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第一章 適正な土地利用の実現 

第一節 適正な土地利用の実現 

61001 地域特性等に応じた土地利用方針の確立 
 都市計画に関する情報の管理・提供 都市計画課 
 都市計画に関する総合調整 都市計画課 
 都市計画の見直し（決定・変更）事務 都市計画課 
 都市計画図等の作成・管理事務 都市計画課 
 都市計画施設に関する建築規制 都市計画課 
★ 区域区分等に関する都市計画の見直し 都市計画課 
 市街化調整区域における地区計画運用基準の検討 都市計画課 
 生産緑地事務 公園緑地課 

61002 適正な規制・誘導施策の推進・運用 
 開発行為等の紛争に係る調停 都市計画課 
 各種届出の受理及び指導業務 建築住宅課 
 審査会及び審議会に関する業務 建築住宅課 
 長期優良住宅等の認定業務 建築住宅課 
 建築に関する指導および審査業務 建築住宅課 
 建築基準法に基づく許可及び認定業務 建築住宅課 
 道路の指定に関する業務 建築住宅課 
 違反建築物の処置業務 建築住宅課 
 民間確認検査機関報告書の事務処理業務 建築住宅課 
 墓地許認可事務 公園緑地課 
 公有地の拡大の推進に関する法律に係る事務処理 宅地課 
 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の千葉県進達事務 宅地課 
 違反宅地開発事業是正指導事務 宅地課 
 都市計画法施行規則第６０条に基づく建築証明事務 宅地課 
 都市計画法第２９条に基づく開発行為許可事務 宅地課 
 都市計画法第３２条に基づく開発行為事前協議事務 宅地課 
 都市計画法第４３条に基づく建築許可事務 宅地課 
 農地法違反転用是正 農業委員会事務局 
 農地法３条・４条・５条の許可及び４条・５条の届出 農業委員会事務局 
 農業委員会の運営管理 農業委員会事務局 

61003 地区の特性をいかした良好な市街地整備の推進 
 地区計画の推進 都市計画課 
 地区計画条例及び建築協定認可に関する業務 建築住宅課 
 建築基準法等に係る条例、規則等の制定、改廃に関する業務 建築住宅課 

★ 布佐駅南側の都市基盤整備 地域整備課 
 天王台土地区画整理事業 地域整備課 

★ 土地区画整理事業 地域整備課 
★ 我孫子駅前土地区画整理事業の推進 地域整備課 

 我孫子駅北口土地区画整理事業の推進 地域整備課 
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事業概要 

 ● 区域区分等に関する都市計画の見直し【61001】 
千葉県が行う区域区分（線引き）・区域マスタープランの見直しに合わせて必要な都市計画の変更を行い、
都市計画図等の更新を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・区域区分の見直し ・都市計画決定 

・都市計画図等更新 
 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
都市計画の見直し（区域区分等）の都市計画決定を行う 

◇指標・現況値・目標値 都市計画図等の更新作業の進捗率：100％ 

都市計画課 

 

 ● 布佐駅南側の都市基盤整備【61003】 
布佐駅南側地区計画に基づき、布佐駅南側地区約１２．７ｈａで、公園や道路等の都市基盤整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・道路整備（都市計画道路・区画道路） 
・西公園整備・東公園設計 
・防火水槽設計 

・道路整備（区画道路） 
・東公園整備 
・防火水槽整備 

・道路整備（区画道路） 
 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
布佐駅南側地区計画に基づく整備工事の完了 

◇指標・現況値・目標値 都市基盤整備工事の進捗率：100% 

地域整備課 

 

 ● 土地区画整理事業【61003】 
土地区画整理事業を施行済みの柴崎地区、天王台地区、中峠地区のうち、事業の対象とならなかった一部
未施行区域について、都市計画の見直しを実施する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・都市計画の見直し   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
都市計画の見直しを完了する。 

◇指標・現況値・目標値 都市計画の見直しの進捗率：100％ 

地域整備課 
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 ● 我孫子駅前土地区画整理事業の推進【61003】 
我孫子駅南側１４．５ｈａの区域で土地区画整理事業を実施し、道路、駅前広場、公園などの公共施設や
宅地を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・事業計画変更 
・分筆、測量  
・換地図修正 
・道路維持管理工事 

・出来形確認測量 
・亡失杭復元工事 
・道路維持管理工事 

・換地計画作成 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
すべての宅地で使用収益を開始する。 

◇指標・現況値・目標値 使用収益を開始した宅地の面積：103,379㎡ 

地域整備課 
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第二章 良好な住環境を支える生活基盤の整備 

第一節 公園・緑地の整備・充実 

62101 公園の整備・充実と適切な維持管理 
★ 嘉納治五郎別荘跡地の整備・活用 公園緑地課 
★ 歴史公園の整備（手賀沼文化拠点整備計画） 公園緑地課 

 緑の基本計画の見直し 公園緑地課 
 市民の森維持管理 公園緑地課 

★ 気象台記念公園の整備 公園緑地課 
 公園清掃（民間委託） 公園緑地課 

★ 公園のバリアフリー化推進 公園緑地課 
 公園マップ（デジタルマップ）の作成 公園緑地課 
 公園台帳作成業務 公園緑地課 
 公園清掃（福祉団体委託） 公園緑地課 
 公園清掃（高齢者雇用） 公園緑地課 
 公園管理（樹木） 公園緑地課 
 公園管理（草刈） 公園緑地課 
 公園管理（遊具・施設） 公園緑地課 
 公園維持管理事務 公園緑地課 
 公園許可事務 公園緑地課 
 公園遊具定期点検業務委託 公園緑地課 
 開発指導・帰属事務 公園緑地課 

★ 南新木沖田公園の整備（定住化促進プロジェクト） 公園緑地課 
 並木地区街区公園の整備 公園緑地課 
 根戸地区街区公園の整備 公園緑地課 

 

62102 市民の自主的な活動への支援 
 市民手づくり公園事業 公園緑地課 
 公園清掃（自治会委託） 公園緑地課 
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事業概要 

 ● 嘉納治五郎別荘跡地の整備・活用【62101】 
都市緑地として整備を進めてきた嘉納治五郎邸跡地に残る斜面林と敷地内の樹木の維持管理を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・樹木診断 ・樹木治療  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
主要樹木の適正な維持管理を行う。 

◇指標・現況値・目標値 保存主要樹木の数：6 

公園緑地課 

 

 ● 歴史公園の整備（手賀沼文化拠点整備計画）【62101】 
根戸城址跡地や金塚古墳といった歴史的遺産と周辺の手賀沼沿い斜面林を一体的に保全し、歴史公園とし
て整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・整備時期の調整 
 

・基本計画策定 ・測量 
・基本・実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
公園としての計画決定に向け地権者の合意を得て、都市計画決定、用地取得、公園整備をする。 

◇指標・現況値・目標値 合意を得られた用地面積：2ha 

公園緑地課 

 

 ● 気象台記念公園の整備【62101】 
環境や歴史などの特徴を十分に踏まえながら、気象台記念公園を防災機能を有した公園として整備する。
また、採光性確保のため、公園北側樹林地で伐採・剪定を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・樹林地の樹木伐採 ・樹林地の樹木剪定  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
樹林地の樹木伐採・剪定を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 樹木伐採・剪定の実施率：100％ 

公園緑地課 
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 ● 公園のバリアフリー化推進【62101】 
老朽化した大規模公園の出入口や園路等のバリアフリー化を進め、安全で安心な公園とする。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・つくし野４号公園バリアフリー
化設計 

・湖北台中央公園バリアフリー化
工事 

・公園施設長寿命化計画の策定
（湖北台中央、つくし野４号） 

・つくし野４号公園バリアフリー
化工事 

・天王台西公園バリアフリー化設
計 

・公園施設長寿命化計画の策定
（天王台西） 

・天王台西公園バリアフリー化工
事 

・布佐南公園バリアフリー化設計 
・公園施設長寿命化計画の策定
（布佐南） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
快適に利用できるよう大規模公園のバリアフリー化を推進する。 

◇指標・現況値・目標値 バリアフリー化修繕工事完了公園数：8(H25)→11 

公園緑地課 

 

 ● 南新木沖田公園の整備（定住化促進プロジェクト）【62101】 
新木駅南側土地区画整理区域内の核となる近隣公園としてコンビネーション遊具を整備し、若い世代の定
住化を促進する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・コンビネーション遊具の整備   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
子どもから大人まで集い、くつろぎ、活発に動きまわれる場として整備する。 

◇指標・現況値・目標値 公園施設の整備率：100% 

公園緑地課 
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第二節 下水道整備の推進 

62201 下水道施設の整備と維持管理 
 社会資本総合整備計画の推進 下水道課 
 布佐地区の整備 下水道課 
 我孫子３丁目の整備 下水道課 
 排水設備の審査及び竣工検査 下水道課 
 汚水中継ポンプ場維持管理 下水道課 
 汚水管渠維持管理事業 下水道課 
 中峠台の整備 下水道課 
 総合地震対策事業 下水道課 
 湖北駅前の整備 下水道課 
 中峠の整備 下水道課 

★ 布佐駅南側地区の都市基盤整備（下水道） 下水道課 
★ 下ヶ戸地区の整備 下水道課 
★ 青山地区の流域下水道への接続事業 下水道課 

62202 下水道事業の健全経営の確保 
 水洗化の普及促進 下水道課 
 下水道排水設備指定工事店申請業務 下水道課 
 健全経営を優先した下水道計画の確立 下水道課 
 開発行為協議・区域外流入協議 下水道課 
 下水道事業受益者負担金の賦課徴収 下水道課 
 下水道使用料の賦課徴収業務 下水道課 
 予算・決算業務による経営分析 下水道課 
 公共下水道事業供用開始 下水道課 
 流域下水道建設負担金の調整協議 下水道課 
 流域下水道維持管理負担金の調整協議（含む放射能対策） 下水道課 
 消費税及び地方消費税の申告・納税 下水道課 

 



          
都市 

基盤 
    

 

69 

 

事業概要 

 ● 布佐駅南側地区の都市基盤整備（下水道）【62201】 
布佐駅南側地区の公共下水道管布設工事を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・下水道管布設工事 同左  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
区域内全域の供用開始を行う。 

◇指標・現況値・目標値 布佐駅南側地区の下水道管布設延長：2,830ｍ 

下水道課 

 

 ● 下ヶ戸地区の整備【62201】 
下ヶ戸地区の下水道整備を進め、良好な生活環境の形成を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・現地調査 ・関係機関との協議 ・基本設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
基本設計業務を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 基本設計の完了率：100％ 

下水道課 

 

 ● 青山地区の流域下水道への接続事業【62201】 
青山地区などの公共下水道を手賀沼北部第２幹線に接続し、現在稼働している青山汚水中継ポンプ場を廃
止する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・県との協議 ・実施設計 ・下水道接続工事 

・附帯工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
下水道接続工事に着手し、整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 下水道接続工事の進捗率：50％ 

下水道課 
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第三節 上水道の安定供給 

62301 安全な水の安定供給と環境負荷低減に向けた取り組み 
 専用水道・簡易専用水道・小規模水道の管理等指導事業 健康づくり支援課 
 浄水場施設の適正な保守と更新（電気計装保守点検及び修繕） 工務課 
 浄水場設備の適正な保守と更新（改良事業費・改良施設費） 工務課 
 浄水場設備運転及び維持管理業務委託 工務課 
 経年劣化水道管路の改良･耐震化 工務課 
 水質検査の的確な推進（水質管理業務） 工務課 
 開発行為等の事前協議（水道施設の設備拡充） 工務課 
 指定給水装置工事事業者の資格審査 工務課 
 給水装置工事申込事務（給水装置の適正な維持管理） 工務課 
 自己施行配水管路工事の許認可・指導 工務課 
 貯蔵品管理・水道メータ取替・メータ修繕業務（給水装置の適
正な維持管理） 

工務課 

 配水管路の新設・拡張整備 工務課 
 水道管路維持修繕による漏水量の削減 工務課 
 直結・増圧給水の普及促進 工務課 
 給水装置管理の適正化 工務課 
 管路情報管理システムデータ更新業務 工務課 
 漏水防止対策事業による漏水量の削減 工務課 
 浄水場施設の自家発電機の保守点検 工務課 
 浄水場耐震化対策事業 工務課 
 耐震型緊急用貯水槽の整備 工務課 
 浄水場維持管理業務 工務課 
 基幹水道管路の耐震化 工務課 
 水道管路更新・耐震化計画の策定 工務課 

 

62302 経営基盤の強化と利用者サービスの充実 
 事務機器・事務用品の管理 経営課 
 入札及び契約事業 経営課 
 出納管理事業 経営課 
 広報活動推進事業 経営課 
 文書管理・庶務事業 経営課 
 料金徴収事業 経営課 
 水道事業計画の進行管理 経営課 
 水道庁舎・財産等管理事業 経営課 
 水道局職員の人事管理 経営課 
 財務管理事業 経営課 
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第四節 都市排水施設の整備・充実 

62401 計画的な雨水排水施設等の整備と維持管理 
 布施地区の排水施設整備 道路課 

★ 布佐ポンプ場の築造 治水課 
★ 北新田堤外排水路の改修 治水課 

 根戸排水区の整備 治水課 
★ 若松地区排水ポンプの整備 治水課 

 市内ポンプ施設の点検業務 治水課 
 排水施設の浚渫事業 治水課 
 排水施設の草刈業務 治水課 
 法定外公共物（水路）の管理 治水課 
 管理用地境界の確定業務 治水課 
 排水施設維持補修工事 治水課 
 金谷排水機場ポンプの点検業務 治水課 

★ 我孫子駅北口浸水対策 治水課 
 緊急浸水対策事業 治水課 

★ 久寺家第１排水区の整備 治水課 
★ 天王台６丁目地区浸水対策 治水課 
★ 後田樋管の整備 治水課 

 

62402 雨水貯留タンク・浸透施設の普及促進 
 開発等への雨水流出抑制指導 治水課 
 雨水貯留タンク設置補助事業 治水課 
 雨水浸透施設の普及促進事業 治水課 

 

  



          
都市 
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事業概要 

 ● 布佐ポンプ場の築造【62401】 
布佐地区東側地区の浸水被害を緩和するため、北千葉排水機場に隣接する布佐北１号幹線南部幹線の合流
部の手賀川沿いに、雨水ポンプ場を建設する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・工事（機械・電気）（継続２年目） 
・附帯工事（外構・駐車場他） 
・家屋補償費算定・補償交渉 
・家屋補償 
・雨水幹線基本調査 

・道路復旧工事 
・雨水幹線基本設計 
・下水道事業計画変更 

・雨水幹線実施設計 
・現況測量 
・地質調査 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
雨水幹線の実施設計を完了する。 
 

◇指標・現況値・目標値 雨水幹線実施設計の進捗率：100％ 

治水課 

  

 ● 北新田堤外排水路の改修【62401】 
柴崎排水区の浸水被害を軽減するため、抜本的な雨水排除対策を行う必要があるため、第一段階として放
流先である利根川堤外地の排水路改修工事を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・水路改修工事      ・附帯工事 
・実施設計        ・用地取得（３期） 
・用地測量（３期）    ・嘱託登記 
・不動産鑑定       ・改良区清算 
・特別調査 

・水路改修工事 
・附帯工事 
・道路切回し工事 

・水路改修工事 
・附帯工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
排水路改修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 排水路改修工事の進捗率：100％ 

治水課 

 

 ● 若松地区排水ポンプの整備【62401】 
若松地区の沼側区域の浸水被害を軽減するため、千葉県の手賀沼湖岸堤整備計画にあわせて５年降雨確率
に対応できるよう、樋管整備やポンプ場の改修、バイパス管の布設を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・家屋事後調査（樋管） 
・家屋補償（樋管） 
・雨水管実施設計 
・試掘工事 

・バイパス管工事 
・バイパス管附帯工事 
・特別調査    
・家屋事前調査 
・支障物件移設工事 
・支障物件移設補償・負担金ほか 
 

・バイパス管工事 
・バイパス管附帯工事 
・道路排水工事 
・道路舗装本復旧   
・家屋調査・補償     
・特別調査 
・支障物件移設工事 
・支障物件移設補償・負担金ほか 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
バイパス管工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 バイパス管布設延長：690ｍ 

治水課 
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 ● 我孫子駅北口浸水対策【62401】 
我孫子４丁目地区の浸水被害を軽減するため、調整池を築造する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・測量・地質調査・実施設計 
・用地取得 ・不動産鑑定 
・試掘工事 

・調整池築造工事 ・附帯工事 
・水道管移設工事 ・家屋事前調査 
・支障物移転補償（ガス）・水道検査手数料 

・道路復旧工事 
・家屋事後調査 
・家屋補償  
・東電移設補償 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
調整池築造整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 事業の進捗率：0%（H25）→100％ 

治水課 

 

 ● 久寺家第１排水区の整備【62401】 
久寺家１丁目、２丁目地区の浸水被害を軽減するため、雨水排水施設の整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・雨水管布設工事 ・附帯工事 
・ガス移設補償  ・家屋事前調査 
・家屋事後調査  ・家屋補償 

・雨水管布設工事 ・附帯工事 
・支障物件移設工事（汚水） 
・道路復旧工事  ・家屋事前調査 
・特別調査 

・道路復旧工事 
・汚水管復旧工事 
・家屋事後調査 
・家屋補償 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
排水施設整備事業の工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

治水課 

 

 ● 天王台６丁目地区浸水対策【62401】 
天王台６丁目の浸水被害を軽減するため、雨水排水施設の整備を行うとともに雨水貯留タンク設置補助事
業の重点地区に定め、雨水貯留タンク設置を支援する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・雨水管布設工事 ・附帯工事 
・東電の電柱移設負担金  
・道路復旧費   ・実施設計 
・家屋事後調査  ・家屋補償 
・既設管撤去工事 
 

・雨水管布設工事 ・移設附帯工事 
・水道移設工事 ・汚水管移設工事 
・東電移設負担金 ・水道検査手数料 
・支障物移設補償費（ガス） 
・雨水貯留タンク設置補助金（重点地

区） 

・雨水管布設工事 
・移設附帯工事・水道移設工事 
・水道検査手数料 
・道路復旧工事・家屋事後調査 
・家屋補償 ・家屋事前調査 
・雨水貯留タンク設置補助金
（重点地区） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
雨水管布設工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 雨水管布設延長：20ｍ(H25)→100ｍ 

治水課 
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 ● 後田樋管の整備【62401】 
柴崎地区の浸水被害を軽減するため、国と協議を進めながら、後田樋管の整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・樋管工事実施設計委託 
・雨水幹線基本設計 

・国との協議 ・樋管工事委託（２カ所） 
・附帯工事 
・雨水幹線実施設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
雨水幹線実施設計を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 雨水幹線実施設計の進捗率：100％ 

治水課 
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第三章 総合的な交通環境の整備 

第一節 幹線道路網の整備 

63101 幹線道路網の見直し 
 幹線道路網に関する調査・検討 都市計画課 

 

63102 幹線道路の整備・改良 
★ 手賀沼公園・久寺家線の整備 交通課 
★ 下ヶ戸・中里線外１線の整備 交通課 

 布佐駅東口駅前広場の計画決定及び駅前線の検討 都市計画課 

 

事業概要 

 ● 手賀沼公園・久寺家線の整備【63102】 
都市計画道路手賀沼公園・久寺家線（全長１，２７０ｍ）の未整備区間５２０ｍの整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・不動産鑑定・登記他  ・用地取得 
・物件移転補償     ・物件調査・図面作成 
・支障物の撤去     ・歩道舗装工事など 

・移転補償 
・道路改良工事 
・支障物の撤去 

・道路改良工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
道路改良工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

交通課 

 

 ● 下ヶ戸・中里線外 1線の整備【63102】 
千葉県が進める都市計画道路根戸新田・布佐下線（３・５・１５号）の整備進捗に合わせて、都市計画道
路下ヶ戸・中里線（３・４・９号）の延長１７０ｍと、青山・日秀線（３・５・１０号）の延長５４０ｍ
を整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・都市計画変更決定 ・認可図書の作成 ・地形測量 

・路線測量 
・用地測量 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
測量（地形、路線、用地）を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 測量（地形、路線、用地）の進捗率：100％ 

交通課  
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第二節 生活道路の整備 

63201 計画的な生活道路の整備と適切な管理・維持補修 
 市道の認定、廃止及び用途廃止 道路課 

★ 市道２４－００３号線等（妻子原地先）の改良 道路課 
 道路用地の管理 道路課 
 開発行為の指導・道路用地の寄付帰属 道路課 
 放置車両の処理 道路課 
 法定外公共物の管理 道路課 

★ 街路灯の新設と維持管理 道路課 
 道路に関する相談への対応 道路課 

★ 道路の維持補修 道路課 
 道路パトロール 道路課 
 道路台帳の修正 道路課 
 道路境界の査定 道路課 
 道路情報の提供（台帳、確定図の閲覧） 道路課 
 道路環境の維持 道路課 
 道路の維持管理作業（土木センター） 道路課 
 道路管理瑕疵の処理（訟務） 道路課 
 我孫子駅北口タクシー待機場所の管理 道路課 
 占用台帳システムの充実 道路課 
 車両制限の許可 道路課 
 道路占用の許可、調整 道路課 
 道路用地内における土木工事の施工許可 道路課 

★ 橋梁の長寿命化 道路課 
★ 湖北小学校入口交差点改良 道路課 
★ 高野山新田交差点改良 道路課 
★ 市道２１－０３９号線（高野山地先）道路整備 道路課 
★ 市道３２－０２７号線（下ヶ戸地区）の拡幅 道路課 
★ 市道００－１２７号線（中峠地区）道路整備 道路課 
★ 下新木踏切道の改良 交通課 

 狭あい道路の拡幅指導と支援 建築住宅課 
 

63202 道路空間の魅力化の推進 
 道路愛称の定着化 道路課 
 街路樹の維持管理事業 道路課 
 道路環境美化の活動支援（アダプトプログラム） 道路課 
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事業概要 

 ● 市道２４－００３号線等（妻子原地先）の改良【63201】 
国道６号と天王台駅北口方面を結ぶ市道２４－００３号線の拡幅整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・２４－００３号線整備手法の検討 
・路線測量 
・概略設計 

・２４－００３号線の整備手法の検討
に基づく対応 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
２４－００３号線拡幅整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 拡幅整備の進捗率：100％ 

道路課 

 

 ● 街路灯の新設と維持管理【63201】 
市が管理する街路灯について、老朽化した街路灯を優先的にＬＥＤ化するとともに、街路灯全体を計画的
にＬＥＤ化していく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・街路灯 LED 化設置工事(老朽化対応含む） 
・街路灯 LED化調査研究 

・街路灯 LED化設置工事(老朽化
対応含む） 

・調査研究を踏まえた対応 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
街路灯ＬＥＤ設置工事を計画的に進める。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：20％ 

道路課 

 

 ● 道路の維持補修【63201】 
市道００－０１２号線（青山台）と市道００－０２３号線（高野山新田）の舗装修繕工事を行う。また、
主な市道の路面性状調査と付属物の点検調査を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・舗装修繕工事（青山台、高野山新田） 
・路面性状調査 
・市道付属物点検調査 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
舗装修繕工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

道路課 
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 ● 橋梁の長寿命化【63201】 
市内にある１１７橋のうち、劣化や損傷の著しい箇所について順次修繕していく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・橋りょう補修工事（布湖１０号橋） 
・橋りょう補修設計（柴崎橋ほか） 

・橋りょう補修工事（柴崎橋ほか） 
・橋りょう補修設計（布湖１２号、

北新田５号） 

・橋りょう補修工事（我湖１
号橋ほか） 

・橋りょう補修設計（未定） 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
我湖 1号橋ほかの橋りょう補修工事を行う。 

◇指標・現況値・目標値 我湖１号橋ほかの橋りょう補修工事の進捗率：100％ 

道路課 

 

 ● 湖北小学校入口交差点改良【63201】 
安全な交通環境を図るため、感応式信号機設置に併せて、適正な交差点の形状について検討し、改良する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・用地買収 
・物件補償 
・改良工事 
・不動産鑑定・登記 
・補償算定 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
交差点改良工事を完了させる。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：0％(H25)→100％ 

道路課 

 

 ● 高野山新田交差点改良【63201】 
信号機設置が必要であるため、交差点の適正な形状を検討し、改良する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・千葉県公安委員会との協議 ・地権者交渉 

・用地買収 
・交差点改良工事 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
交差点改良工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

道路課 
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 ● 市道２１－０３９号線（高野山地先）道路整備【63201】 
平成１６年度から実施した高野山まちづくり事業で整備できなかった部分の道路整備を行い、高野山地区
の円滑な通行を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・地権者交渉 ・用地買収 

・道路整備 
 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
道路整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 道路整備延長：20ｍ 

道路課 

 

 ● 市道３２－０２７号線（下ヶ戸地区）の拡幅【63201】 
下ヶ戸地区の防災強化や良好な住環境を確保するため、狭あい道路の拡幅整備を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・用地取得 
・登記 

・拡幅工事  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
拡幅整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 拡幅整備延長：200ｍ 

道路課 

 

 ● 市道００－１２７号線（中峠地区）道路整備【63201】 
中峠地区の生活道路であり、通学路にもなっている市道００－１２７号線の整備を行い、通行上の安全を
図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・道路整備工事   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
道路整備工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 道路整備延長：95ｍ(H25)→300ｍ 

道路課 
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 ● 下新木踏切道の改良【63201】 
下新木踏切の拡幅整備を行い、利用者の安全と利便性の向上を図るとともに、新木地区南北の連絡を強化
する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・地権者交渉 
・JR整備協議 
・不動産鑑定登記 
・物件調査委託 
・用地買収等（債務負担） 

・地権者交渉 
・JR整備協議 
・不動産鑑定登記 
・物件調査委託 
・用地買収等（債務負担） 
・交付金要望 

・物件移転補償 
・用地取得 
・JR実施設計負担 
・道路整備工事設計 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
拡幅用地の取得を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 用地取得の進捗率：100％ 

交通課 

  



          
都市 

基盤 
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第三節 徒歩・自転車環境の整備 

63301 徒歩・自転車交通の安全性・快適性の確保 
 バリアフリー歩道改良 道路課 

★ 我孫子隧道の歩道改良 道路課 
 駅前広場の再整備 道路課 

★ 白山跨線人道橋の延伸と信号機の設置 道路課 
★ 放置自転車の撤去・保管・返還・処分の実施（保管所の移転） 交通課 

 

63302 自転車駐車場の利用促進 
 自転車駐車場の管理運営 交通課 

 

  



          
都市 

基盤 
    

 

82 

 

事業概要 

 ● 我孫子隧道の歩道改良【63301】 
歩行者と自転車利用者が安全で快適に通行できるよう、我孫子隧道の階段改修を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・整備手法の検討 ・整備手法の検討に基づいた対応

策の検討 
・対応策の実施 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
安全で快適に通行できるための階段改修を行う。 

◇指標・現況値・目標値 歩道改良完了率：100％ 

道路課 

 

 ● 白山跨線人道橋の延伸と信号機の設置【63301】 
国道３５６号の我孫子４丁目地先は、歩道幅員が狭く、カーブしていて見通しが悪く危険であることから、
地元住民と協議を行いながら、白山跨線人道橋の延伸整備や信号機の設置などの対応策を検討し、安全策
を講じていく。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・整備手法の検討 
・検討に基づく事業の実施 

・検討に基づく事業の実施  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
検討に基づく事業を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 検討に基づく事業の進捗率：100％ 

道路課 

 

 ● 放置自転車の撤去・保管・返還・処分の実施（保管所の移転）【63301】 
後田樋管の改修工事に伴い、後田放置自転車保管所を移転する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・移転工事設計 
・警備委託 
・放置自転車保管所撤去・移設工事 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
放置自転車保管所撤去・移設工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

交通課 

  



          
都市 

基盤 
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第四節 公共交通の利便性の向上 

63401 鉄道の輸送力の強化と利便性の向上 
 常磐線の利便化 企画課 
 成田線活性化推進協議会の活動 企画課 
 千葉県 JＲ線複線化等促進期成同盟の活動 企画課 
 成田空港活用協議会への参画 企画課 

 

63402 バスの輸送力と利便性の向上 
 事業者等の送迎バスの空席を活用した外出応援事業 交通課 
 公共交通機関（市民バス・タクシー）による利便性の向上 交通課 
 路線バスの超低床ノンステップバス導入等の支援事業 交通課 

★ 地域公共交通総合連携計画の推進 交通課 
★ シャトルバスの運行 交通課 

 

63403 駅施設のバリアフリー化の推進 
★ 各駅エレベーター・エスカレーター等の整備 交通課 

 各駅構内エレベーターの整備への支援 交通課 
★ 駅施設の維持管理 交通課 

 

  



          
都市 

基盤 
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事業概要 

 ● 地域公共交通総合連携計画の推進【63402】 
基幹公共交通（鉄道・路線バス）ネットワークを軸としたあびバス路線の再編と新規路線の検討を行う。
また、誰もが利用しやすい新たな公共交通の導入について検討する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・実証運行の実施（根戸ルート） 
・調査・研究委託 

・実証運行の実施（ルートは未定） 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
各路線の課題に対応した運行形態をとる。 

◇指標・現況値・目標値 あびバス路線数：5 

交通課 

 

 ● シャトルバスの運行【63402】 
成田線沿線地区の移動性（公共交通の充実）を向上させるため、シャトルバスの運行に向けて取り組みを
進める。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・シャトルバスの検討 同左 ・シャトルバスの実証運行 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
シャトルバスの実証運行を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 実証運行の実施率：100％ 

交通課 

 

 ● 各駅エレベーター・エスカレーター等の整備【63403】 
各駅エレベーター・エスカレーターを整備し、駅施設のバリアフリー化を推進することにより、移動の円
滑化を図り、誰もが利用しやすい駅にする。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・新木駅自由通路と南北エレベーター・エスカレー

ター、駅舎・構内エレベーター設置工事費負担 
・新木駅自転車駐車場用地賃借 

同左 ・新木駅南口自転車駐車場復旧工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
新木駅自由通路、エレベーター２基、エスカレーター２基、駅舎と構内エレベーターを供用開始する。 

◇指標・現況値・目標値 新木駅整備工事の進捗率：100％ 

交通課 

 



          
都市 

基盤 
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 ● 駅施設の維持管理【63403】 
駅のエレベーター・エスカレーターや自由通路の維持管理を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・湖北駅自由通路のメンテナンスデッキ修繕 
・湖北駅自由通路の鉄骨錆止め処理 
 

・湖北駅自由通路の雨漏
調査 

・湖北駅自由通路の雨漏
改修工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
雨漏改修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

交通課 

  



          
都市 

基盤 
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第五節 交通安全 

63501 交通安全の啓発 
 交通安全思想の普及 市民安全課 
 交通安全指導員の配置 市民安全課 

 

63502 安全な交通環境の整備 
 交通安全施設の整備 道路課 

 

  



          
都市 

基盤 
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第四章 良質な住宅供給の促進 

第一節 良質な住宅供給の促進 

64001 市営住宅の改善と効率的な供給 
 市営住宅使用料調定及び徴収事務 建築住宅課 
 市営住宅入居者管理業務 建築住宅課 
 市営住宅維持管理点検業務 建築住宅課 

★ 市営住宅の維持補修 建築住宅課 
 市営住宅都部団地の用途廃止 建築住宅課 
 市営住宅東我孫子電波障害対策用電柱共架施設の撤去 建築住宅課 

 

64002 住宅支援策の充実 
 マンション管理に関する支援事業 建築住宅課 
 住宅・不動産相談及び住宅情報提供業務 建築住宅課 
 我孫子市増改築等工事施工業者紹介制度 建築住宅課 

★ 若い世代の住宅取得支援（定住化促進プロジェクト） 建築住宅課 

 

事業概要 

 ● 市営住宅の維持補修【64001】 
我孫子市地域住宅計画（二期）に基づき、市営住宅の質的向上を図るため、老朽施設の改修やバリアフリ
ー化の推進、耐震性の確保などを行う。２６年度から、新たに布佐東部地区に建設した小規模改良住宅の
維持補修を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・改良住宅維持補修 
・改良住宅設備工事 

・根古屋団地１・２号棟改修工事 ・根古屋団地３・４号棟改修工事 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
入居者が快適で安心してくらせるよう、計画的に市営住宅を改修する。 

◇指標・現況値・目標値 根古屋団地の改修工事の進捗率：100％ 

建築住宅課 

 

 ● 若い世代の住宅取得支援（定住化促進プロジェクト）【64002】 
若い世代の市外からの転入や市内での定住化を促進するため、若い世代や子育て世代の住宅取得に対する
補助を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・住宅取得への補助 同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
制度が周知され定着する。 

◇指標・現況値・目標値 年間交付申請件数：200 

建築住宅課  



          
都市 

基盤 
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第五章 魅力あるまち並みの実現 

第一節 魅力あるまち並みの実現 

65001 誇りと愛着を感じさせる魅力あるまち並みの保全・育成 
 景観ポイント整備・誘導 都市計画課 
 景観形成情報発信・啓発事業 都市計画課 

★ あびバス景観マップの作成 都市計画課 
 

65002 地区の個性をいかし、調和のとれた優れた景観の創出 
 屋外広告物の許可申請事務 都市計画課 
 景観計画区域内行為の景観誘導 都市計画課 
 公共事業における景観誘導 都市計画課 

 

 

事業概要 

 ● あびバス景観マップの作成【65001】 
市民団体と共同で、あびバスルート沿いの景観マップを作成する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・あびバス景観マップの作成（栄・並
木・泉ルート、新木ルート） 

・あびバス景観マップの作成（布施ル
ート、根戸ルート） 

 

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
あびバス景観マップを５ルート分作成する。 

◇指標・現況値・目標値 景観マップルート数：1(H25)→5 

都市計画課 

 


