
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、そのすばらしさをこ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、温室効果ガスの排出や自然環境の破壊など様々な

現象が関連し合い、原因や責任の所在があいまいとなり、他人ごとのように捉えられがちです。私

たち一人ひとりが当事者であるという認識のもとに、できることから行動し、市や市民、事業者、

滞在者など（以下「各主体」）が協働して、環境への負荷の少ない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いますが、今後もさらに多くの市民や事業者などの参加

を得ながら、環境基本計画のめざす環境像「人と自然とが共生する水と緑で囲まれた快適環境都市」

の実現に向けて取り組んでいく必要があります。

特に、地球温暖化対策を中心とした各主体の行動を促していくため、平成 18 年度から「もった

いないプロジェクト」として各種の事業を展開しており、“ものの本来の価値を無駄にすることな

く、生かしていこう”とする精神をコンセプトに、本市の率先行動をはじめとして地域全体での環

境保全への取り組みを進めています。

このプロジェクトのひとつとして、各主体が日常生活や事業活動の中で、地球温暖化や廃棄物の

削減や資源化をはじめとする環境への負荷を低減する行動に積極的に取り組むため、市や市民、事

業者を対象にそれぞれの環境配慮指針を策定しましたが、今後も、各主体が地球温暖化や廃棄物の

増加などの環境問題について学び、考え、行動するとともに、点検や評価、見直しを行い、次の行

動に反映する「学び」を起点としながら、情報を共有化し、環境課題に対して協働で取り組んでい

くことが必要です。

また、本市は、平成 18 年度に策定したクリーンエネルギービジョンに基づき、今後も省エネル

ギーや再生可能エネルギーなどに関する率先的な施策に取り組むとともに、地域が一体となって温

室効果ガスの排出量の抑制に取り組んでいくため、市民や事業者などに対する省エネルギー、新エ

ネルギーに関する情報提供や活用、設備の導入を普及・啓発していく必要があります。

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。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や、今後の人口増

加や産業の発展を考慮すると、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るとともに、市民や

事業者との協働による環境保全行動を進めます。

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など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、環境への負荷が少な

いライフスタイルや事業活動について普及・啓発を行うとともに、経済的手法についても検討しま

す。

本市が率先して公共施設における省エネルギー、再生可能エネルギーなどの活用や設備の導入を

進めるとともに、その効果についての情報提供や導入支援を行い、住宅などへの設備の導入を促進

するなど、資源・エネルギーの有効利用を進めます。

今後予定されている住宅開発については、環境負荷削減に配慮した低炭素まちづくりの先導とな

るような整備を促進するとともに、エネルギーの地産地消を目指し、地域でのエネルギーマネジメ

ント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。また、ごみ焼却施設の適切な維持管理やごみの分別収集の徹底化

に取り組み、環境負荷の少ない廃棄物処理システムづくりを推進します。
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・

・

(千円)

環境保全課

平成26年度

平成26年度 平成27年度

0

第１期環境基本計画の実施状況や社会経済状況の変化を踏まえ、市民・事業者・市などの各主体が目
指すべき環境保全の方向性を共有化及び協働で取り組むため、第２期環境基本計画を策定します。

平成25年度

策定

環境配慮指針に基づき、市民、事業者などが環境を保全するための行動を学び、情報を共有できるよ
う環境保全行動の普及・啓発を行います。また、自治体の責任として、公共施設の新築や改修などに
併せて環境に配慮した機器の導入を推進するとともに、市の事業活動に伴う環境負荷の低減に取り組
みます。

○計画事業費

３ 水と緑に囲まれた快適環境都市

１）協働による環境保全行動を進める

【計画事業】

【事業体系】

事業

①各主体の環境保全行動
の推進

②計画的な環境施策の推
進

３－１ 持続可能な社会づくりに取り組む

環境保全行動推進事業

平成25年度 平成27年度 3か年の合計

2,940 0

計画事業・主要事業名

【再掲】

第２期環境基本計画策定事業

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】

2,940

担当課

社会経済状況の変化や新たな環境問題への対応の必要性を踏まえ、市民、事業者、市などの各主体が
協働しながら環境保全に関する取り組みを計画的に進めるため、第２期環境基本計画を策定します。
また、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ている温室効果ガス削減目標の達成を
目指し、取り組みを進めます。

②計画的な環境施策の推進

第２期環境基本計画策定事業事業名

環境保全課

担当課

環境保全課公共施設のエコ化推進事業

環境保全課

環境保全課

事業番号

31121

事業内容

年次計画
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環境保全課

②計画的な環境施策の推進

①各主体の環境保全行動の推進

事業内容

市民・事業者・こども向けに策定されたそれぞれの環境配慮指針（エコファミリー、エコカンパ
ニー、エコチャレンジ）に基づき、環境保全行動に関する啓発を行うとともに、自らの行動につ
いて点検や評価、見直しができる手法を提供するなど、市民・事業者など各主体の環境保全
行動を促進します。

事業名 公共施設のエコ化推進事業【再掲】 環境保全課

【主要事業】

事業内容
市公共施設からの温室効果ガス削減目標の達成を目指し、地球温暖化対策の推進に関する
法律に基づく実行計画である「第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画」の進行管
理を行い、毎年度の取り組みを検証、改善します。

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】事業名

事業名

環境保全課

環境保全行動推進事業

事業内容
「環境配慮指針（公共施設の計画・施行編）（公共施設の運用編）」を踏まえ、公共施設の新築
や改修の際に太陽光発電設備に代表される再生可能エネルギーなどの活用や高効率照明機
器などの省エネルギー機器の導入を進めます。
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・

・

震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえ、環境学習施設の機能や役割を再検討し、市民が憩い、環
境を学ぶことができる場として整備を進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備方針の決定 実施設計の見直し

事業内容

①環境学習の場と機会の創出

事業名 環境保全課

【主要事業】

環境保全課事業名 浦安市民の森事業

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に取り組みます。

環境学習推進事業

生涯学習課担当課三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】
事業番号

事業名
33211

２）環境を大切にする人づくりを進める

【計画事業】

①環境学習の場と機会の創出

【事業体系】

事業

①環境学習の場と機会の
創出

計画事業・主要事業名

【再掲】

市民の環境体験学習を推進するため、震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえながら、三番瀬環境学
習施設の機能を再検証し、整備を進めます。また、高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」を活用
した環境学習や自然体験学習を推進します。
学校や地域団体などが実施する学習会、研修会などに参加し、講義や講座を実施することで、市内に
おける環境学習の推進を図ります。また、環境を大切にする行動を実践するためのきっかけづくりと
なるよう、市民や事業者、市民活動団体、関係機関などと連携して環境フェアなどの周知・啓発を推
進します。

事業内容

市民や事業者、こどもたちが環境問題の現状を理解し、環境にやさしい行動を実践するため
のきっかけとなる情報を提供するとともに、市民や事業者、市民活動団体、関係機関などとの
連携により、環境フェアなどの啓発事業を推進します。
また、地球温暖化防止対策として、省エネナビやエコワットの貸出しや大気汚染防止対策とし
てエコドライブを奨励し、環境保全行動の促進・啓発を行います。

学校や地域団体が主催する学習会、研修会において地球環境の保全や地球温暖化などに関
する講座を実施することで、市内における環境学習の実施機会を増やし、質の高い環境学習
を推進します。

事業名 環境保全ＰＲ事業 環境保全課

事業内容

担当課

生涯学習課

環境保全課

浦安市民の森事業 環境保全課

環境保全ＰＲ事業 環境保全課

三番瀬環境学習施設整備事業

環境学習推進事業
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・

・

・

・

・

・

環境保全課

公共施設の省エネルギー化や光熱費の削減を効率的に進めるため、ＥＳＣＯ事業を活用した街路灯の
更新や総合体育館の運営を行います。

補助

事業番号
事業名

31321

事業内容
太陽光発電システムなどの省エネルギー・再生可能エネルギーなどの設備を住宅に設置した市民に対
して、設置費用の一部を補助します。また、再生可能エネルギーなどの利用を促進するため、機器の普
及や技術革新の状況を踏まえ、新たな支援を検討し、実施します。

年次計画

浦安エコホーム事業 担当課 環境保全課

平成25年度 平成26年度 平成27年度

補助（太陽光発電システム・雨水
貯留タンク）
制度拡充の検討

補助

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

再生可能エネルギー等利用促進事業

電気自動車等充電設備設置事業
②省エネルギー対策・再生
可能エネルギー等導入の
推進

本市における低炭素まちづくりを進めるため、市民・事業者・市の各主体の環境保全行動や再生可能
エネルギーなどの活用、省エネルギー機器の導入を推進します。

一定規模以上の建築物の新築や増改築、大規模修繕を行う建築主・所有者・管理者に対して、省エネ
ルギー法に義務付けられている届出制度の周知を図ります。

新町地域では、今後新たに開発が予定されている一定規模以上の区画の開発に際して、本市の低炭素
まちづくりの先導的なモデル地区となるよう住宅開発を誘導します。

担当課

市民の再生可能エネルギーなどの活用や省エネルギー機器の導入を促進するため、太陽光発電システ
ムや電気自動車の充電設備などの設置に対して支援を行います。

環境保全課公共施設のエコ化推進事業

計画事業・主要事業名

省エネやエネルギー使用量の可視化・制御などによる環境負荷削減に配慮した低炭素型建物の建設や
地区の整備を促進します。

環境保全課浦安エコホーム事業

３）資源・エネルギーの有効利用を進める

【計画事業】

【事業体系】

事業

①総合的な地球温暖化対
策の推進 環境保全課

環境保全課
市民スポーツ課

②省エネルギー対策・再生可能エネルギー等導入の推進

環境保全課

街路灯ＥＳＣＯ事業 道路整備課

総合体育館ＥＳＣＯ事業
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(千円)

○計画事業費

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

調査
検討

実施 実施

29,118 81,500 81,500 192,118

事業内容
効率的なエネルギー利用を図るとともに、老朽化した施設の更新や電気料金などの維持管理コストの
縮減を図るため、ＥＳＣＯ事業による街路灯の更新について検討・実施します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

補助 補助

事業番号
事業名 街路灯ＥＳＣＯ事業 担当課 道路整備課

31324

事業内容

電気自動車等充電設備設置事業 担当課 環境保全課
31322

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

補助

事業者への貸出しも含め、公共施設の屋根や屋上を利用した、再生可能エネルギーなど活用の推進方
策を検討・実施します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討 実施 実施

事業番号
事業名 再生可能エネルギー等利用促進事業 担当課 環境保全課

31323

事業番号
事業名

事業名 公共施設のエコ化推進事業 環境保全課

事業内容
「環境配慮指針（公共施設の計画・施行編）（公共施設の運用編）」を踏まえ、公共施設の新築
や改修の際に太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの活用や高効率照明機器などの
省エネルギー機器の導入を進めます。

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

環境負荷の低減や省エネルギーの促進を図るため、住宅及び事業所などに自らが使用する電気自動
車及びプラグインハイブリット自動車の普通充電設備を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助
します。

市公共施設からの温室効果ガス削減目標の達成を目指し、地球温暖化対策の推進に関する
法律に基づく実行計画である「第３次公共施設における地球温暖化対策実行計画」の進行管
理を行い、毎年度の取り組みを検証、改善します。

事業内容

【主要事業】

①総合的な地球温暖化対策の推進

事業名 環境保全課

事業内容

156



事業内容
総合体育館において省エネルギーに関する包括的なサービスを行うことにより、省エネルギー
化の推進や光熱費の効果的な削減を図ります。

事業名 総合体育館ＥＳＣＯ事業 環境保全課／市民スポーツ課

②省エネルギー対策・再生可能エネルギー等導入の推進
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・

・

・

・

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」として認定し取り組み状況を公開することにより、活動を支援・奨励します。

イベントごみ減量事業 ごみゼロ課

事業内容

ごみ減量推進啓発事業 ごみゼロ課

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 な
どによる資源回収の促進など、ごみの減量・再資源化の推進に取り組みます。

【主要事業】

エコショップ認定制度等実施事業

担当課

エコショップ認定制度等実施事業 ごみゼロ課

ごみゼロ課

クリーンセンター

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り組みを推進するため、平成24年度に改
定した一般廃棄物処理基本計画に基づき、適切なごみの収集や処理を行います。

県外に委託している最終処分場の延命化を図るため、ごみの減量や再資源化を推進します。家庭系燃
やせるごみに含まれる紙類の分別徹底を推進し、イベントごみの発生抑制や市民・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取り組んでいる市内小売店を「エ
コショップ」として認定し、支援します。

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

「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。

事業名

事業名

４）ごみの減量と再資源化に取り組む

【事業体系】

事業

ごみゼロ課

ごみゼロ課

ごみゼロ課

有料事業系指定ごみ袋制度推進事業

廃棄物処理施設長期包括責任委託事業

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、不
燃・粗大ごみ処理施設、し尿処理施設、再資源化施設などからなる４施設を民間事業者に包括的に委
託します。

ごみ減量推進啓発事業

事業系ごみについては、少量排出事業者を対象に有料事業系指定ごみ袋制度を引き続き推進し、適正
な処理を進めます。

②廃棄物の適正な収集・処
理

①ごみの減量・再資源化の
推進

計画事業・主要事業名

イベントごみ減量事業

①ごみの減量・再資源化の推進

事業内容

ごみの分別収集を徹底化するとともに、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

ごみゼロ課有料事業系指定ごみ袋制度推進事業事業名

事業内容
民間のノウハウを活用し、効果的で最適な運転や維持管理、また経費の削減を図るため、千
鳥地区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、民間事業者に平成33年度まで包括的に委託します。

事業名
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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。

自動車排気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 号線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、大気環境や水質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。また、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、相互に連携しながら空間的・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。

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。
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・

・

・

担当課 環境保全課
31322

年次計画

平成25年度 平成26年度

補助

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

計画事業・主要事業名

【再掲】

担当課

環境保全課

事業

環境保全課

【再掲】

３－２ 安心して暮らせる生活環境の保全に取り組む

猫実一般環境大気測定局において大気汚染の監視を、美浜自動車排出ガス測定局において自動車排出
ガスの監視を常時行います。

市の大気汚染の主な原因である自動車排出ガスを削減するため、エコドライブの奨励や電気自動車な
どの低公害車の普及を促進します。また、港地区や鉄鋼通り地区を接続する道路を整備し、道路ネッ
トワークを充実するなど自動車による交通渋滞の緩和を図るとともに、公共交通機関や自転車利用へ
の転換を促進します。

ヒートアイランド現象の緩和を目指し、省エネルギー対策や自動車利用の低減に努め、空調や自動車
などからの排熱の低減を進めます。また、緑地の保全や緑化を積極的に進めていくとともに、道路舗
装を透水性舗装や遮熱性舗装に変更するなど、アスファルトやコンクリートからの排熱の低減を進め
ます。

①大気に対する環境負荷
の軽減

１）大気の環境改善に努める

電気自動車等充電設備設置事業

【再掲】 担当課

環境保全課

【計画事業】

事業内容
環境負荷の低減や省エネルギーの促進を図るため、住宅及び事業所などに自らが使用する電気自動
車及びプラグインハイブリット自動車の普通充電設備を設置した市民に対して、設置費用の一部を補助
します。

大気汚染測定事業

環境保全ＰＲ事業

港・鉄鋼通り接続道路整備事業 【再掲】 道路整備課

事業内容
港地区及び鉄鋼通り地区の車両通行を円滑にするとともに、中央公園通りへの大型車両の流入を抑制
し、周辺の交通負荷の軽減や住環境の保全を図るため、港地区と鉄鋼通り地区を接続する道路を整備
します。

平成27年度

補助 補助

事業番号
事業名

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

協議・調整
整備

道路整備課
44112

供用開始

港・鉄鋼通り接続道路整備事業
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【主要事業】

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、こどもたちが環境問題の現状を理解し、環境にやさしい行動を実践するため
のきっかけとなる情報を提供するとともに、市民や事業者、市民活動団体、関係機関などとの
連携により、環境フェアなどの啓発事業を推進します。
また、地球温暖化防止対策として省エネナビやエコワットの貸出しや大気汚染防止対策として
エコドライブの奨励を行い、環境保全行動の促進・啓発を行います。

猫実一般環境大気測定局において大気状況の常時監視を行うとともに、市内でダイオキシン
類、アスベストなどの一般環境大気中濃度を測定します。

事業内容

大気汚染測定事業

①大気に対する環境負荷の軽減

事業名 環境保全課
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・

・

・

・

・

下水道総合地震対策事業 【再掲】 下水道課

設計

事業番号
事業名

32211

事業内容 北栄や猫実地区の未整備地区を中心に下水道整備を進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

２）下水道を整備し水質改善に努める

【計画事業】

①公共下水道整備の推進

【事業体系】

事業

②既設下水道の適正な管
理

③河川の水質改善の充実 環境保全課

公共下水道面整備事業

下水道長寿命化推進事業

下水道課

下水道課

下水道課担当課公共下水道面整備事業

①公共下水道整備の推進

下水道普及啓発事業

河川水質測定事業

下水道課

公衆衛生の向上、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、元町地域の未整備地区であ
る北栄や猫実地区を中心に下水道整備を進めます。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、下水道長寿命化計画を策
定し、計画的に維持・改修に取り組みます。また、下水道施設の処理機能の保持を図るため、老朽化
しているポンプ場の設備機器を更新するとともに、建替について検討します。

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。

担当課計画事業・主要事業名

下水道課

宅地内公共汚水桝の再整備事業 下水道課

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
を行います。また、今後の震災に備え、主要な管渠やマンホールの耐震・液状化対策を行います。

公共下水道施設の維持管理や震災時応急対策の効率化を図るため、民間開発により宅地内に設置され
た公共汚水桝を公道内へ移設に取り組みます。

汚水中継ポンプ場整備事業 下水道課

公共下水道災害復旧事業 【再掲】 下水道課

高洲ポンプ場改修事業
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平成25年度 平成26年度 平成27年度

改修（電気設備） 改修（機械設備） 改修（機械設備）

平成27年度

管路調査（テレビカメラ）
長寿命化整備計画の策定

平成26年度

事業番号
事業名

32222
担当課 下水道課

事業内容
今後の震災に備え、下水道総合地震対策整備計画を策定し、主要な幹線の管渠・マンホールなどの耐
震・液状化対策を計画的に行います。

事業番号
事業名 下水道総合地震対策事業

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

液状化対策（幹線６号）
下水道総合地震対策整備計画の
策定

耐震診断（管渠・マンホール） 耐震診断（管渠・マンホール）

【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良好な状態で維持するため、老朽化している汚水中継ポンプ場の建替につ
いて耐震化・液状化対策とあわせて検討します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討

事業番号
事業名 汚水中継ポンプ場整備事業 担当課 下水道課

32223

事業番号
事業名

舗装本復旧工事

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

47311

②既設下水道の適正な管理

事業内容
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は、改良土による埋戻しや可とう継手
の設置など、耐震・液状化対策を併せた施設の復旧工事を進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計
復旧工事

設計
復旧工事

高洲ポンプ場改修事業

事業内容
下水道施設の処理機能の維持保全を図るため、老朽化した高洲ポンプ場の電気設備及び機械設備の
段階的な更新を行います。

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、施設の点検・調査を実施し、長
寿命化対策に関わる計画を策定します。

年次計画

平成25年度

下水道長寿命化推進事業
32221

担当課 下水道課

年次計画
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(千円)

事業内容
公共下水道施設の維持管理や震災時における応急対策の効率化を図るため、宅地内に設置
されている公共汚水桝を公道上へ移設するための方策について検討、実施します。

②既設下水道の適正な管理

事業名 宅地内公共汚水桝の再整備事業 下水道課

【主要事業】

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ます。

事業名 河川水質測定事業 環境保全課

③河川の水質改善の充実

○計画事業費

138,600 17,000 56,880 212,480

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、水洗化への意欲を高め、未接続世帯の解消に努めます。

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

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

165



・

・

・

・

・

・

事業名 自動車騒音等測定事業 環境保全課

事業内容 騒音、振動の状況を把握するため、市内主要幹線道路等において測定を行います。

①多様化する生活環境問
題への対応

斎場送迎バス運行事業 斎場

①多様化する生活環境問題への対応

斎場

事業内容
千鳥地区にある市営斎場へのアクセスの向上を図るため、利用者の必要に応じて利用できる
送迎バスを運行します。

羽田空港航空機騒音問題対策事業

事業内容

事業名 斎場送迎バス運行事業

環境保全課

環境レンジャー課

環境レンジャー課ペット適正飼育推進事業

環境レンジャー課ポイ捨て防止対策事業②まちの美化・環境衛生対
策の充実

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

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。

騒音や振動などについて、引き続き市内観測地点において監視を行います。また、近隣騒音や化学物
質による市民の健康被害への不安感を解消するため、簡易騒音計やホルムアルデヒド簡易測定器など
の貸出しを行います。

担当課

清潔で美しいまちづくりを推進するため、自治会主体で実施している共同清掃の支援やごみゼロ運動
の実施、「浦安市空き缶等の散乱防止等に関する条例」に基づくポイ捨て防止に関して周知・啓発し
ます。

市民生活や事業活動に伴う騒音・悪臭などの身近な環境問題や地球規模での環境問題に対応するた
め、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。

人と動物が共生したより良い社会を目指し、動物の愛護及び管理に関する法律を踏まえ、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
抑制するための支援を行います。

千鳥地区の市営斎場へのアクセスの向上を図るため、利用者の必要に応じて利用できる送迎バスの運
行を行います。

計画事業・主要事業名

羽田空港航空機騒音問題対策事業

ゴミゼロ運動推進事業

【主要事業】

自動車騒音等測定事業 環境保全課

事業名 環境保全課

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
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事業名 ペット適正飼育推進事業 環境レンジャー課

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促進に向けて普及・
啓発を図るため、毎年５月30 日のゴミゼロの日にあわせ、ゴミゼロ運動を推進します。

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、空き缶やタバコの吸殻などの散乱
防止、飼い犬のフン放置防止について普及・啓発します。

事業内容
市内に生息する飼い主のいない猫の増加を抑制するため、「浦安市飼い主のいない猫避妊去
勢手術費助成金交付要綱」に基づき、避妊去勢手術を実施した場合に費用を助成します。

事業内容
愛犬家と愛犬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。

事業名 動物愛護推進事業 環境レンジャー課

事業名 ゴミゼロ運動推進事業 環境レンジャー課

事業名 ポイ捨て防止対策事業 環境レンジャー課

②まちの美化・環境衛生対策の充実
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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、千葉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、千葉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、千葉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 年度に千葉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、市民や千葉県・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
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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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・

・

・
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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、高潮や津波発生
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25年度

整備（日の出地区）
設計

計画事業・主要事業名

境川水辺空間整備事業

事業番号
事業名

33111

①豊かな水辺空間の創出

事業名 道路整備課

【主要事業】

３－３ 身近で親しみやすい豊かな水辺空間を創出する

境川のＢゾーン、Ｃゾーンについては、千葉県の護岸改修にあわせ、周辺住民や市民の憩いの場とな
るよう修景整備を進めます。またＡゾーンについては、Ｂ、Ｃゾーンと調和の取れた修景整備につい
て検討し、関係機関と協議しながら整備に取り組みます。

舞浜地区の海岸部については、千葉県が高潮対策事業として進めている護岸改修にあわせて、散策の
ほか、ジョギングなど市民の健康増進にも寄与する緑地や修景整備を関係機関と協議しながら進めま
す。

旧江戸川については、高潮対策事業として千葉県が実施している護岸改修を促進するとともに、富士
見地区の修景整備を検討します。また、堀江ドックについては、千葉県と共同で耐震化を進めるとと
もに、災害時に物資の搬入や荷卸ができる場として活用できるよう協議を進めます。

整備（日の出地区）
設計（日の出地区）

境川Bゾーン（新橋から江川橋までの区間）、Cゾーン（江川橋から東水門までの区間）につい
ては、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）につい
ては、千葉県と協議しながら、BゾーンやCゾーンと調和の取れた修景整備に取り組みます。

みどり公園課

【再掲】 道路整備課

①豊かな水辺空間の創出

平成27年度

道路整備課

浦安絆の森整備事業

事業内容

境川水辺空間整備事業

整備（高洲地区）

担当課

舞浜地区海岸整備事業

担当課

【再掲】

みどり公園課

平成26年度

浦安絆の森整備事業

１）海辺、河川を活かした水と緑の環境を創造する

【計画事業】

①豊かな水辺空間の創出

【事業体系】

事業

道路整備課

旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高潮対策】）

緑化の推進とともに強風や潮風を和らげ、高潮や津波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。
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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。

事業内容
千葉県が高潮対策として行っている護岸改修に併せて、ジョギングやサイクリングも楽しめる
緑地の整備や修景整備を促進します。

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】

事業名 舞浜地区海岸整備事業【再掲】 道路整備課
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(千円)

0

実施設計の見直し

事業名 三番瀬保全活動支援事業 環境保全課

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
動団体の取り組みを支援します。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

【主要事業】

0 10,000 10,000

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備方針の決定

２）三番瀬の保全と活用を進める

【計画事業】

①三番瀬を活用できる環境整備を進める

【事業体系】

事業

①三番瀬を活用できる環境
整備を進める

計画事業・主要事業名

三番瀬を環境学習ができ、水辺に親しめる憩いの場として活用するため、震災後の三番瀬干潟の環境
変化を踏まえ、環境学習施設の機能を再検証し、整備を進めます。

三番瀬を保全・活用するためには、里海として海を大切にする考えを育むことが必要であり、その考
えを市民、団体、関係機関などと共有し、市民と三番瀬との望ましい関わり方についてまとめます。
また、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。

担当課

環境保全課

震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえ、市民、団体、関係機関などと協働で三番瀬の保
全・活用に関する望ましいあり方について検討します。

事業内容

三番瀬の保全・活用推進事業

①三番瀬を活用できる環境整備を進める

事業名 環境保全課

事業名
33211

三番瀬環境学習施設整備事業

三番瀬の保全・活用推進事業 環境保全課

三番瀬保全活動支援事業

三番瀬環境学習施設整備事業

事業内容
震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえ、環境学習施設の機能や役割を再検討し、市民が憩い、環
境を学ぶことができる場として整備を進めます。

○計画事業費

生涯学習課担当課

生涯学習課

事業番号
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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。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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・

・

・

・

・

みどり公園課

事業名
34111

事業内容

【事業体系】

事業

高洲海浜公園整備事業

【計画事業】

３－４ 緑と暮らしが調和する豊かな生活空間を整備する

墓地公園については、安定的な墓所供給を推進するため、引き続き第２工区の墓所整備を進めます。
また、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、計画的に第３工区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を活用した整備を促進
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。

１）新しい浦安の緑をつくる

市民が潤いや安らぎが感じられる緑地空間を形成するため、シンボルロード緑道部分の再整備に取り
組むとともに、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。

緑豊かなまちづくりを推進するため、緑の基本計画を改定し、公園・緑地の計画的な整備や改修をは
じめ、緑の創出、保全に総合的に取り組みます。

地域の住環境の向上や防災機能の強化を図るため、市役所庁舎の建設と併せて浦安公園の整備を行う
とともに、高洲海浜公園の本格整備に取り組みます。

浦安公園整備事業

生垣設置奨励事業

計画事業・主要事業名 担当課

みどり公園課

みどり公園課

平成26年度 平成27年度

浦安絆の森整備事業

緑の基本計画改定事業

①公園・緑地の整備と緑化の推進

みどり公園課

①公園・緑地の整備と緑化
の推進

みどり公園課

②民有地の緑化推進

墓地公園整備事業

【再掲】 みどり公園課

事業番号

都市緑地法の改正や本市の都市計画マスタープランなどとの整合性を図るとともに、現行の緑の基本
計画の取り組みの評価を踏まえ、緑地の確保目標や取り組みの方向性を見直し、計画を改定します。

年次計画

平成25年度

担当課 みどり公園課

改定

シンボルロード緑道部整備事業 みどり公園課

景観計画運営事業 【再掲】 都市計画課

緑の基本計画改定事業
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年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

基本計画の策定

事業名 浦安公園整備事業 担当課 みどり公園課
34112

事業内容
近隣公園規模の公園が不足している元町地域の住環境の向上や防災機能の充実を図るため、市役所
庁舎の建設に併せ、浦安公園の整備に取り組みます。

事業番号

事業内容
隣接する緑地と併せ、液状化現象に伴い発生した噴出土砂を活用し展望広場の整備を行うとともに、防
災機能や運動施設の充実などにより、さらに魅力ある公園となるよう整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計
造成

第１期整備 第２期整備

事業番号
事業名

34115

事業内容
市民の憩いの場としての再生を図るとともに、まちの魅力を高めるため、震災により被害を受けた緑道
の舗装や水施設を再整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 整備（入船地区） 整備（美浜地区）

事業番号
事業名 高洲海浜公園整備事業 担当課 みどり公園課

34113

シンボルロード緑道部整備事業 担当課 みどり公園課

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
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、高潮や津波発生
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25年度 平成26年度 平成27年度

整備（高洲地区）
整備（日の出地区）
設計（日の出地区）

整備（日の出地区）
設計

事業内容
墓所の安定供給を図るため、第２工区第６・７街区の墓域整備を進めます。
また、市民の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に
ついて検討を行い、計画的に第３工区の整備に取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討
実施設計(第３工区）
墓域整備工事(第２工区・第６・７
街区）

造成工事(第３工区）

事業番号
事業名 墓地公園整備事業 担当課 みどり公園課

34114
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(千円)

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

②民有地の緑化推進

28,458 218,078 847,581 1,094,117

事業内容
敷地の隣地境界や接道部における生垣の設置に対して補助金を交付し、地域の緑の環境を
向上させるとともに、火災や地震などの災害から市民を守る緑の設置を促進します。

事業名 生垣設置奨励事業 みどり公園課

【主要事業】

②民有地の緑化推進

○計画事業費

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

景観法や景観条例に基づき、景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築行為などについて、事前
協議や届け出を義務付け、規制や誘導を行います。また、景観上重要な資源については、景観重要建
造物・樹木などに指定し、保存や活用を進めます。
市民の景観形成に対する理解や関心を深めるため、パンフレットの発行や講演会の開催するとともに、
良好な景観形成に寄与する個人・団体を表彰します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

規制・誘導
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施

規制・誘導の評価手法の検討
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施

規制・誘導のフォローアップ調査
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施
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・

・

・

(千円)

0

事業内容
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。

①樹木や緑地の保全

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、長寿命化計画を策定
し、計画的な維持・改修を進めます。また、しおかぜ緑道や船圦緑道などの市内緑道の維持補修に取
り組みます。

○計画事業費

【主要事業】

事業名 保存樹木指定事業 みどり公園課

3か年の合計

0 0 0

緑豊かな住環境が保全されるよう、住民主体で取り組む緑地協定の締結を支援します。また、現在、
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図ります。

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永続的な緑となるよう保存樹木と
して指定し、維持管理の支援や指導を行います。

担当課

みどり公園課

平成25年度 平成26年度

２）身近な浦安の緑をまもる

【計画事業】

【事業体系】

事業

①樹木や緑地の保全
みどり公園課

平成27年度

計画事業・主要事業名

公園施設長寿命化計画策定事業

保存樹木指定事業

①樹木や緑地の保全

公園施設長寿命化計画策定事業 担当課 みどり公園課
事業番号

事業名
34211

事業内容
都市公園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、公園施設長寿命化計画を策
定し、予防保全的な管理や計画的な改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

長寿命化計画の策定
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・

・

毎年、緑化強調月間の活動の一つとして、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
演会などを引き続き実施します。

公園等里親制度支援事業

公園等里親制度支援事業

①協働で進める緑のまちづくり

【主要事業】

事業内容

事業名

みどり公園課

公園や緑地で清掃や花壇管理などを行っている周辺住民やボランティアを里親として認定し、
緑化活動支援事務取扱要綱に基づき、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。

みどり公園課

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

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
援事業取扱要綱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を充実しま
す。

担当課

みどりのネットワーク事業

みどり公園課事業名

みどり公園課
①協働で進める緑のまちづ
くり

事業名 みどりのネットワーク事業 みどり公園課

事業内容
緑を育む市民や緑化活動団体の活動を活性化するとともに、相互の連携を強化するよう、団
体間の交流を促進します。

浦安植木まつり事業 みどり公園課

浦安植木まつり事業

事業内容

179



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、歴史的なまち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まち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、住宅地中心のまち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まち並み、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、魅力的なまち並み形

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

整備や美しいまち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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・

・

・

・

事業番号
事業名

41221

事業内容
地区計画や景観協定、建築協定など、地域のまちづくりのルールづくりに取り組む住民主体の活動を支
援するため、地域の活動や要望に併せてまちづくりアドバイザーの派遣や出前講座などを行います。ま
た、市民のまちづくりに対する意識を高めるため、講演会の開催や新たな支援方策を検討します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

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

景観上重要な資源となる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。

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。

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。

まちづくりアドバイザーの派遣
講演会の実施
支援方策の検討

まちづくりアドバイザーの派遣
派遣要綱改正

まちづくりアドバイザーの派遣

良好なまちづくり支援事業

都市計画課

事業番号
事業名

【再掲】 担当課 都市計画課

①地域主体で景観まちづくりに取り組む

35111

事業内容

景観法や景観条例に基づき、景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築行為などについて、事
前協議や届け出を義務付け、規制や誘導を行います。また、景観上重要な資源については、景観重要
建造物・樹木などに指定し、保存や活用を進めます。
市民の景観形成に対する理解や関心を深めるため、パンフレットの発行や講演会の開催するとともに、
良好な景観形成に寄与する個人・団体を表彰します。

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

景観重点区域のまちづくり推進事業

平成25年度 平成27年度

規制・誘導
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施

規制・誘導の評価手法の検討
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施

規制・誘導のフォローアップ調査
景観重要建築物などの指定や認
定
パンフレット発行、講演会・表彰の
実施

景観計画運営事業 担当課 都市計画課

平成26年度

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

【計画事業】

良好なまちづくり支援事業 【再掲】 都市計画課

年次計画
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(千円)

平成26年度

○計画事業費

事業名 景観重点区域のまちづくり推進事業

平成27年度 3か年の合計

454 250 2,750 3,454

平成25年度

都市計画課

事業内容

浦安の特色を有する重要な場所や住民・事業者の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、地区住民や関係機関などと協議しながら、景観重点区域の指定に向けた取り
組みの検討や活動支援を行います。また、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」については、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。

【主要事業】
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【再掲】

道路管理課

教育施設課仮称第９中学校建設事業

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

境川水辺空間整備事業 【再掲】

２）地域の魅力を高める公共施設を整備する

【計画事業】

①景観に配慮した公共施設等の整備

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

【再掲】

景観上重要な資源である水辺や道路、緑、公共建築物、土木工作物は、地域における景観形成の先導
的な役割を果たすよう、地域特性や周辺の街並みに調和した景観形成を図ります。

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。

【再掲】

担当課

庁舎建設課庁舎等建設事業

不法広告物処理事業

道路整備課

道路整備課
①景観に配慮した公共施
設等の整備

事業番号
事業名 庁舎等建設事業 【再掲】 担当課 庁舎建設課

53211

22521

事業内容
多様化する市民ニーズや行政課題に対応するため、業務機能の集約化・効率化を図るとともに、災害
対策拠点として機能強化を図り、業務を継続しながら長期間にわたる復旧・復興活動の中核となる市役
所庁舎をシビックセンターコア地区で建て替えます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

建設事業者選定
設計(市役所庁舎)
解体(旧老人福祉センター)

整備（市役所庁舎） 整備（市役所庁舎）

平成27年度

整備 開校

事業番号
事業名 仮称第９中学校建設事業 【再掲】 担当課 教育施設課

事業内容
高洲地区の生徒数の増加に対応するとともに、災害時には地域の避難所にもなるよう、仮称第９中学校
を建設します。

年次計画

平成25年度 平成26年度
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事業内容
千葉県が高潮対策として行っている護岸改修に併せて、ジョギングやサイクリングも楽しめる
緑地の整備や修景整備を促進します。

事業名 舞浜地区海岸整備事業【再掲】 道路整備課

事業内容

【主要事業】

境川水辺空間整備事業【再掲】

①景観に配慮した公共施設等の整備

事業名 道路整備課

境川Bゾーン（新橋から江川橋までの区間）、Cゾーン（江川橋から東水門までの区間）につい
ては、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）につい
ては、千葉県と協議しながら、BゾーンやCゾーンと調和の取れた修景整備に取り組みます。

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。
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