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はじめに

本市は、発展の礎となった埋立地での開発が終盤に差しかかり、これまでの

まちを開発していく「発展期」から、まちを維持、更新していく「成熟期」を

迎えています。

また、「若いまち」といわれる本市においても、高齢化の進行に伴い人口構造

が変化しつつあります。

こうした状況の中、私は市長就任以降、本市がさらなる発展を遂げていくた

めに、浦安市政全体を俯瞰する「鳥の目」、現場で起きていることをつぶさに見

る「虫の目」、社会潮流を捉る「魚の目」の３つの視点から、職員ともども一丸

となって、全ての施策・事業２，１０４事業について総点検を実施しました。

この「施策・事業の総点検」は、今後、１０年先、２０年先の本市の状況を

勘案し、まちの再構築、すなわち「リノベーション」を行うための第一歩であ

ると位置づけています。

なお、点検の中でも、早急な対応が必要であると判断した施策・事業につい

ては、随時補正予算等により対応を図ってきました。

本報告書は、現在の課題に直結している事業や将来へ大きな影響があると考

えられる３４６事業について、さらに徹底検証を行い、その結果を取りまとめ

たものです。

今後、この点検結果をもとに、時宜を得た施策・事業を選択し、「浦安まちづ

くり３か年計画」を策定し、計画的なまちづくりを進めていくとともに、変わ

りゆく社会環境、多様化する市民ニーズや山積する課題に的確に対応していく

ため、将来の浦安市のまちづくりの指針となる「新たな総合計画」を策定して

まいります。

平成30年５月

浦安市長 内 田 悦 嗣
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１ 総点検の流れ

各部の懸案事項や主要な施策・事業等 181 件と６月補正予算成立後の全細事

業 1,923 件の点検を実施し、あわせて 2,104 件の施策・事業について総点検を

行いました。

本報告書では、総点検を実施した 2,104 件の施策・事業のうち、より詳細な

検証が必要であると判断した 346 件について、新規、拡充、見直し、中止・終

了の刷新４項目と、継続のあわせて５つの項目に分類しました。

第１回総点検 対象件数：１８１件

実施対象：各部の懸案事項、主要な施策・事業

第２回総点検 対象件数：１，９２３件

実施対象：平成 29 年度予算の全細事業（骨格予算注１＋肉付け予算注２）

注１）骨格予算 ：義務的経費等経常的経費を中心とする当初予算

注２）肉付け予算：新たな施策展開を推進するために必要となる新規事業等を加えた

政策型予算

総点検実施 全２，１０４件

徹底検証した

３４６件

新規 拡充 見直し
中止

終了
継続
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２ 検証結果一覧

徹底検証した346件の施策・事業の結果は、下表のとおりです。

分類 内容 件数 比率

新規
現在の市の課題や市民ニーズをふまえ、新た

に実施することとした事業です。
48 14%

拡充

事業の効果をより高めるための見直しを行

い、事業の内容、目的、対象や手法等を拡充

していく事業です。

48 14%

見直し

より効率的で効果的に事業を実施するため、

事業の内容や目的等の一部または根本から見

直しを行い、実施していく事業です。

69 20%

中止・終了

十分な効果が認められない場合や当初の目的

をすでに達成している等により中止・終了と

した事業です。

24 7%

継続

軽易な見直しや修正はあるものの、市民サー

ビス向上のため、引き続き実施していく事業

です。

157 45%

合計 346 100%

 各事業の検証結果はＰ３「３ 分類別検証結果」に掲載しています。掲載にあたって

は、類似する施策・事業を統合しているため、上表の件数とは一致しません。

 本市の組織順に掲載しています。
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３ 分類別検証結果

(1) 刷新

ア 新規

現在の市の課題や市民ニーズをふまえ、新たに実施することとした事業

です。

 総務部

No. 1 件名 市有地活用のあり方検討 担当課 総務課

概要

市有地の有効活用を図るため、民間事業者等に貸付を行っている市有地の活用

実態を調査し、市有地貸付のあり方を整理するとともに、必要な見直しを行いま

す。

No. 2 件名
避難所等におけるテレビの視聴環境の整

備
担当課 防災課

概要
災害時に避難所等のテレビのケーブルが切断された場合でも、テレビの視聴が

できるよう、室内用アンテナを避難所等に備蓄しました。

No. 3 件名
今川記念公園等の再整備に向けたあり方

検討
担当課

防災課／地域振興課／

みどり公園課

概要

避難所がない今川地区において、災害時に地区の活動が円滑に図られるよう、

今川記念公園及び今川記念館のあり方や求められる機能等について一体的に

検討します。

No. 4 件名 Wi-Fｉ環境整備事業 担当課 情報政策課

概要
市内でのインターネット利用環境を向上させるため、公共施設等の公衆無線LAN

整備の方針となるWi-Fi整備方針を策定する等、環境整備に取り組みます。

 企画部

No. 5 件名 舞浜駅周辺再整備検討事業 担当課 企画政策課

概要

舞浜駅周辺について、アーバンリゾートゾーンの玄関口及び地区住民の生活拠

点としての機能の向上を図るため、関係機関と調整しながら、北口・南口各々の

機能を整理し、駅周辺の再整備のあり方を検討します。

No. 6 件名 市有地土地利用検討事業 担当課 企画政策課

概要
現状の施設ニーズや将来必要となる機能を整理するため、新町地域等に残され

た市有地について、土地利用の方向性を示します。
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No. 7 件名 まちづくりに関する条例の制定 担当課 企画政策課

概要
自治体運営の基本原則、行政や住民の役割、責務等を定めるまちづくりに関す

る条例を制定します。

No. 8 件名
2020東京オリンピック・パラリンピック推進

事業
担当課

2020東京オリンピック・パ

ラリンピック推進課

概要

2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポーツ振興や国際交

流が図られるよう、事前キャンプの誘致や支援に取り組みます。また、事前キャン

プに際しては、市民がトップレベルのスポーツに触れられるよう、練習及び試合の

公開や、イベントの開催等、選手や関係者との交流の機会を提供します。

No. 9 件名 児童虐待・DV対策の推進 担当課
男女共同参画センター／

こども家庭支援センター

概要

児童虐待から子どもの命を守るため、要保護児童対策地域協議会の充実や市川

児童相談所との連携強化等を図ります。また、DV※1被害者やその子どもの一時

保護を迅速に行うため、緊急避難に関する支援体制の一元化を図ります。

 市民経済部

No. 10 件名 文化政策基本方針策定事業 担当課 地域振興課

概要
文化に関する施策の総合的な推進を図るため、文化政策基本方針を策定しま

す。

No. 11 件名
防犯カメラの設置及び公用車へのドライブ

レコーダーの搭載
担当課 市民安全課

概要
犯罪の発生を抑止するため、駅周辺等に防犯カメラを設置するとともに、公用車

にドライブレコーダーを搭載します。

No. 12 件名 インキュベーション施設運営支援事業 担当課 商工観光課

概要
市内で事業を営む中小企業の創業を支援するため、インキュベーション※2施設

の運営支援を行います。

No. 13 件名 買い物環境の整備 担当課
商工観光課／高齢者包

括支援課

概要
高齢化の進展に伴う、買い物弱者の増加に対応するため、対策を行った事業者

への支援を実施します。

 福祉部

No. 14 件名
福祉に関する包括的な相談支援体制の

構築
担当課 社会福祉課

概要

子どもや高齢者、障がい者等、福祉に関する相談窓口を統合し、複合的な課題

を抱えた方や制度の狭間にある方の相談に対応できるよう、福祉に関する包括

的な相談体制を構築します。
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No. 15 件名 新たな住宅セーフティネット制度の整備 担当課

社会福祉課／障がい福

祉課／高齢者福祉課／こ

ども課／住宅課

概要

住宅確保要配慮者（高齢者、障がい者、低額所得者、子育て世帯等）が住み慣

れた地域で安心して住み続けられるよう、住宅セーフティネット法の改正をふまえ

て、新たな住宅セーフティネット制度※3を整備します。

No. 16 件名 手話等による意思疎通手段の環境整備 担当課 障がい福祉課

概要

聴覚障がいのある方の意思疎通に使われる手話等を普及するため、（仮称）手

話言語条例を制定します。また、聴覚障がいのある方の聴こえをサポートするた

め、多くの市民が利用する施設に磁気ループ※4を設置します。

No. 17 件名
リハビリテーション病院及び高次脳機能障

がいの支援体制の整備
担当課

障がい事業課／健康増

進課

概要

脳卒中や骨折等からの機能の回復、在宅復帰への支援や心身の苦痛緩和を図

るため、高洲地区に誘致した（仮称）千葉大学病院浦安リハビリテーション教育セ

ンター城東桐和会浦安病院の整備を推進します。また、事故や病気等により、脳

の機能に障がいが生じる高次脳機能障がい※5の支援体制を整備します。

No. 18 件名 混合介護の実施 担当課 介護保険課

概要

介護保険サービス利用者の利便性の向上や、介護者等の介護負担の軽減が図

られるよう、国の動向をふまえ、被保険者に対する介護保険サービスとあわせて

介護者等に保険外サービスを提供する混合介護※6を実施します。

 健康こども部

No. 19 件名 （仮称）放課後うらっこクラブの運営 担当課 青少年課

概要

全ての児童が、放課後等に安全な環境のなか、多様な活動ができるよう、児童育

成クラブと放課後異年齢児交流促進事業を統合し、両事業の特徴を活かした

（仮称）放課後うらっこクラブとして一体的に運営します。

No. 20 件名 がん対策の強化 担当課 健康増進課

概要

がん対策の推進のため、（仮称）がん対策基本条例を制定し、検診の受診率向

上や闘病支援に努めます。また、がん患者の治療と仕事の両立や離職者の社会

復帰に向けた支援を進める等、総合的な対策に取り組みます。

No. 21 件名 脳ドック費用の助成 担当課 健康増進課

概要
脳血管疾患等の原因となる状態を早期発見し、早期治療につなげるため、脳ドッ

クの受診に関する費用の一部助成に向けて取り組みます。

No. 22 件名 産婦健康診査費用の助成 担当課 母子保健課

概要
出産後の母体の体調や授乳・育児の状況等を把握するため、産婦健診の受診

に要する費用の一部を助成します。
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 環境部

No. 23 件名 屋外喫煙分煙対策 担当課 環境衛生課

概要
喫煙に伴う煙や臭いの拡散、歩行喫煙によるポイ捨てを防止するため、新浦安

駅及び浦安駅前の分煙対策に取り組みます。

No. 24 件名 猫の糞尿対策の実施 担当課 環境衛生課

概要
飼い猫や飼い主のいない猫の糞尿による生活環境の悪化を抑制するため、猫の

糞尿対策を実施します。

No. 25 件名 有害鳥獣対策の推進 担当課 環境衛生課

概要
有害鳥獣（ハクビシン等）による市民生活等への被害防止を図るため、捕獲器に

よる捕獲や駆除を行います。

 都市整備部

No. 26 件名 旧護岸のあり方検討 担当課 都市政策課

概要
海岸護岸としての役割を終えた旧護岸（第１期埋立護岸）の今後のあり方や整備

に対する市の考え方をまとめたうえで、千葉県と協議を進めます。

No. 27 件名 舞浜駅ホーム延伸事業 担当課 都市政策課

概要
駅利用者の安全を確保するため、関係機関と連携し、舞浜駅ホームの延伸によ

る混雑緩和対策に取り組みます。

No. 28 件名 適正な土地利用の促進 担当課
都市政策課／都市計画

課

概要
良好な市街地の保全を図るため、土地利用の転換等の開発に対し、適正な土地

利用を促す対策を実施します。

No. 29 件名 サイン計画策定・整備事業 担当課
都市政策課／道路整備

課

概要

わかりやすい案内情報を提供するため、多言語対応等のユニバーサルデザイン

に配慮した公共サインに関するガイドラインを策定するとともに、交通結節点であ

る鉄道駅周辺について、サイン計画を策定し、サインを整備します。

No. 30 件名 舞浜駅南口バスターミナル暫定整備事業 担当課
都市政策課／道路整備

課／道路管理課

概要

舞浜駅南口バスターミナル内の混雑の緩和と来訪者の利便性の向上を図るた

め、駅前広場に隣接した市有地を、ホテル事業者等の送迎バスの乗降場として

整備します。

No. 31 件名 都市計画の検討 担当課 都市計画課

概要
土地利用の転換による住宅や工場等の用途の混在に対応するため、都市計画

の見直しの必要性を検討します。
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No. 32 件名 分譲集合住宅の再生支援 担当課 住宅課

概要
老朽化する分譲集合住宅を将来にわたって良好な住宅として維持できるよう、再

生支援を実施します。

No. 33 件名 当代島地区防災まちづくり方針検討事業 担当課 市街地開発課

概要
老朽化した木造家屋が密集する当代島地区の防災性を向上させるため、地区の

状況の変化、震災の経験や教訓をふまえ、防災まちづくりについて検討します。

No. 34 件名 無電柱化事業 担当課 道路整備課

概要

道路の安全性・快適性の向上や良好な景観の形成を図るとともに、災害時の緊

急車両の通行や緊急物資の輸送を確保するため、緊急輸送路や災害時の拠点

となる公共施設周辺の無電柱化に取り組みます。

No. 35 件名 排水機場・ポンプ場の適正配置等検討 担当課 道路整備課

概要
排水機能の維持・向上のため、老朽化した排水機場やポンプ場等について、排

水能力を検証し、適正配置等を検討します。

No. 36 件名 日の出・明海地区前面海岸護岸の開放 担当課 道路整備課

概要

海をより身近に感じられるよう、これまで立ち入りのできなかった日の出・明海地

区前面海岸護岸について、管理者である千葉県と協議のうえ、市として適正な負

担をしながら、開放します。

No. 37 件名 浦安インターチェンジの環境美化 担当課 道路整備課

概要
市民や市への来訪者が快適に利用できるよう、国や千葉県と連携を図りながら、

本市の玄関口である浦安インターチェンジの環境美化に取り組みます。

No. 38 件名 私道のあり方検討 担当課 道路管理課

概要
市内における私道の現状を把握するため、現況を調査し、今後のあり方を検討し

ます。

No. 39 件名 緑化活動拠点の整備 担当課 みどり公園課

概要
里親※7が行う緑化や清掃等の活動を支援するため、資機材の置き場所等の活

動拠点を整備します。

 消防本部

No. 40 件名 住宅用消火器貸出事業 担当課 総務課

概要

火災被害の拡大を防ぐ初期消火対策のため、住宅用消火器の無償貸出しを再

開します。また、普及率の向上が図られるよう、貸出しの方法について見直しま

す。
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 教育総務部

No. 41 件名 教育課程等検討事業 担当課 教育政策課

概要
学習指導要領の改訂による教育内容の充実や授業時数の増加に対応し、児童・

生徒の学力向上が図られるよう、教育課程等について検討します。

No. 42 件名 情報教育推進事業 担当課 指導課

概要

児童・生徒の情報活用能力のさらなる向上を図るため、情報教育推進計画を策

定し、学校におけるＩＣＴ※8の計画的な環境の整備と、それを利用した効果的な

情報教育を進めます。

No. 43 件名 適応指導教室の整備 担当課 指導課

概要

不登校傾向にある児童・生徒への相談や学習支援のため、適応指導教室を新

たにまちづくり活動プラザに整備するとともに、個別の指導やスクールライフカウ

セラーによる相談等、学校における不登校対策の充実を図ります。

 生涯学習部

No. 44 件名 （仮称）子ども図書館整備事業 担当課 生涯学習課

概要
子どもの自主的な読書活動や、交流を促進するため、（仮称）子ども図書館の整

備に取り組みます。

No. 45 件名 街頭パフォーマンスライセンス制度の創設 担当課 生涯学習課

概要

多くの市民が気軽に文化芸術に触れる機会や日ごろの活動を発表する機会を

提供するため、音楽やダンス等のパフォーマンス活動を行う個人や団体に対す

るライセンス制度を創設します。

No. 46 件名 キッズスポーツルーム整備事業 担当課 市民スポーツ課

概要
幼児期に楽しみながら運動能力を向上できるよう、運動公園屋内水泳プール内

に、キッズスポーツルームを整備します。
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イ 拡充

事業の効果をより高めるための見直しを行い、事業の内容、目的、対象

や手法等を拡充していく事業です。

 総務部

No. 1 件名 防災訓練の充実 担当課 防災課

概要

職員及び地域の防災対応力の向上を図るため、総合防災訓練の実施場所や内

容を見直すとともに、帰宅困難者の避難誘導訓練、遺体取扱訓練等を実施しま

す。

 企画部

No. 2 件名 総合福祉センター再整備事業 担当課

企画政策課／社会福祉

課／障がい事業課／こど

も課

概要
（仮称）東野地区複合福祉施設への一部機能移転に伴い、総合福祉センターの

機能の再編を図り、施設の再整備に取り組みます。

 財務部

No. 3 件名 新庁舎の使用性能の向上 担当課 財産管理課

概要
新庁舎を訪れる市民にとって、より利用しやすい庁舎となるよう、現況を調査し、

庁舎の機能等を見直します。

 市民経済部

No. 4 件名 青少年文化芸術支援事業 担当課
地域振興課／生涯学習

課

概要
青少年による様々な文化芸術活動の推進を図るため、音楽活動に加え他の文

化芸術活動への支援策について検討します。

No. 5 件名
マイナンバーカードによる住民票及び印

鑑登録証明書等の交付
担当課 市民課

概要

市民の利便性の向上を図るため、市民課及び行政サービスセンターにおいて、

マイナンバー※9カードによる住民票、印鑑登録証明書及び市内を本籍地とする

戸籍謄・抄本の交付を行います。

No. 6 件名 中小企業の支援 担当課 商工観光課

概要
中小企業の経営の安定化や創業を支援するため、融資制度のメニューや対象

者、利用限度額等の拡充を行います。
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No. 7 件名 堀江ドックの維持管理及び耐震対策 担当課
商工観光課／道路整備

課

概要
堀江ドックについては、千葉県と協議しながら、適正な維持管理や耐震対策の早

期整備に取り組みます。

 福祉部

No. 8 件名
障がい者のおさんぽバス利用に対する支

援
担当課 障がい福祉課

概要
障がいのある方の社会参加を促進するため、市内に在住する障がい者手帳所

持者のおさんぽバス利用料金について、新たに運賃割引を実施します。

No. 9 件名 障がい者の就労支援 担当課 障がい事業課

概要
障がいのある方の雇用促進や社会的自立を図るため、民間事業者への働きかけ

をこれまで以上に進め、就労の場や機会の拡充に取り組みます。

No. 10 件名 高齢者のバス代助成のあり方検討 担当課 高齢者福祉課

概要
高齢者の外出支援のため、おさんぽバスでも福祉乗車券を利用できるよう改善し

ました。また、高齢者のニーズをふまえ、福祉乗車券のICカード化を検討します。

No. 11 件名 地域密着型介護老人福祉施設整備事業 担当課
高齢者福祉課／介護保

険課

概要
在宅での介護が困難になった中重度の要介護高齢者の生活の場を確保するた

め、地域密着型介護老人福祉施設※10の整備を促進します。

 健康こども部

No. 12 件名 あかちゃんほっとすてーしょん整備事業 担当課 こども課

概要

乳幼児を持つ保護者が安心して外出できるよう、授乳やおむつ交換ができる「あ

かちゃんほっとすてーしょん」を公共施設に整備するとともに、新たに民間事業者

の整備を支援します。

No. 13 件名 入船保育園再整備事業 担当課 保育幼稚園課

概要
入船保育園の園舎の老朽化に対応するとともに、待機児童の解消を図るため、

定員を80名増加した保育園（定員250名）に再整備します。

No. 14 件名
公立幼稚園・認定こども園３歳児保育の全

園実施
担当課 保育幼稚園課

概要
幼児期の学び環境を充実するため、全ての公立幼稚園・認定こども園で、３歳児

保育を実施します。
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No. 15 件名 病児・病後児保育の充実 担当課 保育幼稚園課

概要

病気や病気回復期のため集団保育が困難な子どもを預かる、病児・病後児保育

施設を新たに１施設増設しました。また、一般診療所での病児・病後児保育の実

施に向けて検討を進めます。

No. 16 件名 保育士の処遇改善 担当課 保育幼稚園課

概要
保育人材の確保や定着を図るため、経験年数に応じた給与の増額を行う等保育

士の処遇を改善します。

No. 17 件名 保育料のあり方検討 担当課 保育幼稚園課

概要
子育ての負担軽減を図るため、国の動向をふまえ、保育料の無償化や減免制度

の拡充を検討します。

No. 18 件名 備品管理システムの導入 担当課
保育幼稚園課／教育総

務課

概要

備品管理の適正化及び事務の軽減を図るため、小・中学校の備品に加え、保育

園、幼稚園、認定こども園の備品の管理においても、備品管理システムを導入し

ました。

No. 19 件名 救急医療体制の充実 担当課
健康増進課／消防本部

総務課

概要

テーマパークやホテル等の滞在人口に対し、必要な医療を提供できるよう、救急

医療体制の充実を図ります。また、増加する救急出動の要請に対応できるよう、

消防隊を５隊から６隊に拡充します。

No. 20 件名 産後ケアの拡充 担当課 母子保健課

概要

出産後の母親の休養や回復、親子の愛着形成を図るため、心身のケアや育児

のサポート等、助産師によるきめ細かい支援を行う産後ケアについて、本市に里

帰り出産をする方も対象に加え、実施しました。

 環境部

No. 21 件名 三番瀬環境観察施設整備事業 担当課 環境保全課

概要

三番瀬を身近に感じながら環境学習や自然体験ができるよう、また、隣接する公

園や緑地と一体的な利用が図られるよう、観察施設を整備します。また、千葉県

と協議しながら、直接海辺にアクセスできる環境づくりに取り組みます。

No. 22 件名 浦安エコホーム事業※11の促進 担当課 環境保全課

概要
再生可能エネルギーを活用し、地球温暖化の防止を図るため、補助金の内容を

見直し、再生可能エネルギー設備の普及を促進します。
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No. 23 件名 羽田空港発着便の騒音対策の推進 担当課 環境保全課

概要
国や千葉県に加え、新たに市の測定局を設置し、騒音及び陸域侵入の監視体

制を強化します。

 都市整備部

No. 24 件名 バス交通利用の促進 担当課 都市政策課

概要

公共交通機関としての路線バスの利用を促進し、バス利用者の利便性の向上を

図るため、バスの案内表示の改善を行う、バスロケーションシステム※12の導入を

進めます。

No. 25 件名 幹線４号整備事業 担当課 道路整備課

概要

幹線４号の安全・快適な歩行空間創出のため、市役所前区間の歩道拡幅を図る

とともに、境川より西の段差区間では、東野地区側に比べて歩道が狭い堀江・富

士見地区側の歩道を拡幅します。

No. 26 件名 境川水辺空間整備事業 担当課 道路整備課

概要

境川の良好な水辺空間の創出のため、引き続き新橋から江川橋までの区間の修

景整備を進めます。また、西水門から新橋までの区間の早期整備を進めるととも

に、東水門から河口部までの区間については、市としての考えをまとめたうえで、

千葉県と協議し、早期整備を目指します。

No. 27 件名 上下水道料金の徴収一元化 担当課 下水道課

概要
市民の利便性の向上や徴収事務のコスト削減等を図るため、上下水道料金の徴

収一元化に取り組みます。

No. 28 件名 公園パトロールの強化 担当課 みどり公園課

概要
安全・安心・快適に公園・緑地等を利用できるよう、定期的に行っている全公園・

緑地等のパトロールを強化します。

 消防本部

No. 29 件名 消防署舞浜出張所整備検討事業 担当課 総務課

概要
多くの人が訪れる舞浜地区の消防・救急体制の充実を図るため、関係機関と協

議しながら、舞浜出張所の整備に取り組みます。

No. 30 件名 消防・救急車両の再配置 担当課 総務課／警防課

概要
消防力のさらなる強化を図るため、消防団車両の常備消防への転用や車両の再

配置を検討し、消防・救急車両を計画的に更新します。
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 教育総務部

No. 31 件名 奨学支援の拡充 担当課 教育総務課

概要

経済的な理由により修学することが困難な学生に対し、学業に必要な経費の一

部を支給する奨学支援金支給制度を拡充し、優秀な成績で大学等へ進学した

学生に対して奨学支援金の上乗せを行いました。さらに、奨学支援制度の趣旨

をふまえ、給付型と貸付型のあり方を検討します。

No. 32 件名 学校適正配置方針改定事業 担当課 教育政策課

概要
児童・生徒数の推計をふまえ、小・中学校の適正配置や施設活用の指針となる

学校適正配置※13方針を改定します。

No. 33 件名 幼・保・小・中連携の推進 担当課 教育政策課

概要

就学前と義務教育９年間を見通した学校教育活動を推進するため、幼・保・小・

中の連携のあり方について実績や課題、地域ごとの実情等を検証し、より効果的

な連携を図ります。

No. 34 件名
設置基準に基づく学校施設の整備・余裕

教室の活用
担当課 教育政策課

概要

平成29年度に定めた、普通教室以外に必要な教室の設置基準に基づき、必要

な教室を整備します。また、余裕教室については、児童・生徒をとりまく課題に対

応できるよう、有効活用を図ります。

No. 35 件名 県立特別支援学校の誘致 担当課 教育政策課

概要

障がいのある児童・生徒が、より身近な場所で、障がいに応じた適切な指導や支

援が受けられるよう、第２次特別支援学校整備計画をもとに、県と協議を進め、市

内への県立特別支援学校の整備を促進します。

No. 36 件名 地域とともに歩む学校づくりの推進 担当課 教育政策課

概要
学校・家庭・地域の連携協力の推進を行う学校支援コーディネーターを、平成29

年度に配置されていなかった南小学校に配置し、全校配置としました。

No. 37 件名
浦安小学校屋内運動場の改修及び屋内

水泳プール市民開放の検討
担当課 教育施設課

概要
浦安小学校屋内運動場は改修工事を行います。あわせて同施設内にある屋内

水泳プールの市民開放の可能性について検討します。

No. 38 件名 教職員の配置の充実 担当課 学務課

概要
生徒一人ひとりが学習指導要領に基づいた教育を受け、充実した学習活動を送

れるよう、県への働きかけを強化し、全教科での専門の教員の配置に努めます。
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No. 39 件名 理科教育推進教員配置事業 担当課 指導課

概要

子どもたちの理科に対する興味関心を高めることで、さらなる学力の向上が図ら

れるよう、理科の体験的学習や観察実験の指導を行う理科教育推進教員を、配

置されていなかった市内６小学校に配置し、全校配置としました。

No. 40 件名 学力・生活実態調査 担当課 指導課

概要
学力・生活実態調査等を通じて、児童・生徒の学力や生活状況、保護者の意識

等を分析し、学習指導や生活指導の改善を図ります。

No. 41 件名 いじめ相談体制の充実 担当課 指導課

概要

様々な悩みを抱える児童・生徒が心豊かに学校生活を送ることができるよう、メー

ルによるいじめ相談を開設し、相談体制の拡充を図ります。また、引き続き学校

におけるいじめ防止、早期発見の対策を講じます。

No. 42 件名 通級指導教室の整備方針策定 担当課 教育研究センター

概要
多様な学びの場の充実を図るため、通級指導教室に必要となる機能や教室数に

関する整備方針を新たに策定します。

No. 43 件名 給食費減免対象の拡大 担当課 保健体育安全課

概要
教育費の負担軽減を図るため、国の動向をふまえ、給食費の減免対象の拡大を

検討します。

 生涯学習部

No. 44 件名 高洲海浜公園パークゴルフ場拡張事業 担当課 市民スポーツ課

概要
高洲海浜公園パークゴルフ場を、さらに利用しやすい施設とするため、新たに９

ホールを増設します。

No. 45 件名 スポーツ成績優秀者等に対する支援 担当課 市民スポーツ課

概要

優秀な成績により、全国・関東大会に出場するスポーツ選手及び監督等の経済

的負担を軽減するため、交通費、宿泊費の一部を補助します。また、新たに国際

大会で活躍したスポーツ選手へ賞賜金を交付し功績を称えます。

No. 46 件名 郷土博物館展示リニューアル事業 担当課 郷土博物館

概要

平成33（2021）年４月の開館20周年にあわせ、これまでの展示に加え、埋め立て

事業以降のまちの歴史や文化にも触れることができるよう、常設展示のリニューア

ルを行います。
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ウ 見直し

より効率的で効果的に事業を実施するため、事業の内容や目的等の一部

または根本から見直しを行い、実施していく事業です。

 総務部

No. 1 件名 新行政改革大綱の策定 担当課 総務課

概要

市を取り巻く社会環境や経済環境の変化、市民ニーズの多様化に対応し、より

効果的・効率的な行政運営を図るため、行政改革の基本方針となる新たな行政

改革大綱を策定します。

No. 2 件名 指定管理者制度の運用 担当課 総務課

概要

より効果的・効率的に公の施設の設置目的を達成するため、指定管理者制度※14

を導入している施設について、指定管理者制度検証報告及び指定管理者制度

運用指針（全訂版）をもとに、今後各施設において必要な見直しを図ります。

No. 3 件名
市政における重要事項を審議等する会議

体の再編
担当課 総務課／企画政策課

概要

市政の適正かつ効率的な執行を図るため、市の行財政運営の基本方針や
重要な施策事業等を、審議・調整する「経営会議」・「政策推進会議」・「幹事会

議」を「庁議」に再編しました。また、各部局からの報告及び相互の連絡調整を要

する事項を、報告・共有する「部長会議」を「部次長会議」に再編しました。

No. 4 件名 公文書等の管理・保存 担当課 法務文書課

概要

公文書の散逸・消滅を防ぎ、後世に継承していくため、公文書等の管理・保存方

法の見直しや歴史的・文化的価値のある公文書の判断基準を策定し、適切な管

理を行います。

No. 5 件名 災害用防災カメラの整備 担当課 防災課

概要

災害用防災カメラの整備及び維持については、費用が高額となるため、平成29

年度に設置した３台の運用状況をふまえ、平成30年度以降の増設は検討するこ

ととしました。

No. 6 件名 自治体間交流のあり方検討 担当課

防災課／地域振興課／

商工観光課／環境保全

課

概要
地域の活性化、災害時の体制を強化するため、これまで進めてきた自治体間交

流のあり方を見直し、共通の課題をもつ近隣自治体との連携を強化します。

No. 7 件名 統合型地理情報システムの改善 担当課 情報政策課

概要
地図情報のさらなる活用により、市民サービスの向上や事業推進が図られるよ

う、統合型地理情報システムの操作環境や集計機能等を改善します。
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 企画部

No. 8 件名 広報活動のあり方検討 担当課 広聴広報課

概要
市の行政情報や施策等の情報を、市民に分かりやすく効果的に提供するため、

アプリを活用した広報紙の配信サービスの実施等、広報活動を見直します。

 財務部

No. 9 件名 補助金のあり方検討 担当課 財政課

概要
補助金の適正な運用が図られるよう、必要性や補助対象経費等を点検し、見直

します。

No. 10 件名 使用料等のあり方検討 担当課 財政課

概要
健全な財政運営を推進するため、受益と負担の観点のもと、使用料・手数料等に

ついて、見直します。

No. 11 件名 財政運営に関する基本方針の策定 担当課 財政課

概要

市を取り巻く社会環境や経済環境の変化、市民ニーズの多様化に対応し、将来

にわたって市の財政が健全であるよう、財政運営に関する基本方針を見直しま

す。

No. 12 件名 新たな税財源の検討 担当課 財政課／市民税課

概要
健全な財政運営を推進するため、将来を見据えた新たな税財源について多面

的に検討します。

No. 13 件名 ＰＦＩ導入指針の改定 担当課 財産管理課

概要

市を取り巻く社会環境や経済環境の変化、市民ニーズの多様化に対応し、より

効果的・効率的に公共サービスを提供するために、平成29年度に実施したＰＦＩ※

15事業に関する調査分析結果をもとに、ＰＦＩ導入指針を改定します。

No. 14 件名 公共施設内の売店への支援 担当課

財産管理課／商工観光

課／障がい事業課／高

齢者福祉課／斎場／交

通公園／生涯学習課／

市民スポーツ課／郷土博

物館／高洲公民館／当

代島公民館／中央図書

館

概要
公共施設内の売店について利用者満足度を高めるとともに、より活性化が図られ

るよう、運営支援策について検討します。

No. 15 件名 税業務包括委託のあり方検討 担当課 市民税課

概要
税業務における、公権力の行使を伴わない業務・作業の包括的な外部委託は、

これまでの実績をふまえ、費用対効果等を検証し、そのあり方を検討します。
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 市民経済部

No. 16 件名
国際センターの事業・管理運営のあり方検

討
担当課 地域振興課

概要
国際センターの担うべき役割や、関係団体との連携・協力のあり方を見直すととも

に、管理運営のあり方や事業を見直します。

No. 17 件名 外国人の病院受診時における支援 担当課 地域振興課

概要
外国人が適切な医療を受けられるよう、多言語市民生活ガイドブックによる情報

提供等の現在の取り組みを含め、実施すべき支援について検討します。

No. 18 件名 イベントの検証 担当課

地域振興課／商工観光

課／環境保全課／みどり

公園課

概要

各イベントの目的を効果的・効率的に達成していくため、開催方法や内容を見直

します。また、「植木まつり」と「カフェテラスin境川」を合わせ、「浦安春まつり」とし

て開催します。

No. 19 件名 協働事業や市民活動補助金のあり方検討 担当課 協働推進課

概要
協働事業や市民活動補助金の効果の検証や課題を整理し、より利用しやすく、

また、団体の活動の継続や発展、自立に結びつく制度となるよう、見直します。

No. 20 件名 うらやす市民大学の運用 担当課 市民大学校

概要
市民自らが地域に貢献する協働の担い手として活躍し、うらやす市民大学での

学習がより地域に活かされるよう、うらやす市民大学の運用を見直します。

No. 21 件名 市内巡回パトロールの実施 担当課 市民安全課

概要
犯罪発生の抑止に対して、より効果的なパトロールとなるよう、実施方法等につい

て見直します。

No. 22 件名 市民課窓口業務のあり方検討 担当課 市民課

概要
市民サービスの向上や業務の効率化を図るため、各種証明発行、住民異動、戸

籍等の市民課業務について、合理的かつ効率的な業務体制を検討します。

No. 23 件名 商工会議所への支援 担当課 商工観光課

概要
商工会議所の健全な運営と、市と連携した事業の効果的な推進のため、商工会

議所育成補助金を見直します。

No. 24 件名 観光コンベンション協会への支援 担当課 商工観光課

概要

観光コンベンション協会の健全な運営と、市と連携した事業の効果的な推進のた

め、協会事務局を市庁舎内へ移転するとともに、観光コンベンション協会補助金

を見直します。
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No. 25 件名 浦安漁港のあり方検討 担当課 商工観光課

概要

境川は漁港指定されていますが、漁業施設は整備されておらず、すでに漁業従

事者もいないことから、関係機関と協議しながら、漁港指定の取消しを含めて、浦

安漁港の今後のあり方を検討します。

 福祉部

No. 26 件名 各種手当・給付・支援制度のあり方検討 担当課
福祉部／健康こども部／

教育総務部

概要
福祉・子育て・教育等の各種手当・給付・支援制度について、他市の状況等をふ

まえながら、支給金額等の水準を検討します。

No. 27 件名 浦安市遺族会に対する支援 担当課 社会福祉課

概要

高齢化に伴う会員数の減少により、遺族会の運営負担の増加が懸念されるた

め、遺族会主催のみたま祭と市主催の浦安市戦没者追悼式を合同開催にする

等、支援のあり方を検討します。

No. 28 件名 災害ボランティアセンターの運営 担当課 社会福祉課

概要

災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるよう、コーディネート等の役割

を果たす災害ボランティアセンターについて、社会福祉協議会の自主事業へ移

行する等、運営のあり方を検討します。

No. 29 件名 成年後見制度の利用促進 担当課

社会福祉課／障がい福

祉課／障がい事業課／

高齢者福祉課

概要
より効果的・効率的にサービスが提供されるよう、成年後見制度について、各課

が所管する業務内容を整理し、必要な見直しを行います。

No. 30 件名 療育費用助成のあり方検討 担当課 障がい福祉課

概要

障がい児が療育事業に参加した際の費用助成について、助成の対象となる療育

の範囲や放課後等デイサービス等との関連性等を整理し、そのあり方を検討しま

す。

No. 31 件名 障がい者就労支援センターのあり方検討 担当課 障がい事業課

概要
千鳥地区の浦安市ワークステーション内にある障がい者就労支援センターにつ

いて、利用実態等をふまえ、あり方を検討します。

No. 32 件名 高洲地区高齢者福祉施設診療所の運営 担当課 高齢者福祉課

概要

（仮称）千葉大学病院浦安リハビリテーション教育センター城東桐和会浦安病院

が開設されることに伴い、近接する高洲地区高齢者福祉施設診療所について、

運営法人と協議しながら、運営のあり方を検討します。
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No. 33 件名 高洲地区高齢者福祉施設の運営 担当課 高齢者福祉課

概要
高洲地区高齢者福祉施設について、今後も安定的に施設を運営し、高齢者が

安心して生活を送れるよう、施設運営のあり方を検討します。

No. 34 件名 高齢者の見守りに関する事業 担当課 高齢者福祉課

概要
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、緊急通報装置の貸出

し等、高齢者の見守りに関連する事業について見直します。

No. 35 件名 敬老会のあり方検討 担当課 高齢者福祉課

概要

高齢者の長寿をお祝いする敬老会について、対象者の増加に対応するため、平

成30年度より敬老会を２部開催にするとともに、敬老祝金品について、他市比較

や需要予測のうえ、あり方を検討します。

 健康こども部

No. 36 件名 母子保健施策及び子育て支援策の再編 担当課 こども課／母子保健課

概要
より効果的・効率的な母子保健施策及び子育て支援策となるよう、関連する事業

を再編します。

No. 37 件名
ファミリー・サポート・センターとエンゼルヘ

ルプサービスの整理
担当課

こども課／こども家庭支援

センター

概要
子育て支援サービスの向上を図るため、それぞれの事業の目的に沿って、事業

内容や対象年齢等を見直しました。

No. 38 件名
子育てサロン関連施設及び子どもの居場

所の整理
担当課

こども課／児童センター

／保育幼稚園課／青少

年課

概要

乳幼児や保護者の交流・相談の場である子育てサロン関連施設や、放課後及び

夏休み等長期休暇中の子どもの居場所について、類似施設の役割や内容を整

理しながら、施設配置の考え方を検討します。

No. 39 件名 心身障がい児補助教員の配置等の検討 担当課 保育幼稚園課／学務課

概要
障がいがあり配慮を必要とする児童・生徒の学習面や生活面を支援する心身障

がい児補助教員について、業務内容や配置の考え方を整理します。

No. 40 件名 こどもの広場のあり方検討 担当課 青少年課

概要
施設の利用実態や市民ニーズ等をふまえ、こどもの広場のあり方を検討します。

また、平成29年度で土日・祝日の専用送迎バスの運行を終了しました。

No. 41 件名 初期救急への効果的な誘導方法の検討 担当課 健康増進課

概要

軽症患者が重症・重篤患者の対応に当たるべき３次救急の病院を受診し、重症・

重篤患者への治療に支障をきたすことを防ぐため、初期救急医療機関への効果

的な誘導方法等について検討します。
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No. 42 件名 子育て支援ギフトの贈呈 担当課 母子保健課

概要

出産前後や子どもの１歳の誕生日前後に、子育てケアプランを作成した保護者

に贈呈している子育て支援ギフトについて、より子育て支援につながる内容に見

直しました。

 環境部

No. 43 件名 し尿処理施設の管理運営 担当課 クリーンセンター

概要
下水道の普及に伴い、し尿処理量は緩やかに減少する傾向にあるため、し尿処

理施設について、近隣市町村との連携を含め、将来的なあり方を検討します。

 都市整備部

No. 44 件名 景観条例及び景観計画の運用 担当課 都市計画課

概要

景観条例及び景観計画について、本市の景観特性や規制誘導の対象となる建

築行為等の実情をふまえ、より効率的な運用となるよう、必要な見直しを図りま

す。

No. 45 件名 市街地液状化対策事業 担当課 復興事業課

概要

道路等の公共施設と宅地の一体的な液状化対策を行う市街地液状化対策事業

については、事業計画を決定した地区において工事を進めるとともに、地区の状

況を見ながら見直しを図ります。

No. 46 件名 休眠公園の再生 担当課 みどり公園課

概要
公園の利用状況や施設の老朽化等をふまえ、活用されていない公園について、

市民に親しまれる公園となるよう、あり方を検討し、再整備を図ります。

No. 47 件名 若草児童公園の再整備 担当課 みどり公園課

概要
震災等により中断していた猫実４丁目の若草児童公園の再整備について、近接

する中央公民館の駐車場の台数を増設のうえ、実施しました。

No. 48 件名
公園とスポーツ施設の運用管理のあり方

検討
担当課

みどり公園課／市民スポ

ーツ課

概要

公園とスポーツ施設が併設されている場所について、効率的な管理ができるよ

う、管理のあり方を検討します。特に、運動公園については、市民スポーツ課の

所管として、一元管理します。

 消防本部

No. 49 件名 消防出初式の実施 担当課 総務課

概要
市民が観覧しやすい式となるよう、消防出初式について、市民に身近な開催内

容になるよう見直すとともに、直会を中止しました。
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 教育総務部

No. 50 件名 就学援助費制度の実施 担当課 学務課

概要

経済的な理由により就学することが困難な児童・生徒が、入学に際し必要な学用

品を準備できるよう、これまで入学後に支給されていた新入学用品費の支給時

期を入学前に早め実施しました。

No. 51 件名 教育研究センターの運営 担当課 教育研究センター

概要
教職員の研修や特別支援教育を充実するため、教育研究センターの役割を見

直し、事業の改善を図ります。

No. 52 件名 特別支援学級等の整備 担当課 教育研究センター

概要
多様な学びの場の充実を図るため、特別支援学級のあり方や特別支援学校との

役割分担について検討します。

 生涯学習部

No. 53 件名 音楽ホール運営事業 担当課 生涯学習課

概要

平成29年度の検証結果をもとに、コストの縮減に取り組むとともに、市民の交流

の場や文化芸術の拠点として長く親しまれ、市民が誇れる施設となるよう、効果

的・効率的な施設の運用に取り組みます。

No. 54 件名 青少年自立支援未来塾の実施 担当課 生涯学習課

概要
中学生に対して、より効果的な学習支援を行うため、事業の運営手法等につい

て見直します。

No. 55 件名 青少年と奏でる音楽のまちづくり事業 担当課 生涯学習課

概要
団体の自立、活動の継続や発展に結びつくよう、事業の運営・実施の方法を検

討します。

No. 56 件名 運動公園の再整備 担当課 市民スポーツ課

概要
多様化するスポーツ施設への需要に対応できるよう、平成29年度に行った運動

公園のスポーツ施設の機能検証に基づき、再整備に取り組みます。

No. 57 件名 地域を拠点とするスポーツチームの支援 担当課 市民スポーツ課

概要
市民のスポーツへの関心を高めるため、市民と地域を拠点とするスポーツチーム

との交流を推進するとともに、その活動への支援のあり方を検討します。

No. 58 件名 旧醍醐家茶室の復元 担当課 郷土博物館

概要

文化財に触れることを通して、ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上を図る

ため、明治中期の旧醍醐家茶室の移転場所等について見直しを行い、その復

元に取り組みます。
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エ 中止・終了

十分な効果が認められない場合や当初の目的をすでに達成している等に

より中止・終了とした事業です。

 企画部
No. 1 件名 健幸ポイントの実証実験 担当課 企画政策課

概要

市民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

付与する実証実験を産官学の連携により、実施しましたが、実証実験の終了に

伴い、平成28年度をもって終了としました。

No. 2 件名 新年賀詞交歓会の実施 担当課 秘書課

概要

市内各界の方々が一堂に会し、新年のあいさつを交わし合うため実施しました

が、年始あいさつの合理化という当初の目的は、時代の経過とともに生活様式や

慣習も変化し、解消されているため、平成28年度をもって終了としました。

No. 3 件名 シティプロモーションの実施 担当課 広聴広報課

概要

浦安の良さや魅力を発信すること等を目的にシティプロモーションを実施しました

が、本市の魅力や強みが全国に十分に伝えきれていないとの判断から、平成29

年度をもって終了としました。

 市民経済部
No. 4 件名 海辺de盆踊りの実施 担当課 地域振興課

概要

市民の融和や子ども達のふるさと意識の高揚を図るため、総合公園で実施しまし

たが、すでに各団体において、自主的に継続的かつ活発に開催されていること

から、平成29年度をもって終了としました。

No. 5 件名 自動交付機での各種証明書の交付 担当課 市民課

概要

市役所や行政サービスセンターに自動交付機を設置し、住民票や印鑑証明書

等の交付を行っていましたが、平成28年９月より、コンビニでマイナンバーカード

を利用した交付が開始されたことから、平成30年９月をもって終了とします。

No. 6 件名 うらやす観光推進協議会の運営 担当課 商工観光課

概要

歴史・文化、観光施設等本市の持つ優れた地域資源と話題性を活かした観光戦

略の基に、誘客の促進と持続力のある観光事業づくりを目指し運営しましたが、

当初の目的が一定程度達成されたため、平成29年4月をもって終了としました。

No. 7 件名 うらやす婚活応援プロジェクトの実施 担当課 商工観光課

概要

婚活事業者、市内の観光・産業団体等とともに、男女の出会いの場を提供等しま

したが、民間事業者に委ねられる事業であるため、平成28年度をもって終了とし

ました。
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No. 8 件名 中小企業資金融資運営審査会の運営 担当課 商工観光課

概要

中小企業に対して事業資金の融資を行う際の申込みの審査や額の決定に関す

る事項の審議をしましたが、千葉県保証協会による実質的な審査が行われてお

り、市が改めて審査をする必要性が低いため、平成29年度受付分をもって終了と

しました。

 福祉部

No. 9 件名
おまもりシールの配付及びはいかい探知

機の費用助成
担当課

障がい福祉課／高齢者

福祉課

概要

おまもりシールは家族が持ち物に名前を付けることで対応でき、行政が実施する

必要性が乏しいと考えられることから、平成29年度をもって終了としました。

また、はいかい探知機はＧＰＳ機能付きの携帯電話が普及していることから、平成

30年度をもって終了とします。

No. 10 件名 野菜工場の整備 担当課 障がい事業課

概要

障がいのある方の就労の場を確保するため、千鳥地区での整備を計画しました

が、民間事業者の障がい者就労が定員に満たない現時点において、多額の費

用をかけて市で新たな就労の場を提供する必要性が低いことから、中止しまし

た。

No. 11 件名 迷惑電話防止機器の給付 担当課 高齢者福祉課

概要

近年多発している高齢者を狙った電話による詐欺等から高齢者を守るため、迷

惑電話等を防止する機器の給付をしてきましたが、効果が見えにくいことや、市

が実施する必要性が低いため、平成31（2019）年度より中止します。

 健康こども部

No. 12 件名
任意予防接種の費用の助成（高齢者肺

炎球菌ワクチン）
担当課 健康増進課

概要

感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防等のため任意予防接種の費用

を助成しましたが、接種し忘れた方へ任意予防で対応しており、この経過措置が

終了することにあわせて、平成30年度で終了とします。

No. 13 件名
任意予防接種の費用の助成（子宮頸がん

ワクチン）
担当課 健康増進課

概要

感染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防等のため任意予防接種の費用

を助成しましたが、国の勧告をふまえ、本市においても予防接種の積極的な勧奨

を差し控えることとしたため、平成29年度をもって終了としました。

No. 14 件名 運動指導の実施 担当課 健康増進課

概要

生活習慣病やメタボリックシンドローム予防、健康増進のため、運動場所や機会

を提供する事業ですが、運動ができる公共施設、民間施設が増え、当初の目的

を達成したことから中止しました。
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No. 15 件名 不妊治療研究の支援 担当課 母子保健課

概要

順天堂大学医学部附属浦安病院が行う、精子・卵子の凍結・保存等、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したが、補助期間を３年間として

実施したものであることから、平成29年度をもって終了としました。

No. 16 件名 母子健康情報サービスの実施 担当課 母子保健課

概要

子どもの健診や予防接種の記録、育児日記等を保護者が手軽に入手できるよ

う、実施しましたが、母子健康手帳で予防接種の履歴を確認できること等、市が

実施する必要性が低いため、平成29年度をもって終了としました。

 都市整備部
No. 17 件名 災害非常用街灯の設置 担当課 道路整備課

概要

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したが、技

術進歩による性能向上等課題検証が必要な時期となったことから、平成29年度

の幹線２号の整備をもって終了としました。

No. 18 件名 浦安絆の森の整備 担当課 みどり公園課

概要

緑化推進や高潮からの減災効果を目的として、市民と協働で苗木の育成や植樹

を行いましたが、今後は新たに植栽基盤となる造成は行わないため、平成29年

度をもって終了としました。

 教育総務部
No. 19 件名 こども教育未来センターの整備 担当課 教育政策課

概要

より質の高い教育を実現するため、こども教育未来センターの整備を計画しまし

たが、富岡小学校内の教育研究センターに特別支援教育を中心とした機能等が

整備されていることから、こども教育未来センターの構想は中止しました。

No. 20 件名 被災児童・生徒の就学援助 担当課 学務課

概要

同事業は教育費の負担を軽減するため、東日本大震災により被災した世帯に対

し、学用品等の支援をしましたが、今後、対象者が見込まれないことから平成29

年度をもって終了としました。

No. 21 件名 ふるさとうらやす自立塾の実施 担当課 指導課

概要

小学６年生を対象として本市と異なる環境、地域での宿泊研修を含む様々な体

験研修を実施しましたが、類似の事業（ジュニアリーダー研修会）があることから

平成29年度をもって終了としました。

No. 22 件名 学校教育における植物工場の活用 担当課 指導課

概要

施設内で植物の生育に必要な環境を人工的に制御する植物工場を設置し、１年

間運用しましたが、規模的に教育の公平性の確保が図れないことや事業成果が

見えないことから、固定式の植物工場は、平成29年度をもって終了としました。
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 生涯学習部
No. 23 件名 うらやすこども大学の実施 担当課 生涯学習課

概要

未来の浦安を担う子どもたちを育成することを目的として市内の大学等と連携し

て実施しましたが、公民館で従来より実施してきた類似事業の充実を図ることと

し、平成29年度をもって終了としました。
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(2) 継続

軽易な見直しや修正はあるものの、市民サービス向上のため、引き続き実施

していく事業です。

 企画部

No. 1 件名 新総合計画策定事業 担当課 企画政策課

概要
10年先、20年先の将来を見据えた計画的なまちづくりを推進していくための基本

指針として、新たな総合計画※16を策定します。

No. 2 件名 市長への手紙の実施 担当課 広聴広報課

概要
今後の市政の参考にするため、広く市民から要望や意見等を受け、市民参加に

よるまちづくりを推進します。

 財務部

No. 3 件名 庁舎駐車場建設事業 担当課 財産管理課

概要
庁舎等利用者の利便性の向上を図るため、庁舎横に立体駐車場及び自転車駐

車場を整備します。

No. 4 件名 庁舎等用地に係る県有地の取得 担当課 財産管理課

概要
庁舎及び隣接する浦安公園等の整備にあたり、整備予定地内に千葉県が保有

する用地を取得しました。

No. 5 件名 公共施設の計画的な保全の推進 担当課 営繕課

概要
公民館や学校等の公共施設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※17を推進します。

No. 6 件名 公共施設の照明LED化事業 担当課
営繕課／道路整備課／

みどり公園課

概要
公共施設や公園、緑地・緑道、道路の照明について、省エネルギー化を図るた

め、LED※18化を計画的に推進します。

 市民経済部

No. 7 件名 自治会活動の促進 担当課 地域振興課

概要
自治会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するとともに、

自治会が自主的・自立的に活動できるよう支援します。

No. 8 件名 まちづくり活動プラザ事業 担当課 協働推進課

概要
旧入船北小学校の施設を活用し、様々な活動をする市民が世代を超えて交流

や活動ができる場として、まちづくり活動プラザを開設します。
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No. 9 件名 市民活動の促進 担当課 協働推進課

概要
市民活動従事者等が安心して活動をすることができるよう、賠償責任保険や傷害

保険に加入するとともに、広報誌を作成し、市民活動への参加を促進します。

No. 10 件名 自主防犯・見守り隊活動の支援 担当課 市民安全課

概要
自主防犯活動に取り組む自治会やPTA等の団体を支援するため、パトロール車

両や物資類の貸出し等を行います。

No. 11 件名 自転車の安全利用の推進 担当課 市民安全課

概要

安全かつ快適な自転車通行環境を整備するとともに、市民の自転車安全利用意

識を高めるため、自転車安全利用指導員等による声がけや警察署等と連携した

自転車安全利用キャンペーン等を実施します。

No. 12 件名 産業振興ビジョン策定事業 担当課 商工観光課

概要
商工業や観光、創業、雇用等に関する基本的方針となる、新たな産業振興ビジ

ョンを策定します。

No. 13 件名 民泊新法への対応の検討 担当課 商工観光課

概要
民泊制度は、周辺住民の生活環境の悪化等が懸念されることから、その対応に

ついて千葉県と連携をとりながら、検討します。

No. 14 件名 チャレンジショップの用地確保 担当課 商工観光課

概要
創業支援策の一環として、経営ノウハウを学ぶチャレンジショップの開設に向け

て、用地等の確保に取り組みます。

No. 15 件名 境川における沈船の防止対策 担当課 商工観光課

概要

廃棄物化し、景観や燃料流出等の環境悪化につながる境川の沈船を撤去しまし

た。また、安全で良好な漁港区域を維持するため、不法係留対策等沈船の防止

対策に引き続き取り組みます。

No. 16 件名 まちめぐりのための水辺空間等の美化 担当課 商工観光課

概要
観光資源の一つである水辺空間等の環境保護や美化を促進するため、境川、

見明川及び旧江戸川の河川沿い等に放置されたゴミの清掃や収集を行います。

No. 17 件名 観光人材の育成支援 担当課 商工観光課

概要
観光事業を支える人材を育成するため、観光ボランティアガイド等の市民団体や

観光事業者等を対象とした支援事業を行います。



28

 福祉部

No. 18 件名 災害見舞金品の支給 担当課 社会福祉課

概要

被災した市民の遺族や住家に被害を受けた世帯主及び建物に被害を受けた所

有者に対し、生活の安定を図るため、被害の状況により災害見舞金品を支給し

ます。

No. 19 件名 （仮称）東野地区複合福祉施設整備事業 担当課
社会福祉課／障がい事

業課／こども課

概要

障がい者等が地域で安心して生活できるよう、グループホームや緊急時の受け

入れ等を行う地域生活支援拠点、こどものショートステイ等の機能を有する複合

施設を整備します。

No. 20 件名 障がい者送迎サービスの実施 担当課 障がい福祉課

概要

介護者の負担を軽減するため、送迎サービスのない短期入所事業所等や補装

具費支給判定を受ける機関を利用する際に、自宅と利用施設との間の送迎を行

います。

No. 21 件名 障がい福祉システムの運用 担当課 障がい福祉課

概要
適正な福祉サービスを提供するため、援助を必要とする市民の基本的な情報や

サービスの受給状況等を総合的に管理する障がい福祉システムを運用します。

No. 22 件名 障がい者グループホーム施設整備の促進 担当課 障がい事業課

概要
障がい者が地域で安心して生活できる居住環境を確保するため、グループホー

ムの施設整備を促進します。

No. 23 件名 障がい福祉サービス事業の人材確保対策 担当課 障がい事業課

概要
人材確保や定着を図るため、従事者に住宅手当等を支給する障がい福祉サー

ビス事業者等に対して、補助金を交付します。

No. 24 件名 福祉避難所の充実 担当課 障がい事業課

概要

地震・風水害等の災害が発生した際に、支援が必要な障がい者等が避難する福

祉避難所の充実を図るため、必要な物資や機材の購入費について、補助金を

交付します。

No. 25 件名 ワークステーションの設置 担当課 障がい事業課

概要
知的障がい者等の就労の機会を確保するため、障がい事業課内に引き続きワー

クステーションを設置します。
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No. 26 件名 基幹相談支援センターの設置 担当課 障がい事業課

概要

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センタ

ーを引き続き設置し、総合的・専門的な相談支援を行うとともに、地域の相談支

援体制を強化します。

No. 27 件名
発達障がい児の早期発見・早期療育の実

施
担当課

こども発達センター／母

子保健課

概要

発達障がいの一つである自閉症スペクトラム障がいの疑いを早期に発見し、状

況に応じて早期療育を実施するため、１歳６か月健診にあわせて、かおテレビに

よる検査を行います。

No. 28 件名 老人クラブ活動の促進 担当課 高齢者福祉課

概要
高齢者の生きがいづくりや交流、活動の場となる老人クラブ会館を計画的に整備

するとともに、自主的・自立的に活動できるよう支援します。

No. 29 件名 老人クラブへの訪問 担当課 高齢者福祉課

概要

老人クラブ会員から市への要望や意見等を直接聞き、各種施策へ役立てるとと

もに、市内の現状を把握するため、市長が年に２回老人クラブ会館を訪問しま

す。

No. 30 件名 高齢者の包括的支援等の充実 担当課 高齢者包括支援課

概要

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ

ム※19の構築や地域包括支援センターの支援体制の充実等を図るため、高齢者

包括支援課を新設しました。

No. 31 件名 認知症施策の推進 担当課 高齢者包括支援課

概要

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で自分らしく暮らし続

けることができるよう、新オレンジプラン※20に沿って、認知症施策に取り組みま

す。

No. 32 件名 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 担当課 介護保険課

概要

高齢者が安心して自立した日常生活を送れるようにするため、介護予防・生活支

援サービス事業や一般介護予防事業を総合事業として実施します。また、地域

全体で高齢者を支える体制を整えるため、地域の住民が生活援助等を行う訪問

型サービスBの実施について検討します。

No. 33 件名 介護認定調査及び審査判定の実施 担当課 介護保険課

概要
介護を必要とする市民が速やかに介護サービスを利用できるよう、要介護認定の

認定調査及び審査判定を、適切かつより迅速に実施します。
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 健康こども部

No. 34 件名 こどもショートステイの実施 担当課 こども課

概要

保護者が病気、看護、出産、出張、育児疲れ等で、一時的に子どもの養育が困

難になったときに、子どもを預かることができるよう、こどもショートステイを（仮称）

東野地区複合福祉施設内で実施します。

No. 35 件名 子育て・家族支援者の養成 担当課 こども課

概要

市主催事業における託児保育者等の子育て支援活動をする方を養成するた

め、活動に必要な知識と技術を習得する講座を開催します。また、受講後は、子

育て支援活動の場の紹介や定期的なバックアップ研修を行います。

No. 36 件名 子育て支援パスポート事業の実施 担当課 こども課

概要

子育て世帯を支援するため、児童を養育している世帯等を対象に、市内協賛店

舗で割引サービスの特典を受けることができる子育て支援パスポートを交付しま

す。

No. 37 件名 託児保育者の派遣 担当課 こども課

概要
育児期間でも市の主催事業に参加できるよう、託児保育者として子育て・家族支

援者養成講座の修了生を派遣します。

No. 38 件名 子育てケアマネジャーの養成 担当課 こども課

概要
子育て・家族支援者養成講座認定者から、子育てに関する全体的な相談や子

育てケアプランの作成等を行う子育てケアマネジャーの養成に取り組みます。

No. 39 件名 子育てケアプランの作成 担当課 こども課／母子保健課

概要

出産や育児に関する悩みや不安感等を軽減し、子育ての支援ができるよう、子

育てケアマネジャーと保健師が、妊娠時、出産前後、子どもが１歳の誕生日前後

の３回、子どもの成長に応じた子育てケアプランを作成します。

No. 40 件名 認可保育所の整備促進 担当課 保育幼稚園課

概要
増加する保育需要に対応し、待機児童の解消を図るため、認可保育所の整備を

促進します。

No. 41 件名 小規模保育所整備推進事業 担当課 保育幼稚園課

概要
特に保育需要が高い０～２歳の待機児童の解消を図るため、定員６～19人の小

規模保育所の整備を推進します。

No. 42 件名 認定こども園整備事業 担当課 保育幼稚園課

概要
多様化する幼児期の教育や保育に関する需要に対応するため、公立幼稚園を

幼稚園型認定こども園に移行します。
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No. 43 件名 認可外保育施設の認証 担当課 保育幼稚園課

概要
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、認可外保育施設に

ついて本市独自の基準を満たす施設を認証します。

No. 44 件名
公立保育園・幼稚園・認定こども園の大規

模改修事業
担当課 保育幼稚園課

概要

公立保育園・幼稚園・認定こども園の園舎の老朽化に対応し、教育・保育の環境

の改善を図るため、計画的に大規模改修工事に取り組みます。

（富岡保育園、見明川認定こども園、堀江認定こども園、富岡幼稚園）

No. 45 件名 一時預かり事業の実施 担当課 保育幼稚園課

概要
保護者の育児負担の軽減を図るため、理由を問わず一時的に未就学の子どもを

預かる一時預かり施設を新たに１園整備しました。

No. 46 件名 子育てすこやか広場の実施 担当課 保育幼稚園課

概要
子どもや親同士の触れ合いの場として、幼稚園・認定こども園を開放し、遊びを

提供します。また、保育カウンセラーが子育てに関する相談に応じます。

No. 47 件名 私立保育園等への催事記念品の贈呈 担当課 保育幼稚園課

概要
私立認可保育園や私立認定こども園等での園児の活動を記念するため、園児

に運動会参加賞及び卒園記念品を贈呈します。

No. 48 件名 南小学校地区児童育成クラブ整備事業 担当課 青少年課

概要
入会児童数の増加に対応するとともに、より安全性の向上を図るため、南小学校

屋内運動場の建て替えにあわせ、同建物内に新たな施設を整備します。

No. 49 件名 児童育成クラブ分室整備事業 担当課 青少年課

概要
入会児童数の増加に対応するため、各児童育成クラブの分室を整備します。

（明海小学校地区、浦安小学校地区、高洲北小学校地区）

No. 50 件名 いのちとこころの支援への取り組み 担当課 健康増進課

概要

人と人とのつながりを通じた心の健康づくりを推進するため、浦安市いのちとここ

ろの支援対策協議会を設置し、関係機関と連携して自殺対策を中心とした支援

に取り組みます。

No. 51 件名
任意予防接種の費用の助成（麻しん風し

ん）
担当課 健康増進課

概要
妊娠中、麻しんや風しんに感染することを防止するため、妊娠予定の女性等に

対して、麻しん風しんの予防接種の費用を一部助成します。
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No. 52 件名 産前・産後における支援 担当課 母子保健課

概要

産前・産後サポーターが妊娠期から生後６か月までの子どもを持つ家庭を訪問

し、育児を円滑にスタートできるよう支援します。また、妊娠届出時に来られた全

妊婦に対して保健師等が面接し、保健指導や必要な支援を行います。

No. 53 件名 特定不妊治療費等の助成 担当課 母子保健課

概要

不妊に悩む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を

受けている場合に、治療に要する費用の一部を助成します。また、夫婦そろって

不妊治療に向き合えるよう、男性に対しても不妊検査及び県の特定不妊治療の

一環として行われる不妊治療の費用の一部を助成します。

No. 54 件名 不育症治療費の助成 担当課 母子保健課

概要
不育症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、不育症に係る検査や治療に

要する費用の一部を助成します。

No. 55 件名
任意予防接種の費用の助成（子どものイ

ンフルエンザ）
担当課 母子保健課

概要
感染予防や子育て世代の経済的負担の軽減を目的として、子どものインフルエ

ンザ予防接種の費用を一部助成します。

 環境部

No. 56 件名 環境基本計画策定事業 担当課 環境保全課

概要
環境の保全に関して総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針となる、

新たな環境基本計画を策定します。

No. 57 件名 大気汚染防止対策の推進 担当課 環境保全課

概要

大気汚染防止を推進するため、浦安猫実一般環境大気測定局を中心に光化学

スモッグや微小粒子状物質（PM2.5）等の大気汚染物質等を測定し、市民や事業

者等に大気環境の情報提供や注意喚起を行います。

No. 58 件名
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の策定
担当課 環境保全課

概要

低炭素社会の実現に向け、市、市民や事業者等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、第２次環境基本計画に位置付けている地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定します。

No. 59 件名 環境保全ＰＲの推進 担当課 環境保全課

概要

環境負荷の逓減を図るため、市民や事業者、市民活動団体等と協働して省エ

ネ・大気汚染防止等の啓発活動や、三番瀬のクリーンアップ等の環境保全活動

を推進します。
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No. 60 件名 電気自動車等普及促進事業 担当課 環境保全課

概要 温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及を促進します。

No. 61 件名 河川の水質改善 担当課 環境保全課／下水道課

概要
市内河川の水質汚濁による周辺環境への悪臭等を未然に防止するため、下水

道への接続を促進するとともに水質調査を行います。

No. 62 件名 小型家電のリサイクルの促進 担当課 ごみゼロ課

概要
使用済小型家電に含まれる希少金属の有効利用を進めるとともに、ごみ減量や

再資源化を図るため、小型家電のリサイクルを促進します。

No. 63 件名 ごみの適正排出の指導 担当課 ごみゼロ課

概要

環境衛生の改善を図るため、地域のごみ排出場所の監視やパトロールを実施す

るとともに、分別や排出時間等、ごみの適正な排出に係る啓発や指導を行いま

す。

No. 64 件名 ごみ減量・再資源化の推進 担当課 ごみゼロ課

概要
一般廃棄物の減量及び再資源化を図るため、ごみ減量・再資源化啓発キャンペ

ーン「ビーナス計画」の啓発活動を行います。

No. 65 件名
有料事業系指定ごみ袋の使用の徹底及び

粗大ごみの適正排出
担当課 ごみゼロ課

概要

事業系一般廃棄物の減量を図るため、少量排出事業者を対象に指定ごみ袋の

使用の徹底を図ります。また、粗大ごみの適正排出を促すため、市民を対象に粗

大ごみを排出する際のシール券の貼付を周知します。

No. 66 件名 ごみ処理施設延命化整備事業 担当課 クリーンセンター

概要
今後も安定的・継続的にごみの適正処理が行えるよう、経年劣化により増大する

維持管理費を抑制しながら、ごみ処理施設の延命化に取り組みます。

No. 67 件名 ごみの最終処分のあり方検討 担当課 クリーンセンター

概要

ごみの最終処分場及び資源化施設の安定確保と不測の事態に備えるため、周

辺自治体の状況を確認しながら、中長期的な課題としてごみの最終処分のあり

方について検討します。

No. 68 件名 墓地公園整備事業 担当課 環境衛生課

概要
墓地の安定供給を図るとともに、多様化する市民ニーズに対応するため、墓地公

園の第３工区及び（仮称）複合霊廟を整備します。
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No. 69 件名 飼い主のいない猫の不妊去勢 担当課 環境衛生課

概要

飼い主のいない猫の増加を抑止するため、地域猫愛護員が捕獲した、市内に生

息する飼い主のいない猫に対し、市が指定した動物病院で避妊または去勢手術

を行います。

 都市整備部

No. 70 件名
国道357号東京湾岸道路舞浜立体の整備

促進
担当課 都市政策課

概要

国道357号の渋滞の緩和を図るため、国が進める舞浜交差点の立体化を促進し

ます。また、新たな歩道橋の整備やエレベーター設置等舞浜歩道橋の改善を促

進します。

No. 71 件名 新浦安駅北口周辺整備事業 担当課 都市政策課

概要

新浦安駅北口周辺の交通の円滑化を図るため、ＪＲ京葉線複々線用地を活用し

ながら歩行空間を確保するとともに、関係機関との協議により、若潮通りへのバス

ベイ※21の設置に取り組みます。

No. 72 件名 市内バス路線網の強化・充実 担当課 都市政策課

概要

市内路線バスの利便性の向上を図るため、おさんぽバスじゅんかい線のフォロー

アップ調査を実施するとともに、おさんぽバスを含む市内バス路線網の強化や充

実に取り組みます。

No. 73 件名
ＪＲ京葉線・東京臨海高速鉄道りんかい線

相互直通運転の促進
担当課 都市政策課

概要

JR京葉線利用者の利便性の向上を図るため、東京臨海高速鉄道りんかい線との

相互直通運転について、引き続き鉄道事業者に要望し、早期実現を目指しま

す。

No. 74 件名 鉄道駅へのホームドア設置の促進 担当課 都市政策課

概要
駅利用者の安全確保を図るため、ホームからの転落事故を防止するホームドア

の設置について、引き続き鉄道事業者に要望し、早期実現を目指します。

No. 75 件名 都市計画マスタープラン策定事業 担当課 都市政策課

概要
土地利用や基盤施設の整備等、都市計画に関する基本方針となる新たな都市

計画マスタープラン※22を策定します。

No. 76 件名 歩行空間確保事業 担当課 都市政策課

概要

新浦安駅周辺の壁面後退部分について、歩行空間としての継続利用や適正な

維持管理を促進するため、歩行空間の確保に関する協定の締結のもと、大規模

修繕に係る費用の一部を助成します。
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No. 77 件名
堀江・猫実元町中央地区密集市街地防災

まちづくり事業
担当課

都市政策課／都市計画

課／市街地開発課

概要

堀江・猫実元町中央地区の防災性を向上させるため、密集市街地防災まちづく

り方針【堀江・猫実元町中央地区編】に基づき、防災街区整備地区計画を決定

するとともに、地区住民と話し合いを行い、街区プランを順次策定に向け検討し

ます。

No. 78 件名
第二東京湾岸候補道路未利用地有効活

用事業
担当課

都市政策課／みどり公園

課

概要
地域の魅力向上を図るため、緑道等の整備を行い、第二東京湾岸候補道路の

未利用地を有効活用します。

No. 79 件名 堀江架橋の推進 担当課 都市計画課

概要

災害時の緊急輸送路、避難路の確保や交通渋滞の緩和を図るため、本市と江

戸川区を結ぶ新たな橋りょうの整備について、東京都と千葉県の動向を注視しな

がら要望する等、早期実現を目指します。

No. 80 件名 良好なまちづくり支援のあり方検討 担当課 都市計画課

概要

地区計画や景観協定、建築協定等、住民主体のまちづくり活動を支援するた

め、まちづくりアドバイザーの派遣等を行います。また、市民のまちづくりに対す

る意識を高めるため、講演会等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。

No. 81 件名 まちづくり情報の提供 担当課 都市計画課

概要

利用者の利便性の向上を図るため、地理情報システムに用途地域をはじめ、土

地利用、建物現況等、様々な都市計画データを付加し、市民に視覚的にわかり

やすい情報を提供します。

No. 82 件名 既存建築物の耐震改修の促進 担当課 建築指導課

概要

新耐震基準を満たさない昭和56年以前に建築された木造住宅や分譲集合住

宅、緊急輸送路沿道の建築物の耐震強化を図るため、耐震診断や耐震改修に

係る支援を行います。

No. 83 件名 住生活基本計画策定事業 担当課 住宅課

概要
住生活の安定及び向上を図るため、近年の住環境の変化等をふまえ、住宅や住

環境に関する基本的な方針となる新たな住生活基本計画を策定します。

No. 84 件名 猫実第三・第四市営住宅の維持管理 担当課 市街地開発課

概要

密集市街地の改善を目的とした住環境維持整備事業等の施行により、住宅に困

窮することとなる方々の生活の安定等を図るために提供する猫実第三・第四市営

住宅について、適正な維持管理を行います。
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No. 85 件名 新橋周辺地区防災まちづくり整備事業 担当課 市街地開発課

概要

新橋周辺の防災機能の充実等を図るため、市有地を活用し、防災に配慮した多

目的広場を整備するとともに、境川沿いに災害時に住民の避難や緊急車両の通

行、防災活動空間として活用できる遊歩道の整備に取り組みます。

No. 86 件名 浦安駅周辺整備事業 担当課 市街地開発課

概要

浦安駅周辺における再整備に際し、さまざまな交通手段による駅前へのアクセス

と乗り換えの利便性を向上させるため、くい違い交差点の改良や安全な歩道の

整備等に取り組みます。

No. 87 件名 新中通り周辺市街地整備事業 担当課 まちづくり事務所

概要

新中通り周辺市街地の整備を図るため、すでに整備が完了した５番通りからみな

と線までの区間に続き、みなと線からやなぎ通りまでの区間についても、土地区

画整理事業の認可を取得し、権利者等と協議しながら、整備に取り組みます。

No. 88 件名 中町・新町地域幹線道路液状化対策事業 担当課 道路整備課

概要

地震発生時においても緊急車両の通行を可能にするため、緊急輸送路に指定

されている中町・新町地域の主要な幹線道路等の液状化対策工事を実施しま

す。

No. 89 件名 元町地域幹線道路液状化対策事業 担当課 道路整備課

概要

地震発生時においても緊急車両の通行を可能にするため、浦安市地域防災計

画で定めている元町地域の緊急輸送路のうち、対策が必要な路線について、工

法の検討を行い、液状化対策工事を実施します。

No. 90 件名 集中豪雨対策事業 担当課 道路整備課

概要

集中豪雨等の水害に備えるため、オンサイト貯留※23、貯留管の設置、境川河口

部への水門・排水機場の設置等について事業計画を策定し、関係機関と協議を

行います。

No. 91 件名 舞浜地区道路冠水対策事業 担当課 道路整備課

概要

舞浜地区の道路冠水対策を図るため、国が実施する舞浜交差点への貯留施設

の設置を促進します。また、舞浜公園への貯留施設の設置を進めるとともに、地

区の排水能力を改善するための雨水管を設置します。

No. 92 件名 道路等復旧事業 担当課 道路整備課

概要

道路の災害復旧を進めるため、復旧工事が未完了となっている市街地液状化対

策事業実施予定地区の道路について、同事業との調整を図りながら、工事を行

います。



37

No. 93 件名 旧江戸川下流部整備事業 担当課 道路整備課

概要

旧江戸川護岸の耐震補強を図り、親水性豊かな水辺空間を創出するため、千葉

県が進める護岸の早期整備を促進するとともに、整備完了後の維持管理に関す

る協定の締結に向け協議を進めます。

No. 94 件名
道路ストック※24総点検に伴う道路維持事

業
担当課 道路整備課

概要
安全で円滑な交通を確保するため、道路の舗装面や付属施設を点検し、計画的

で効率的な修繕に取り組みます。

No. 95 件名 橋りょう長寿命化修繕及び耐震補強事業 担当課 道路整備課

概要

橋りょうの適切な維持管理による安全を確保するため、橋りょう長寿命化修繕計

画及び橋りょう耐震補強計画に基づき、維持修繕及び耐震補強工事を実施しま

す。

No. 96 件名 港鉄鋼陸閘門の維持管理 担当課 道路整備課

概要
港地区と鉄鋼通り地区を結ぶ港鉄鋼陸閘門※25の維持管理について、海岸保全

区域のあり方も含めて、千葉県と引き続き協議します。

No. 97 件名 地籍調査の推進 担当課 道路管理課

概要

東日本大震災の液状化現象により移動した中町・新町地域の土地の境界を確定

するため、引き続きマンション等の大規模街区の地籍調査（本調査）を実施しま

す。また、戸建て地区で本調査に先行して予備調査を実施し、地権者の同意が

得られた地区から順次本調査を実施します。

No. 98 件名 新浦安・舞浜駅前への警備員の配置 担当課 道路管理課

概要
新浦安・舞浜駅前の市道の不法占用・不法使用防止のため、警備員を配置し、

警察とも連携しながら抑制を図ります。

No. 99 件名 舞浜連結路の維持管理 担当課 道路管理課

概要
舞浜連結路（舞浜ランプ）の適切な維持管理について、関係機関と引き続き協議

します。

No. 100 件名 下水道総合地震対策事業 担当課 下水道課

概要

地震発生時においても下水道の機能を確保できるよう、第２期総合地震対策計

画を策定するとともに、重要な幹線の管きょやマンホール等の耐震・液状化対策

を実施します。

No. 101 件名 公共下水道面整備事業 担当課 下水道課

概要
公共下水道の普及促進を図るため、元町地区に残された下水道未整備地区の

面整備を推進します。
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No. 102 件名
下水道施設のストックマネジメント※26推進

事業
担当課 下水道課

概要
下水道施設を将来にわたり適切に維持していくため、ストックマネジメント全体計

画に基づき、改築及び修繕を計画的かつ効率的に実施します。

No. 103 件名 舞浜ポンプ場整備事業 担当課 下水道課

概要
舞浜ポンプ場の老朽化に対応するため、都市計画決定の変更等必要な手続き

を行い、建て替え工事に取り組みます。

No. 104 件名 公営企業会計の導入（下水道事業） 担当課 下水道課

概要
下水道事業の経営状況や財政状態をより明確にし、経営の効率化や健全化を

図るため、特別会計から公営企業会計に移行します。

No. 105 件名 舞浜地区海岸整備事業 担当課 みどり公園課

概要
高潮対策を図るため、千葉県が進めている護岸改修事業にあわせて、舞浜地区

に散策やジョギング等が楽しめる緑道を整備します。

No. 106 件名 浦安公園の整備 担当課 みどり公園課

概要

緑にあふれ、市民が憩い集うことができるよう、遊具広場や多目的広場を備えた

浦安公園の整備に引き続き取り組みます。また、庁舎の建設に伴い移転した猫

実街区公園を整備します。

No. 107 件名 舞浜公園の再整備 担当課 みどり公園課

概要

施設の老朽化に対応するとともに、地域に親しまれる魅力ある公園となるよう、富

士見地区からのアクセスの改善やイベントに活用できるスペースの設置等、舞浜

公園の再整備に取り組みます。

No. 108 件名 しおかぜ緑道改修事業 担当課 みどり公園課

概要
施設の老朽化に対応するとともに、散策路としての機能充実を図るため、緑道の

改修工事を行います。

No. 109 件名 緑のリサイクル場の移設 担当課 みどり公園課

概要

墓地公園第３工区の整備に伴い、現在墓地公園で行っている公園や街路樹等

の樹木剪定で発生した枝葉を堆肥等にリサイクルする緑のリサイクル場を千鳥地

区の臨海公園予定地に移設します。

No. 110 件名 健康遊具等の設置の促進 担当課 みどり公園課

概要

身近な場所で気軽に健康づくりに取り組めるよう、近隣公園等に健康遊具の設置

を促進します。また、公園や緑道の整備や改修する時期にあわせ、健康遊具を

設置します。
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No. 111 件名 公園施設の長寿命化への対応 担当課 みどり公園課

概要

公園施設の長寿命化を図るため、都市公園施設の適切な維持やライフサイクル

コスト※27の縮減等を定めた公園施設長寿命化計画に基づき、公園遊具の更新及

び修繕を行います。

 消防本部

No. 112 件名 消防団員の入団促進 担当課 総務課

概要
災害時における地域との重要なパイプ役としての役割を担うため、特に在住・在

勤者の入団の促進を図ります。

No. 113 件名
人命危険が高い施設及び市公共施設等に

おける防火管理体制の適正化
担当課 予防課

概要

火災時に多くの人命被害が生じる恐れのある特定防火対象物や市民が多く利用

する公共施設において、当該施設職員が適正かつ実効性のある自衛消防活動

を行えるよう、管理体制の適正化を支援します。

No. 114 件名 違反対象物公表制度の運用 担当課 予防課

概要

消防法令に関する重大な違反のある建物について、建物の管理者による防火管

理業務の適正化及び消防用設備等の適正設置を促進するため、平成32（2020）

年度より重大な消防法令違反のある建物の情報を公表します。

No. 115 件名 消防指令業務の共同運用 担当課 警防課

概要

大規模災害等における広域応援体制の強化や、消防指令施設の整備、運用費

用の削減等の財政面の効率化を図るため、千葉北西部消防指令センターを拡

張し、本市を含む千葉県北西部ブロック10市で共同運用します。

No. 116 件名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業 担当課 警防課

概要
AEDを広く社会に普及するため、事業者と協定を締結し、市内のコンビニエンス

ストアに設置します。

 教育総務部

No. 117 件名 教育功労の表彰 担当課 教育総務課

概要
本市教育の振興を図るため、教育、学術または文化振興等教育分野に貢献され

た個人の方または団体に対し、表彰を行います。

No. 118 件名 小・中学校における教材等の維持管理 担当課 教育総務課

概要
小・中学校で使用する教材等の長寿命化を図るため、ピアノの調律や破損した

備品の修繕を行う等適切な維持管理を行います。
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No. 119 件名 教育ビジョン策定事業 担当課 教育政策課

概要
学校教育をはじめ社会教育等、本市が目指すべき教育の方向性やその実現の

ための施策を示す新たな教育ビジョンを策定します。

No. 120 件名 小・中学校大規模改修事業 担当課 教育施設課

概要

小・中学校の老朽化に対応し、教育環境の改善を図るため、計画的な大規模改

修工事に取り組みます。また、浦安中学校については、不足する特別教室等の

増築も行います。

（富岡小学校、美浜南小学校、東小学校、舞浜小学校、美浜北小学校、浦安中

学校、見明川中学校、富岡中学校、美浜中学校）

No. 121 件名 南小学校屋内運動場建替事業 担当課 教育施設課

概要

南小学校屋内運動場の老朽化に対応するとともに、敷地の有効活用を図るた

め、児童育成クラブや屋外プール等の機能を集約した屋内運動場として建て替

えます。

No. 122 件名 小・中学校のエアコンの更新 担当課 教育施設課

概要
学校環境の保全のため、小・中学校に設置しているエアコンについて、耐用年数

を超え老朽化したものから順に更新します。

No. 123 件名 浦安小学校の再整備 担当課 教育施設課

概要
避難所等、元町地区の拠点である浦安小学校について、今後実施する浦安駅

周辺における再整備の状況等もふまえ、校舎の建て替え等あり方を検討します。

No. 124 件名
元町地域の液状化対策の検討（学校施設

の液状化対策）
担当課 教育施設課

概要
地震発生時の液状化に備えるため、元町地域の幹線道路や学校施設の対策に

ついて検討します。

No. 125 件名 こどもの成長の記録提供システムの運用 担当課 指導課

概要

学校が本人や保護者にわかりやすい情報を継続的に提供できるよう、徹底した

個人情報保護のもと、児童・生徒の健康や学習状況に関するデータを一元管理

します。

No. 126 件名 学校給食を通じた食の学び 担当課

千鳥学校給食センター第

一・第二調理場/千鳥学

校給食センター第三調理

場

概要

成長期の子どもたちが栄養バランス等の食に係る知識や正しい食事マナーの習

得ができるよう、栄養士、調理員が行う学校訪問や給食センター見学会等の食育

に取り組みます。
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 生涯学習部

No. 127 件名 市民プラザ大規模改修事業 担当課 生涯学習課

概要
市民プラザの老朽化に対応し、機能の改善を図るため、計画的な大規模改修工

事に取り組みます。

No. 128 件名 文化芸術振興基金の設置 担当課 生涯学習課

概要

優れた文化芸術に触れる機会を提供し、主体的な活動の支援を充実させるととも

に、日常的な活動に参加できる環境づくりを推進するため、文化芸術振興基金を

設置しました。

No. 129 件名 生涯学習推進計画策定事業 担当課
生涯学習課／市民スポ

ーツ課

概要
地域の教育力の向上や地域づくりにつながるよう、スポーツ、芸術文化を含む生

涯学習における施策の方向性を示す第２次生涯学習推進計画を策定します。

No. 130 件名 青少年の相談 担当課 青少年センター

概要
社会との関係等、悩みを持つ青少年やその保護者を支援するため、学校や関係

機関と連携し、引き続き青少年相談を実施します。

No. 131 件名 学校開放の効率的な管理運営 担当課 市民スポーツ課

概要
学校体育施設開放の効率的な管理運営を図るため、東小学校で実施している利

用団体の自主運営の手法を、他の小・中学校でも実施します。

No. 132 件名 統合型地域スポーツクラブへの活動支援 担当課 市民スポーツ課

概要
地域住民とスポーツ団体等が協力し、健康増進と地域コミュニケーションを図るこ

とができるよう、総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。

No. 133 件名 公民館大規模改修事業 担当課
中央公民館／美浜公民

館

概要

公民館の老朽化に対応し、機能の改善を図るため、計画的な大規模改修工事に

取り組みます。

（中央公民館、美浜公民館）

No. 134 件名 中央図書館大規模改修事業 担当課 中央図書館

概要
中央図書館の老朽化に対応し、読書環境や機能の改善を図るため、計画的な大

規模改修工事に取り組みます。
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４ 用語解説

（※１）ＤＶ（Domestic Violence）

「ドメスティックバイオレンス」の略。「配偶者や恋人等親密な関係にある、またはあった者か

ら振るわれる暴力」のこと。

（※２）インキュベーション

設立して間がない新企業に地方自治体等が経営技術、金銭、人材等を提供して育成すること。

（※３）住宅セーフティネット制度

平成 29 年 10 月に施行にされた住宅セーフティネット法による、高齢者、低額所得者、子育て世

帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録等、民間賃貸住宅や空き家を活用する

制度。

（※４）磁気ループ

ヒアリングループとも呼ばれる聴覚障がいのある方の聴こえを支援する設備。

マイクを通した音声を直接補聴器や人工内耳へ伝えることができるようになるもの。

（※５）高次脳機能障がい

一般に、外傷性脳損傷、脳血管障がい等により脳に損傷を受け、その後後遺症等として生じた記

憶障がい、注意障がい社会的行動障害等の認知障害等を指す。

（※６）混合介護

介護保険内サービスと介護保険外サービスをあわせて提供するもの。

保険外サービスの主なものとして、支給限度額を超えた分と給付対象ではないサービスがある。

また、利用者以外の家族へのサービスの提供も含む。

（※７）里親

地方自治体が、公園や道路等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。

（※８）ＩＣＴ（Information and Communication Technology）

情報処理及び情報通信等コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設

備・サービス等の総称。ＩＴ（情報技術）のほぼ同義語。

ＩＴに替わる語として、主に行政機関や公共事業等で用いられる。
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（※９）マイナンバー

住民票を持つ全ての者に対して１人１つの番号（マイナンバー）を交付し、社会保障、税、災害

対策の分野で効率的に個人情報を管理するための社会インフラ。

個人番号カード（マイナンバーカード）には、12 桁の数字が番号として付され、券面に氏名、

住所、生年月日、性別、本人の写真が表示されている。身分証明書として利用可能なほか、様々

なサービスへの利用が計画されている。

（※10）地域密着型介護老人福祉施設

要介護高齢者のための生活施設である特別養護老人ホームのうち、定員が 29 名以下のもの。

（※11）浦安エコホーム事業

住宅の省エネルギー化を促進するため、自宅に太陽光発電システムや家庭用燃料電池システム等

の省エネルギー設備の設置者に費用の一部を補助する事業。

（※12）バスロケーションシステム

ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の表示板等に情報提供するシステム。

（※13）学校適正配置

文部科学省が定めた学校規模（学級数）の標準をもとに、地域の実情に応じた学校規模の適正化

を図るもの。

（※14）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、体育館や福祉施設等の公の施設の

管理を民間の事業者等が請け負う制度。

行政と民間事業者等が連携して公共サービスの提供を行う手法であるＰＰＰ（Public Private

Partnership）の一種。

（※15）ＰＦＩ（Private finance initiative）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力を活用する手法。

指定管理者制度と同様、ＰＰＰ（Public Private Partnership）の一種。

（※16）総合計画

本市におけるまちづくりの最上位に位置づけられる計画とし、基本構想、基本計画の２層で構成

される。

また、総合計画に基づく具体的事業を実施計画で示す。
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（※17）ファシリティマネジメント

施設の長期的な保全や利活用等を目的とした総合的な施設の管理手法。

本市では、総合的な視点から公共施設の維持管理に取り組み、安定した市民サービスを提供する

ことを目的に、平成 27 年度にファシリティマネジメントの考え方を導入した。

（※18）ＬＥＤ（Light Emitting Diode）

「発光ダイオード」と呼ばれる半導体。

（※19）地域包括ケアシステム

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続

することができるような包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指すもの。

（※20）新オレンジプラン

厚生労働省で策定された「認知症施策５か年計画（オレンジプラン）」後の新計画となる「認知

症施策推進総合戦略」。かかりつけ医の認知症対応力向上研修や認知症サポート医の養成等７つ

の柱で示されている。

（※21）バスベイ

バス停留所がある場所の歩道に切れ込みを入れた形で設けられる、バスが停車するためのスペー

ス。

（※22）都市計画マスタープラン

平成４年の都市計画法改正によって規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針（法第

18 条の２）」。

住民に最も近い市町村が、住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、

地区別のあるべき「まち」の姿を定めるもの。

（※23）オンサイト貯留

降雨水の移動を最小限に抑え、降った箇所で一時的に貯留する現地貯留方式。

（※24）道路ストック

橋りょう、道路舗装等の道路構造物や照明等の道路付属物。

（※25）陸閘門

堤防等の海岸保全施設の一部を切り開いて道路等を整備した際に、洪水や高潮時に海岸保全の機

能を確保するために締め切ることのできる施設。
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（※26）下水道施設のストックマネジメント

下水道事業の役割をふまえ、明確な目標を定め、下水道施設の状況を客観的に評価し、中長期的

な施設の状態を予測しながら、計画的・効率的な管理を行うこと。

（※27）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。


