みます。

事業内容
地域への愛着心や本市のイメージの向上を図るとともに、人口の流入を促進するため、本市の魅力や
強みを市内外に発信するシティプロモーションを実施します。

デジタルサイネージ整備事業 担当課

年次計画

プロモーション手法の検討・実施 実施 実施

②わかりやすい市政情報の提供

事業番号
事業名 シティプロモーション事業 【再掲】 担当課

事業番号
事業名

【計画事業】

アンケート分析システムの活用

広報うらやすなどの発行 広聴広報課

シティプロモーション事業 【再掲】
企画政策課／
広聴広報課

担当課

②わかりやすい市政情報
の提供

デジタルサイネージ整備事業 広聴広報課

①広聴機能の充実強化
インターネットを活用した市民意識調査事業 広聴広報課

自治体経営編

３．市民ニーズに対応した行財政経営を進める

１）広聴広報機能の充実を図る

様々な広聴機能の運用とアンケート分析システムによる効果的な分析をもとに、多様化する市民ニー
ズの把握と、より的確な施策の展開に努めます。これにより、市民の期待や信頼に応える、市民志向
の行財政経営の実現を目指します。
ホームページの運営や広報うらやすの発行、ツイッターなどの既存媒体の運用のほか、新しい情報発
信手段に関する検討も進めて、市民に対する情報提供のさらなる充実に取り組みます。

広聴広報課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名
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広聴広報課

①広聴機能の充実強化

市の政策や行事など市政全般に関する情報をわかりやすく、正確に提供するため、広報うら
やす（毎月１日と15日）や市勢要覧などの刊行物を発行します。

広報うらやすなどの発行 広聴広報課

事業内容

事業名 インターネットを活用した市民意識調査事業

事業名

②わかりやすい市政情報の提供

事業名 アンケート分析システムの活用 広聴広報課

事業内容
より的確に市民の声を市政に反映させるため、テキストマイニング機能を備えたアンケート分
析システムの積極的な活用と庁内への普及啓発を図ります。

事業内容
市民の意識や意向を把握し、市政に反映できるよう、インターネットの特性や即時性を活かし
た、インターネット市政モニター（Ｕモニ）によるアンケート調査を継続的に実施します。

【主要事業】
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・ より効果的で効率的な行財政経営を実現するため、引き続き、行政評価の構築に取り組みます。ま
た、市民意識調査などの結果と行政評価の連携を図り、トップマネジメントの戦略的な意思決定を支
援します。

事業内容
行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

担当課

【主要事業】

①行政評価の仕組みづくり

事業名 浦安型行財政経営システム推進事業【再掲】 企画政策課

自治体経営編

３．市民ニーズに対応した行財政経営を進める

２）行政評価システムを確立する

①行政評価の仕組みづくり 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】 企画政策課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名
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現状と課題

地方分権が今後さらに進展していくなかで、市民生活にとって最も身近なサービスの提供を担

う基礎自治体においては、将来にわたり安定した自治体経営を実現することが求められています。

教育や福祉、医療、防災という基礎的ニーズや環境問題など様々な分野の市民ニーズに対応す

るため、事業の担い手や実施方法、対象範囲などについて最適化・効率化を図るとともに、長期

的な視点から公共施設等の保全を推進するなど、人や物、金、情報といった限られた経営資源を

有効に活用し、「持続可能な行財政運営」を行っていくことが重要です。また、市税をはじめと

する様々な歳入の確保により安定した財政基盤をつくるとともに、市の借入金である市債につい

ては、次世代に過度な負担を残さないよう適正に管理していくことが必要です。

公共施設などの使用料や特定の受益者に対する手数料については、コストに応じた適正な負担

という観点から適正化を図るとともに様々な減免制度について見直しを行うことが必要です。

また、児童数の減少が著しい入船北小学校と、入船南小学校を統合し、平成 27 年度から入船

小学校を開校することで、中町地域に貴重な施設や土地が生まれます。市有財産の有効活用とい

う観点から、この施設や土地の新たな活用策が求められています。

さらに新たな財源の確保に向けて市有資産を活用した広告事業などの自主努力による財源確

保の取り組みが必要です。

また、自治体の財政運営をチェックし、より効率的な行政運営を促すため、地方自治体には、

現金主義・単式簿記を特徴とするこれまでの会計制度を補完する制度として、新たな地方公会計

制度を導入することが求められています。

◆普通会計における地方債年度末残高及び地方債発行額の推移

（単位：百万円）

４ 健全な財政運営を進める具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）財政の健全化に取り組む

将来にわたって持続的な発展を可能とするため、中・長期的な視点から財政の健全化に取り組

みます。そのため、将来人口の見通しなどを踏まえて、健全な財政構造の目標とそれを維持して

いくための財政収支の見通しを明確にします。また、下水道事業への地方公営企業会計の導入に

向けた準備を進めます。さらに、経営基盤のさらなる安定を図るため、事業のあり方、手法等の

見直しや、ファシリティマネジメントや長寿命化の推進などにより、行政コストの適正化に取り

組みます。

また、施設の統廃合などによって生まれた施設や土地の活用を図ります。

２）安定した財源確保に取り組む

行政サービスの原資となる財源の確保に努めるとともに、納付の公平性の確保のため、市税など

の債権の適正な管理を行いながら、徴収率の向上に取り組みます。

また、使用料や手数料などは、受益者負担の原則のもと、公平性を確保するためにも、料金設定

の見直しや減免基準などの見直しなどの適正化に取り組みます。併せて、無料サービスの見直しに

も取り組みます。

さらに、新たな財源確保として市有資産を活用した広告事業などに取り組みます。

３）外部の視点による評価を活用して財政を運営する

健全な財政運営を維持するため、必要が生じた場合には、外部人材による評価を受ける仕組み

を検討します。

４）わかりやすい財政情報を提供する

本市は、他市町村に先駆けて企業会計的手法に取り組み、施設別の行政コスト計算書などの財

務諸表を作成してきましたが、今後もこれらを活用しながら、自治体経営の『羅針盤』となるよ

うな市民に分かりやすい情報の提供に取り組みます。
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・

・

・

・

・

街灯LED化事業 【再掲】 道路整備課

【再掲】 企画政策課

②効率的な予算編成の確
立

財政課

未利用地の活用 【再掲】 財政課

下水道長寿命化推進事業 【再掲】

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

１）財政の健全化に取り組む

経常的経費については、意識改革や発想の転換、前例や慣行にとらわれない事務事業の改善を推進
し、抑制を図ります。特に、事務的コストや施設の管理運営費など、内部管理的経費の徹底した縮減
に取り組みます。また、人件費については、行政需要に対応した適切な職員数とするとともに、時間
外勤務の縮減を図るなど、できる限り抑制に取り組みます。

未利用の市有地などについては、積極的に貸付けや売却などを行い、財源の確保や管理コストの削減
に取り組みます。また、公金の運用にあたっては、安全かつ確実な運用を前提に、より利回りの高い
効率的な運用を図ります。

ファシリティマネジメントや公共施設等総合管理計画などをもとに、施設の長寿命化、省資源・省エ
ネルギー化を進めるなど、施設の品質の向上や維持管理の計画性、効率性の向上を図り、ライフサイ
クルコストの削減に取り組みます。

健全な財政運営を行うため、統計解析手法を用いた中・長期財政収支見通しのシミュレーションを適
宜行い、公表します。また、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計を導入し、より市
民にわかりやすい財政情報を提供します。

入船北小学校の閉校に伴って中町地域に生まれる公共用地などの調査・検討を進めます。

公会計制度に基づく財政情報の活用推進

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①予算編成の新たな工夫

経常的な経費の抑制 財政課

公営企業会計の導入

財政課

浦安型行財政経営システム推進事業

下水道課

「中・長期財政収支見通し」の策定 財政課

橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業 【再掲】 道路整備課

③行政コストの適正化

財政課

④市有財産の活用

公共建築物の計画的な保全事業

未利用地の活用

営繕課

下水道課

公共施設等総合管理計画の策定

【再掲】

公金の運用

未利用財産の売却

財政課

企画政策課

財政課

未利用財産の売却 財政課

学校等施設総合管理方式の導入 教育施設課

入船北小学校跡利用調査検討事業
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事業内容
市が管理する橋りょうの適切な維持管理やライフサイクルコストの最小化を図るため、計画的な修繕を
行うとともに、東日本大震災後に改訂された道路橋示方書を踏まえ、橋りょうの耐震対策を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

点検、診断
長寿命化修繕計画の修正
設計

事業番号
事業名 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47315

事業内容
下水道施設の適切な修繕やライフサイクルコストの最小化を図るため、長寿命化対策に関する計画を
策定し、予防保全的な管理や計画的な修繕を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

管路調査（テレビカメラ）
計画策定

実施設計
実施設計
工事

事業番号
事業名 下水道長寿命化推進事業 【再掲】 担当課 下水道課

32221

事業内容
公民館や学校などの公共建築物を長期にわたり良好な状態で維持するとともに、管理コストの縮減や
平準化を図るため、ファシリティマネジメントを推進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
建築基準法第12条に基づく定期
点検（設備）

運用管理
建築基準法第12条に基づく定期
点検（設備）

運用管理
建築基準法第12条に基づく定期
点検（建物・設備）

③行政コストの適正化

事業番号
事業名 公共建築物の計画的な保全事業 担当課 営繕課

64131

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

固定資産調査・評価
固定資産調査・評価
法適化に伴う事務手続き
システム構築

事業名 公営企業会計の導入 担当課

事業内容
下水道事業の透明性を確保するとともに、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計の導
入を行います。

事業番号

【計画事業】

①予算編成の新たな工夫

下水道課
64111
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(千円)

事業名

事業名

事業名 未利用財産の売却 財政課

公会計制度に基づく財政情報の活用推進 財政課

事業内容
総務省から示された統一的な基準による財務書類などの作成を進め、財政情報をより市民に
わかりやすく提供するとともに、その活用を推進します。

事業内容
民間活力の活用や職員の能力開発、あるいは再任用職員の活用などによって、職員数の抑
制を図るとともに、IT化の推進や事務事業の見直しを進めるなど、内部管理的経費を中心に
経費の抑制を図ります。

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。

浦安型行財政経営システム推進事業【再掲】 企画政策課

事業名 経常的な経費の抑制 財政課

事業内容
行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

③行政コストの適正化

事業内容
道路・橋りょう・建築物などの公共施設などについて、長期的な視点から財政負担の平準化な
どに留意し、総合的かつ計画的に更新や長寿命化を図るうえでの具体的な方針を示した「公
共施設など総合管理計画」を策定します。

事業名 公共施設等総合管理計画の策定 財政課

【主要事業】

①予算編成の新たな工夫

事業名 「中・長期財政収支見通し」の策定 財政課

事業内容
毎年度、決算情報や人口などを用いたシミュレーションを行い、中・長期的な財政の見通しを
策定し、公表します。

○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

51,516 54,236 95,000 200,752

②効率的な予算編成の確立

④市有財産の活用

事業番号
事業名 入船北小学校跡利用調査検討事業 担当課 企画政策課

64141

事業内容
入船北小学校の跡利用については、利活用の範囲など前提条件の整理を踏まえた上で、提案を幅広く
募集して検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討 策定

291



財政課

事業内容

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。

事業名 公金の運用 財政課

事業内容 市が保有する公金について、安全性や確実性など重視した運用を行います。

事業名 未利用地の活用 財政課

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 未利用財産の売却【再掲】 財政課

④市有財産の活用

事業内容 市内街灯の電気量や維持管理コストの縮減を図るため、街路灯のＬＥＤ化を推進します。

事業名 学校等施設総合管理方式の導入 教育施設課

小中学校・幼稚園施設について、各施設の維持管理・維持補修に係る業務を一体的に民間事
業者へ委託する、総合管理方式を導入します。

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 未利用地の活用【再掲】

事業名 街灯ＬＥＤ化事業【再掲】 道路整備課
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・

・

・

事業名 使用料・手数料などの見直し 財政課

事業内容
行政サービスにかかる経費について、受益者負担の原則のもと、適正な応分負担を求めてい
く観点から、無料としているものも含めて、使用料・手数料などの定期的な見直しを行います。

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 広告事業の推進 広聴広報課／財政課

未利用財産の売却

事業名 市税などの徴収率の向上 収税課／国民健康保険課

事業内容
市有財産を広告媒体として活用する方法について幅広く検討し、広告料収入の新たな財源を
確保します。

事業名

【主要事業】

①市税などの徴収率の向上

②受益者負担の適正化

財政課

事業内容
独立採算の原則に基づき、特別会計内での事業の精査や、受益者負担の適正化などを通じ
て歳入歳出構造の改善を図りながら、一般会計からの繰入れの適正化に努めます。

特別会計繰入金の適正化

【事業体系】

事業

市税などの徴収率の向上

担当課

事業名 未利用地の活用【再掲】 財政課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

２）安定した財源確保に取り組む

収税課／国民
健康保険課

③新たな財源の確保

【再掲】 財政課

事業内容
財政の基盤となる市税をはじめとする各種債権の確保及び納付の公平性の確保のため、債
権の適正な管理を行いながら、徴収率の向上に取り組みます。

③新たな財源の確保

財政の基盤となる市税収入を確保するとともに、納税の公平性を担保するため、市税徴収率の向上や
滞納繰越額の圧縮に取り組みます。また、市税以外の未納債権の回収強化に取り組みます。

市税などの徴収率の向上とともに、一般会計から特別会計への繰入金の適正化を図ります。また、受
益者負担の原則のもと、使用料・手数料や、減免基準などの見直しを含めた適正化を図ります。

安定した財政運営を図るため、市有財産を活用した広告事業や未利用市有地の活用など、新たな財源
の確保に取り組みます。

②受益者負担の適正化
財政課

計画事業・主要事業名

特別会計繰入金の適正化 財政課

①市税などの徴収率の向
上

使用料・手数料などの見直し

広告事業の推進
広聴広報課／
財政課

未利用地の活用 【再掲】 財政課
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事業名 未利用財産の売却【再掲】 財政課

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。
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・

事業内容
予算・決算など財政状況の公表を行うとともに、今後、実質公債費比率や将来負担比率が本
市独自の早期健全化基準以上の比率となった場合、専門家などによる評価の導入を検討しま
す。

【主要事業】

①任意の外部による評価の検討

事業名 任意外部評価等の検討・導入 財政課

①任意の外部による評価
の検討

財政課任意外部評価等の検討・導入

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

３）外部の視点による評価を活用して財政を運営する

健全な財政運営を進めるため、外部による評価を実施します。
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固定資産調査・評価
法適化に伴う事務手続き
システム構築

事業名 「中・長期財政収支見通し」の策定【再掲】 財政課

事業内容
毎年度、決算情報や人口などを用いたシミュレーションを行い、中・長期的な財政の見通しを
策定し、公表します。

【主要事業】

①わかりやすい財政情報の提供

総務省から示された統一的な基準による財務書類の作成を進めることなどにより、「将来世代の負
担」や「行政コスト」などを表す情報を市民に積極的に、またわかりやすく提供します。

事業名 公会計制度に基づく財政情報の活用推進【再掲】 財政課

事業内容
総務省から示された統一的な基準による財務書類などの作成を進め、財政情報をより市民に
わかりやすく提供するとともに、その活用を推進します。

①わかりやすい財政情報
の提供

公営企業会計の導入 【再掲】 下水道課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

４）わかりやすい財政情報を提供する

【再掲】 財政課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

「中・長期財政収支見通し」の策定 【再掲】 財政課

【計画事業】

①わかりやすい財政情報の提供

事業番号
事業名 公営企業会計の導入 【再掲】

公会計制度に基づく財政情報の活用推進

担当課 下水道課
64111

事業内容
下水道事業の透明性を確保するとともに、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計の導
入を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

固定資産調査・評価
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現状と課題

より良い市民サービスを安定的・継続的に提供するためには、それを支える職員を育成し、活用

していくことが重要です。

そのためには、職員一人ひとりが意欲を持って職務に取り組むことはもとより、常に問題意識を

持ち、「新たな付加価値の創造に意欲的に挑戦する」意識の醸成をはじめとした意識改革を実現す

ることや、行政サービスの担い手としての心構えや効率的で効果的な自治体運営を行うための経営

感覚を身につけることが必要です。限られた人財の中で職員一人ひとりの能力や可能性を充分に引

き出し、活用していくような中・長期的な方針を策定し、職員の能力を最大限に引き出しうる人財

育成や人事管理を推進していかなければなりません。

またこれにあわせて、市民ニーズに対応した柔軟かつ機動的な組織編成が必要です。

これまでも、限られた経営資源のなかで行政ニーズに効率的に応える組織づくりに取り組んでき

ました。

今後も、組織の横断的な連携を図るとともに、政策課題の迅速な解決を目指す組織体制の構築を

推進します。

５ 職員力・組織力を強化する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）財産となる人財を育てる

行財政経営は、その経営資源として「人」「物」「金」「情報」があります。なかでも「人」に

ついては能力と意欲によって、その成果には大きな差異が生じます。そして「人」という経営資

源は、育成することによってさらに大きな成果を生むことから、高い能力と意欲を持ち、規律性

や倫理観のある職員をいかに確保・育成していくかが、今後の行政水準や提供するサービスの質

を大きく左右するものといえます。

そのため、出発点となる「人財確保」、職員の能力向上や自己実現を可能にする研修を中心と

した「人財育成・活用」などに取り組みます。

２）活力を生み出す職場づくりを進める

地方分権の進展や多様な市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、組織内のチームワークの

向上や組織間の連携促進など、さらにフレキシブルな組織運営を目指します。

仕事と家庭が両立できる環境づくりに取り組みます。また、心身ともに健康で生き生きと仕事

に取り組めるよう、的確な健康情報の提供や相談などの支援を行い、活力を生み出す職場づくり

を進めます。

３）やる気を高める仕組みをつくる

より高い目標へのチャレンジを促す制度を運用することで、職員個々のやる気を引き出すとと

もに、職員間で共通の目標を持つことにより、職場内のコミュニケーションを深めていきます。

また、職務や職責に応じた給与水準の設定、人事評価制度に基づく昇任や昇給など、職員の意

欲や能力、実績を適正に評価し処遇する制度を整備します。
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・

・

①多様な人財の確保

②職員を「人財」と位置付
けた様々な取り組み

職員研修の実施

人財の確保 人事課

マルチ職員の育成

事業名

事業名

②職員を「人財」と位置付けた様々な取り組み

事業内容
市職員として問題意識を持って新たな行政課題に対応するとともに、パイオニアとして浦安市
のあり方を考えることができるよう、自己啓発とともに、職場内外の研修を体系的に実施してい
きます。

事業名

事業名 スペシャリストの育成 人事課

事業内容
高度な専門性を有する行政課題などに適切かつ効果的に対応していくため、職員自身の適性
を見極めた上で、専門性の高いスペシャリスト職員への育成を図ります。

職員の年齢構成や職種を考慮し、計画的な職員の採用に取り組みます。

人事課

事業内容
各行政分野への計画的な配置換えに努め、所属セクション外の関連業務の知識も身につけた
職員を育成します。

事業内容
様々な行政需要に対し効率的に対応していくため、臨時的任用職員や任期付職員、再任用職
員を効果的に活用していくなど、多様な人財の確保に取り組みます。

事業名

適材適所の配置推進 人事課

人事課

計画的な職員採用の実施 人事課

事業内容

【主要事業】

職員研修の実施 人事課

①多様な人財の確保

スペシャリストの育成 人事課

マルチ職員の育成 人事課

担当課

計画的な職員採用の実施 人事課

人財の確保

人事交流の推進 人事課

人間性や創造性に優れた有能な人財を確保するため、人物や適性などをより重視した試験制度を推進
します。また、社会の高度化・複雑化に対応するため、任期付職員や社会人経験者の採用など、多様
な人財の確保に取り組みます。

行政水準や提供するサービスの質を高めるため、「人」という行政資源の育成に努めます。職員一人
ひとりが、意欲や能力、実績に応じたキャリア形成が図れるよう、適正な職員配置や人事研修、人事
交流などに取り組みます。

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

１）財産となる人財を育てる

人事課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名
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人事課

事業内容
職員の幅広い見識を養うため、国や千葉県、他市町村、民間企業などとの人事交流を推進し
ます。

事業名 適材適所の配置推進 人事課

事業名 人事交流の推進

事業内容
様々な職場経験を通じた各職員の能力開発に加え、業務をより効率的に執行していくため、職
員の持つ経験や能力に応じた職員配置を行います。
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・

・

②いきいきと働ける職場づ
くり

事業名 健康管理体制の充実 人事課

事業内容
職員が心身ともに健康で職務に専念できるよう、職員の健康相談やメンタルヘルス対策など、
健康管理体制の充実を図ります。

②いきいきと働ける職場づくり

事業内容
意思決定の過程を簡素化し業務の執行を迅速化するため、各部課長への庁内分権（庁内権
限委譲）をさらに推進します。

事業名 ワーク・ライフ・バランスの推進 人事課

事業内容
男女ともに、仕事と家庭を両立できる職場環境の一層の充実を図ります。
また、職員一人ひとりが生き生きと働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、自らの希望に沿った多様な生き方が実現できる職場環境づくりを推進します。

事業名 課題解決型組織の構築(施策推進・マネジメント強化) 総務課／人事課

事業内容
施策に基づいて組織を構築するとともに、施策の進捗度やその時々の行政課題に応じた見直
しを行うことで、常に効果的で効率的な組織編成を維持します。

事業名 庁内分権（権限委譲）の推進 総務課／人事課

【主要事業】

①機動的かつフレキシブルな組織体制の確立

事業名 プロジェクトチームの活用 総務課／人事課

事業内容
緊急あるいは重要な課題に迅速に対応するため、課題解決を目的としたプロジェクトやタスク
フォースを積極的に活用していきます。

総務課/人事課

健康管理体制の充実 人事課

福祉厚生制度の実施 人事課

計画事業・主要事業名 担当課

ワーク・ライフ・バランスの推進 人事課

①機動的かつフレキシブル
な組織体制の確立

プロジェクトチームの活用 総務課/人事課

課題解決型組織の構築（施策推進・マネジメント強化）

意思決定の迅速化や適正な組織規模の実現、庁内分権の実施に向けた組織改革を進め、これまでの
「管理型」から目的志向の「経営型」組織への転換を推進します。また、組織運営をより機動的なも
のとするため、緊急の課題に素早く対応するためのプロジェクトやタスクフォースの活用や、多様化
する市民ニーズや行政課題に即応した組織の再構築を進めます。

職員一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域
生活などにおいても、自らの希望に沿った多様な生き方が選択・実現できる職場環境づくりを推進し
ます。また、心身ともに健康で生き生きと仕事に取り組めるよう、職員の健康管理について的確な情
報の提供や相談などの支援を行います。

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

２）活力を生み出す職場づくりを進める

庁内分権（権限委譲）の推進 総務課/人事課

【事業体系】

事業
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事業名 福利厚生制度の実施 人事課

事業内容 職員が生き生きと安心して仕事ができる福利厚生制度の運用に取り組みます。
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・

・

事業内容
評価結果（勤務実績）を処遇へ反映する人事評価制度の実施に向け、面談や評価結果の本
人への開示、苦情相談などの制度の構築に取り組みます。

事業名 職員提案制度の推進

事業名 目標による管理を活用した業績評価 人事課

目標による管理を活用した業績評価

企画政策課

事業名 人事評価制度の見直し 人事課

【主要事業】

①やる気を高める仕組みをつくる

人事課

計画事業・主要事業名 担当課

事業内容
業務上の目標を掲げ、目標達成に向けて業務に取り組み、また、その成果を適切に評価する
ことで職員の意欲を向上させ、業務の効率化を図ります。

①やる気を高める仕組みを
つくる

事業内容
日々の業務改善への取組を奨励することで、職員の改善意欲を引き出すとともに、庁内にお
ける業務改善のノウハウ共有や市民ニーズへの対応強化を図ることを目的として、職員提案
制度の充実を図ります。

人事評価制度の見直し 人事課

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

３）やる気を高める仕組みをつくる

職員提案制度の推進 企画政策課

職務や職責に応じた給与水準の設定、人事考課制度に基づく昇任や昇給の実施など、職員の意欲や能
力、実績を適正に評価し処遇する制度の整備を推進します。

職員の日常業務に関する改善意欲を高める仕組みとして、職員が自主的に行った業務改善を評価・表
彰する職員提案制度の充実に取り組みます。

【事業体系】

事業
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現状と課題

行政手続きのオンライン化や情報システムによる業務効率化など、情報化に関する取組を着実

に推進してきましたが、行政サービスの高度化や市民の利便性向上を図るため、利用者の立場に

立った情報システムの充実・強化が必要となっています。

また、平成 27 年 10 月には、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現

することを目的として「社会保障・税番号（マイナンバー）」制度が導入されることから、制度

の運用に向けた対応が求められています。

さらには、近年スマートフォンの普及やＳＮＳの隆盛などにより、誰もがインターネットを通

じて様々な人と交流を持ったり、情報発信をしたりすることができる環境が急速に整ってきてい

ます。一方、ボランティア団体やＮＰＯ法人など、行政以外で地域の社会活動に参画する主体も

増加してきています。このようなことから、市と市民との協働や市民相互の交流を促進するため

にも、情報環境の整備が望まれています。

また、行政の簡素化や効率化を図るため、情報システムを適正に調達していくことや情報シス

テムの管理、運用をより効率的かつ効果的に行っていくことが必要です。

さらに、外部監査制度の導入や技術的な情報セキュリティ対策の強化を行うとともに、個人情

報保護条例の適切な運用や情報セキュリティポリシーの評価と見直しを継続的に行っています

が、日々進展する情報化技術に伴い、市が管理するデータやシステムなどの情報資産を様々な脅

威から保護するため、実効性のある対策の充実が求められています。

６ 新たな情報環境を整備する具体的

施 策６ 新たな情報環境を整備する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）快適な市民生活を支援する

市民の利便性の向上や事務の効率化を図るため、申請や届出など行政手続のオンライン化を進

めるとともに、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書のコンビニエンスストア

での交付などに取り組みます。

また、市民の安全・安心の確保や危機管理の観点から、犯罪の未然防止と災害時の情報提供手

段の充実・強化を図ります。

２）協働の環境づくりを支援する

行政情報の積極的な提供や公開により行政の透明性を向上させるとともに、幅広い市民の意見を行

政へ反映していくため、インターネットの即時性や利便性を活かした市民意見の収集・分析に取り組

みます。

また、市民相互のコミュニケーションの活性化や市民活動の活発化を図り、市民の学習機会を拡充

できるよう、ＩＣＴを活用し、市民と行政の協働につながる環境づくりを進めます。

３）行政の簡素化と効率化を進める

行政の効率性や国民の利便性を高め、より公平・公正な社会を実現するための社会基盤として

導入される「社会保障・税番号（マイナンバー）」制度について、本市でも円滑な導入を図ると

ともに、独自利用策についても検討を進めます。

情報システムの調達にあたっては、システム導入による費用対効果などの事前検討を十分に行

った上で、期待した効果が得られるよう現状業務の分析を実施するとともに、またライフサイク

ルコストが高くならないよう、開発管理や進捗管理、品質管理、さらには定期的な振り返り評価

を的確に行います。

また、市民から寄せられた情報やアンケートなどと、市が保有する地図情報を活用して、施策

や事務事業の分析・検討を行うほか、地図情報を二次利用が可能な形で提供するなど、統合型地

理情報システムの活用を推進します。

４）情報セキュリティ対策を強化する

近年、職員や業務委託先の従業員のパソコンなどの盗難やウィルス感染により、地方公共団体

が保有する個人情報が漏えいするなどの事案が全国的に発生しています。本市ではこのような事

案が発生しないよう、より一層情報セキュリティ対策の徹底に努めます。

また、情報セキュリティに対する脅威、脆弱性や対策技術は日々変化しており、情報セキュリ

ティ対策全般にわたる実効性の評価や見直しを行うことが重要です。このため、情報セキュリテ

ィ監査を引き続き適切に実施し、情報セキュリティ対策の水準を持続的に向上させていくととも

に、最新の技術を活用した情報セキュリティ対策を行っていきます。

さらに、情報資産を取り扱う職員に情報セキュリティの意識を保持させるため、引き続き研修

を実施します。
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・

・

・

・

①電子申請の推進

②暮らしをいろどる情報の
提供

③災害情報の提供と防犯
対策の充実

災害時情報伝達事業 【再掲】

子育てポータルサイトの充実 【再掲】

事業内容
社会保障や税の効率性、透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、
社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入を図ります。また、さらなる市民サービスの向上を目
指して、本市独自の利活用を検討し、実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
個人番号カード交付（平成28年１
月～）
独自利用の検討

独自利用の検討
独自利用の開始

マイポータル運用開始

事業番号
事業名

社会保障・税番号（マイナンバー）制度
の導入

【再掲】 担当課
総務課／情報政策課／
市民課66311

事業内容
マイナンバー制度の導入に伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書のコンビニ交
付を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

システム構築
システム構築
実施

実施

【計画事業】

②暮らしをいろどる情報の提供

事業番号
事業名 各種証明書のコンビニ交付サービス 担当課

情報政策課／市民税課
／市民課66121

防災課

公共空間犯罪対策事業 【再掲】 防犯課

各種証明書のコンビニ交付サービス

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

電子資料提供サービス事業 【再掲】 中央図書館

こども課

情報政策課

情報政策課／
市民税課／市
民課

総務課／情報
政策課／市民
課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【再掲】

電子申請等推進事業

市民の安全・安心の確保や危機管理の観点から、犯罪の未然防止と有事の際の活用を考慮した情報機
器の運用、災害時の情報提供手段の確保・強化を図ります。

インターネットを通じて、申請書などの様式をダウンロードしたり、申請や届出などが行えるサービ
スを引き続き実施します。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入に向け、法定事務となる個人番号の利用や個人
番号カードの交付に向けた準備を進めるとともに、本市独自の効果的な利用策について検討を進め、
市民の利便性のさらなる向上を図ります。特に、個人番号カードの独自利用策の一つとして、住民票
の写しや印鑑証明書など公的な証明書のコンビニエンスストアでの交付を開始します。

市民が必要なときに、暮らしやまちづくりなどの行政情報が得られるよう、様々なプラットフォーム
において情報を提供します。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

１）快適な市民生活を支援する
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(千円)

②暮らしをいろどる情報の提供

事業名 公共空間犯罪対策事業【再掲】 防犯課

事業内容
公共空間での犯罪の発生抑止などを目的にネットワーク化した24台の防犯カメラの運用を図り
ます。

事業名 災害時情報伝達事業【再掲】 防災課

事業内容 防災行政用無線の補完対策として、防災ラジオの有償配布を実施します。

③災害情報の提供と防犯対策の充実

事業名 子育てポータルサイトの充実【再掲】 こども課

事業内容
妊娠中や子育て中の保護者が、子育て支援に関する情報を、官民問わず、幅広く、簡単に入
手できるよう、子育てポータルサイトの内容や機能の充実に取り組みます。

【主要事業】

①電子申請の推進

事業名 電子申請等推進事業 情報政策課

事業内容
市民が自宅などから申請書などの様式が取得できるよう、ダウンロードサービスの拡充を図る
とともに、直接、申請や届出が行えるオンラインサービスの拡充を図ります。

○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

42,623 16,034 22,034 80,691

事業内容
震災情報を収集するとともに、その利活用を促進するため、引き続き震災アーカイブの構築に取り組み
ます。また、地域資料や行政資料などの利活用を推進するため、新たな資料の収集、保存、活用方法の
あり方として、電子資料に関する研究を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

事業番号
事業名 電子資料提供サービス事業 【再掲】 担当課 中央図書館

47141
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・

・

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・研究
整備
運用

運用

インターネットを活用した市民意識調査事業 【再掲】 広聴広報課

【計画事業】

①市民ニーズの把握と充実した市政情報の提供

事業番号
事業名 デジタルサイネージ整備事業 【再掲】 担当課

【再掲】 協働推進課

アンケート分析システムの活用【再掲】 広聴広報課

事業内容
より的確に市民の声を市政に反映させるため、テキストマイニング機能を備えたアンケート分
析システムの積極的な活用と庁内への普及啓発を図ります。

事業名

【主要事業】

①市民ニーズの把握と充実した市政情報の提供

担当課

②市民の学習機会や活動
機会の充実

生涯学習情報提供システムの運用 【再掲】 生涯学習課

①市民ニーズの把握と充
実した市政情報の提供

デジタルサイネージ整備事業

計画事業・主要事業名

【再掲】

広聴広報課

事業内容
市民の意識や意向を把握し、市政に反映できるよう、インターネットの特性や即時性を活かし
た、インターネット市政モニター（Ｕモニ）によるアンケート調査を継続的に実施します。

事業名 インターネットを活用した市民意識調査事業【再掲】 広聴広報課

「まちづくりポータルサイト」の構築

広聴広報課
63121

事業内容
非常時における緊急情報や平常時における本市に関する情報の発信のため、本市におけるデジタルサ
イネージの整備・運用に取り組みます。

アンケート分析システムの活用

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

２）協働の環境づくりを支援する

広聴広報課

【事業体系】

事業

社会教育団体の情報発信や市民の生涯学習活動を支援するため、生涯学習の情報提供に関するシステ
ムを運用します。

インターネット市政モニター(Ｕモニ)やアンケート分析システムの活用により、市民の意識や意向の
的確な把握や効果的な分析を行い、施策や事業の推進に役立てるとともに、市民に分かりやすい情報
提供に努めます。

【再掲】
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生涯学習課

「まちづくりポータルサイト」の構築【再掲】 協働推進課事業名

事業内容
市民の生涯学習活動を支援するため、講座やイベント、サークルなどの情報を一元的に提供
する「まなびねっとＵＲＡＹＡＳＵ」を運用します。

②市民の学習機会や活動機会の充実

事業内容
多様な主体間の協働を推進するため、市民、団体、学校、法人、行政などの様々な協働の担
い手が、地域情報について発信し共有できるような「まちづくりポータルサイト」を構築します。

事業名 生涯学習情報提供システムの運用【再掲】
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・

・

・

(千円)

事業内容
各課が情報システムの更新を行う際、業務分析を行い、業務プロセスの見直し改善を図ったう
えで、最適な情報システムを導入できるよう支援します。また、導入後は、各課にシステム導入
の効果を評価してもらい、次の更新に活かします。

事業名 情報システム調達指針に基づく業務分析の促進 情報政策課

【主要事業】

①情報システムの安定稼働と効率的な管理

○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

75,170 71,066 71,066 217,302

事業内容
社会保障や税の効率性、透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するた
め、社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入を図ります。また、さらなる市民サービスの向
上を目指して、本市独自の利活用を検討し、実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
個人番号カード交付（平成28年１
月～）
独自利用の検討

独自利用の検討
独自利用の開始

マイポータル運用開始

【計画事業】

①情報システムの安定稼働と効率的な管理

事業番号
事業名

社会保障・税番号（マイナンバー）制度
の導入

担当課
総務課／情報政策課／
市民課66311

総務課／情報
政策課／市民
課

情報システム整備計画策定事業 情報政策課

情報システム調達指針に基づく業務分析の促進 情報政策課

統合型地理情報システム推進事業 情報政策課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①情報システムの安定稼
働と効率的な管理

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

統合型地理情報システム（ＧＩＳ）をもとに、各課が所有する様々な空間情報や市民から寄せられる
地図情報を集約し、全庁的な活用を推進することにより、各課の施策立案や事務事業の効率化を実現
します。

情報セキュリティ対策の向上や情報システムの安定稼動、情報システムの管理、運用にかかるコスト
削減を図るため、本市独自のプライベートクラウド、「Ｕクラウド」化を推進します。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入に向け、法定事務となる個人番号の利用や個人
番号カードの交付に向けた準備を進めるとともに、本市独自の効果的な利用策について検討を進め、
行政サービスの効率化、手続きの簡素化を図ります。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

３）行政の簡素化と効率化を進める
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事業名 統合型地理情報システム推進事業 情報政策課

事業内容
情報システムの更新や調達がより効果的に進められるよう、既存システムの統合や更新時期
などをまとめた情報システム整備計画を毎年度策定し、運用していきます。

事業内容
業務の効率化や市民と行政との情報共有の促進に寄与することを目的として、市民から寄せ
られた情報や市が所有するデータを必要に応じ地図情報として蓄積し、施策や事務事業の分
析・検討を行うなど、統合型地理情報システムの一層の活用に取り組みます。

事業名 情報システム整備計画策定事業 情報政策課
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・

情報政策課

本市が所有する情報や情報システムなどの情報資産を不正アクセスやウイルスなどの脅威から守るた
め、情報セキュリティポリシーに基づき、人的セキュリティ対策や物理的セキュリティ対策、また技
術的セキュリティ対策など様々な対策を行います。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

４）情報セキュリティ対策を強化する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①情報セキュリティ対策の
推進

事業名 情報セキュリティ対策事業 情報政策課

事業内容
市が所有する情報資産を様々な脅威から保護するため、技術的対策やセキュリティ監査を実
施するとともに、職員の意識向上を目的とした研修や内部監査を行います。

【主要事業】

①情報セキュリティ対策の推進

情報セキュリティ対策事業
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用 語

解 説
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あ行

アーバンリゾート(ゾーン)

都市近郊もしくは都市内の水際や高原などに立地する、テーマパークやホテル、マリーナ、複合型産業

施設などで複合的に構成された保養、行楽地のこと。アーバンリゾートゾーンは、舞浜２・３丁目の住宅

地を除いた舞浜地区を指す。

アウトソーシング

行政内部で行われていた業務を専門業者等に外注すること。受注者の能力や資源を活用することにより、

コストの削減や効率化を図る。

アクセシビリティ
ウェブ-ページに対するアクセスと利用のしやすさの度合い、また、障がいの有無や年齢などの条件に関係

なく、だれもが同じようにインターネット上で提供される情報を利用できること。

意思疎通支援者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な人とその他の人の意

思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記等を行う者。

ＡＳＰサービス（Application Service Provider）

データセンターでアプリケーションソフトを一括稼動させ、インターネットなどでその機能を顧客に提

供するサービスのこと。

ＳＮＳ（Social Networking Service）
インターネットを使って、人と人のコミュニケーションを促進するためのサービスのこと。子育て支援

などの特定のテーマに利用されることが多い。

か行

街頭緊急通報装置
犯罪の抑止を図るため、犯罪が発生しやすい公共空間に設置されている防犯カメラや警察への通報装置を

装備したスーパー防犯灯のこと。

環境マネジメントシステム
事業者などが環境に関する方針を自ら設定し、達成に向けて取り組んでいくための体制、手続きのことで、

国際標準化機構（ＩＳＯ）が発行したISO14001に基づくものやＥＵのＥＭＡＳに基づくものが代表的な事例

である。

帰宅困難者

大規模な災害で交通機関が運行を停止した際に発生する、自宅への帰宅をあきらめた人や徒歩での帰宅が

困難となり保護が必要になる人々。

キャリア教育

児童・生徒一人ひとりの勤労観・職業観と自分の将来を設計できる力を育てる教育。

グループホーム
大規模な居住型施設ではなく、少人数で、職員とともに地域の家屋や建物での集団共同生活を送るなかで、

社会的・家庭的ケアを受ける生活形態。地域住民の一人として自立した生活を送ることを目的に、高齢者や

障がい者などの分野でそれぞれ展開されている。

健康寿命
平均寿命のうち、健康上の問題によって日常生活が制限されることなく生活できる期間。
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健幸ポイント

あらかじめ参加登録を行った上で、市で無償貸与する歩数計を持ってウオーキングをしたり、健康運動

教室に参加したり、特定健診を受けたりするなど、健康づくりに向けた取り組みを実践することで得られ

るポイント。貯まった健幸ポイントは、商品券などに交換することができる。

建築基準法第 42 条第２項に該当する道路（２項道路）

建築基準法第42条第２項の規定による道路で、建築基準法が制定される以前から存在する幅員４ｍ未満の

道。建築基準法では、幅員４ｍ以上道を道路として規定しているが、堀江、猫実、当代島地区には、幅４ｍ

未満の狭あいな道が存在している。このような道では、建築物の更新にあわせた拡幅整備が必要となってい

る。

工業ゾーン

鉄鋼団地や流通・加工・業務機能が集積した工業団地がある、鉄鋼通り、港、千鳥地区の総称。

公有水面埋立事業

公共の用に供する水流または水面であって、国の所有に属する水面を埋め立てる行為。本市の場合、千葉

県事業として、二度にわたり、公有水面の埋め立てが行われており、浦安地区第一期埋立事業では、海面下

の土地もあわせて埋め立てられた。

子ども・子育て関連３法

すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的として、

子ども・子育て支援関連の制度や財源を一元化して新たな仕組みを構築し、質の高い学校教育・保育の一体

的な提供、保育の量的拡充、家庭における養育支援の充実を図ることを目的に制定された３つの法律をいう。

コミュニティビジネス

福祉や教育、環境保護など、地域や社会の抱える課題について、ビジネスの手法を活用しつつ、地域との

信頼関係のなかで、多様で柔軟なサービスを、市民が主体となって提供し解決していく、地域性・社会性と

事業性・自立性を伴った事業活動のこと。

コンベンション

イベントなども含めた広範囲の集会、催し、会議、大会、見本市などのこと。

さ行

災害時要援護者

ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、障がいのある方、傷病者、妊産婦、乳幼児など、災害時に適切な防災

行動をとることが特に困難な人々。

災害非常用街灯
太陽光や風力などの自然エネルギーを利用した、大規模な災害により停電が発生した場合でも点灯する街

灯。

災害ボランティアコーディネーター
災害時において、災害ボランティアセンターの運営スタッフとして、ボランティアの方が市民のニーズに

合わせて、円滑に・効率的に活動できるよう調整などを行う人。

再生可能エネルギー

資源が有限でいずれ枯渇する化石燃料などと違い、太陽光・太陽熱、水力、風力、地熱、バイオマスなど、

自然現象の中で半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーのこと。自然の活動によってエネルギー

源が再生、供給されることから、地球環境への負荷が少ない。
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里親制度

地方自治体が、公園や道路などの緑化や清掃活動を地元住民に任せる制度。ボランティアとなる住民や地

元企業を「里親」、公共施設を「養子（アダプト）」になぞらえたもの。

指定管理者制度

平成 15 年６月の地方自治法の改正により設けられた制度で、体育館や福祉施設などの公の施設の管理を

民間の事業者が請け負う制度。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External Defibrillator）
心臓の動きを正常に戻すために電気ショックを与える装置で、医療従事者でなくても救命行為が行える。

児童発達支援センター
施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・

助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設。

周産期医療

周産期（妊娠22週から生後満7日未満までの期間）とその前後の期間に生じがちな、母体・胎児や新生児の

生命に関わる突発的な事態に備えた、産科と小児科双方からの一貫した総合的な体制による医療のこと。

人工排熱

電気、ガス、石油などの使用により膨大なエネルギーが消費され、自然界とは異なる熱バランスが形成さ

れていること。空調など建物に起因して発生する建物排熱、自動車の走行に伴う自動車排熱、工場などの生

産活動に伴うエネルギー消費によって生ずる工場排熱などがあり、これらの人工排熱は、ヒートアイランド

現象の原因のひとつとされている。

新町地域

第二期埋立地に形成された住宅地で、日の出、明海、高洲地区の総称。

スクールライフカウンセラー
児童・生徒の心理臨床に関する高度な専門的知識・経験をもち、学校で児童・生徒へのカウンセリング、

教職員や保護者への助言・援助などを行う人。

スマートハウス

家電や設備機器を情報化配線等で接続し最適制御を行うことで、エネルギーをより効果的に利用するため

の工夫が加えられている住宅のこと。太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器を利用したり、家

電、住宅機器などをコントロールするなど、エネルギーマネジメントを行うことでCO2排出の削減を実現する。

スモールビジネス
人材派遣などのニューサービスやソフトハウス・新テク商品などのベンチャービジネスの登場で、これま

での大企業・中堅企業・中小（零細）企業といった規模分類だけでは優劣判定ができなくなったのに対応し

て、優良中小、ベンチャーをあわせて呼んだもの。

成年後見制度
認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者など自分で十分に判断することができない人が、財産の

取引などの各種手続や契約を行う時に、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本

人の権利や財産を守ることを目的とした制度。本人の現在の判断能力にあわせて「補助」「保佐」「後見」

の 3つの区分がある。

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）
津波警報や緊急地震速報、緊急火山情報などの対処に時間的余裕がない事態が発生した場合に、通信衛星

を用いて情報を送信し、市町村の防災行政無線を通じて住民に緊急情報を伝達するシステム。

全体最適化

目標を定めて事務と情報システムを同時に改善していく取り組みのこと。
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早期健全化基準

地方公共団体の財政の健全性に関する基準。健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率）のいずれかが早期健全化基準以上である場合は、財政健全化団体として自主的・

計画的な財政の健全化が求められる。

双方向型インターネットＧＩＳ
地域住民と地方公共団体、地域住民同士、さらには地方公共団体同士のコミュニケーションの向上を目

的に開発された相互連携も可能な双方向型の統合型地理情報システム。

た行

多文化共生

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め、対等な関係を築こうとしながらともに生きて

いくこと。

地域防災無線
災害対策を迅速・的確に行うため、市役所と消防や警察などの関係機関、医療・教育・電気・水道・ガス・

電話などの生活関連機関が相互に密接な連絡が取れるよう設置された通信設備で、移動系と固定系がある。

地域包括支援センター

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチームア

プローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療

の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設。

中間支援組織
地域社会と市民活動グループの変化やニーズを把握し、各種サービスの需要と供給をコーディネートす

る組織。運営形態は、官設官営、官設民営、民設民営がある。

通級指導教室
通常の学級に在籍し、おおむね教科学習が可能であるが、特別な支援が必要であると思われる子どもに

対して、一人ひとりの教育的ニーズに合わせたプログラムを組み、個別または、小集団での指導を行い、

子どもの成長を促していく教室。それぞれの個性に合わせ、達成感を持たせながら、他者とのよりよいコ

ミュニケーションをとれるような指導が行われる。

テキストマイニング

文字データを統計的な方法などで分析して、有益な情報を抽出する技術。

デジタルサイネージ

電子掲示板など、通信ネットワークを使用してリアルタイムな操作により表示内容の随時配信・変更が

可能な情報伝達ツールのこと。

特定健康診査
メタボリックシンドロームの要因となっている生活習慣を改善し、高血圧や高脂血症、糖尿病などの有病

者・予備群を減少させることを目的とした検査。

特定保健指導

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果

が多く期待できる市民に対して、生活習慣を見直すサポートを行うもの。

特別支援教育

障がいのある児童・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・生徒のもてる力

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、必要な支援を行う教育。
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都市型観光

人が居住し生活している「まちなか」で、その地域の歴史・文化・環境などを踏まえ、「街を歩くことの楽

しさ」を魅力の中心に置いた観光の概念。

都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）。平成16年７月に、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地

方都市開発整備部門がひとつになり発足した独立行政法人。大都市及び地域社会の中心都市において、市街

地の整備改善や賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行う。本市では、昭和60年度から平成20年度まで日の

出・明海地区を事業区域にした浦安東地区土地区画整理事業を実施した。

な行

内発型産業

浦安市民が起業する産業。

中町地域

第一期埋立地に形成された住宅地で、東野、富岡、今川、弁天、海楽、入船、美浜、舞浜２・３丁目の総

称。

妊婦健康診査

妊婦の健康状態やお腹の赤ちゃんの育ちぐあいなどをみるために、身体測定や血液・血圧・尿などの検

査を行うこと。妊婦健診を受けることで、病気などに早く気づき、早く対応することができる。

ノーマライゼーション
すべての人が同じ人間として、住み慣れた環境のなかでともに暮らせるようにすべきだという考え方。

は行

バスベイ
バス停留所のある場所に、歩道に切れ込みを入れたような形で設けられる、バスが停車するためのスペー

スのこと。

ピアカウンセリング

自立生活を実現した、あるいは実現しつつある障がいのある方が、これから自立を考えようとしている障

がいのある方に、自分たちの経験を通して行う援助活動。

ＰＦＩ(Private Finance Initiative)

事業コストの削減や質の高い公共サービスの提供を図るため、公共施設などの建設や維持管理、運営など

について民間の資金やノウハウを活用して行う手法。

ヒートアイランド現象
都市部において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスファルトによる被覆の増加、それに伴う自

然的な土地の被覆の減少、さらに冷暖房などの人口排熱の増加により、地表面の熱収支バランスが変化し、

都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象。

ＰＰＰ（Public Private Partnership）

これまでの行政主体による公共サービスを、いかにして最も効果的で効率的に提供できるかという観点か

ら、行政（官）と多用な構成主体（市民・各種団体・企業・大学など（民）の連携により事業を行う「官民

連携」の形のこと。民間事業者が、政策などの計画段階から参加するという考え方であり、資金協力や運営

ノウハウの提供のみを行うＰＦＩよりも広い概念となっている。
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福祉避難所

障がいのある方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人を収容し

保護する避難所。

不育症

妊娠は可能だが、流産や死産を繰り返し、生児を得ることができない病態や症候群のこと。

普通会計
総務省が所管する「地方財政状況調査」において統計上の比較を可能にするためにつくられた会計のこと。

一般会計や特別会計など各会計で経理する事業の範囲が市町村により異なっているため、統一的な基準で整

理し、比較できるようにした統計上の会計区分。浦安市では、一般会計と墓地公園事業特別会計を合算した

ものとなる。

包括外部監査
地方公共団体が、地方自治法第２条 14 項と 15 項の趣旨を達成するため、弁護士や公認会計士などの外

部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とするもの。

防災行政用無線

災害発生時に、市民に正確で迅速に情報を提供できるよう設置された放送設備で、市内各所に屋外のスピ

ーカーが設置されており、一斉放送や地区別の放送が可能である。震度４以上の地震が発生した場合は、自

動的に放送が入る。

ポータルサイト

インターネットにアクセスするときに、玄関口となるウェブサイト。

ま行

メタボリックシンドローム

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか２つ以上をあわせもった状態。

元町地域
埋立以前からある地域で、猫実、当代島、北栄、堀江、富士見地区の総称。

もやいの会

浦安市郷土博物館で活動する博物館ボランティアの組織で、会員数は約 300 名。

ら行

ライフサイクルコスト
企画から開発、運用、保守、廃棄に至るすべての段階で発生する調達コスト。

リノベーション

刷新。改善。転じて、マイナス要素を修正するのではなく、既にあるものをプラスの方向に向かわせ、付

加価値を増大させる意味を持つ。

わ行

ワークステーション
障がいのある方の雇用を円滑に進めるための機能をもった場所。
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ワーク・ライフ・バランス

働く人が、子育てや介護、自己啓発、地域活動などといった仕事以外の生活と仕事とを自分が望むバラン

スで実現できるようにすること。
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