
都心への好アクセスと

充実した子育て・教育環境で

子育て世代に選ばれるまち

袖ケ浦海浜公園

千葉県のほぼ中央、東京湾に面した袖ケ浦市は、

東京湾アクアラインの開通により都心へのアクセス

が大きく向上しました。自然豊かで、子育て・教育

に力を入れるまちとして人気が高まっています。

JR袖ケ浦駅
わんぱくクエストの旅

東京湾から見た袖ケ浦市

放課後児童クラブ

読書指導員を配置

04  月刊不動産 ｜ 2019.05 2019.05 ｜ 月刊不動産  05

今、注目のまち - Vol.1

［千葉県］

袖ケ浦市

巻頭特集 1

　少子高齢化により全国的に人口減少が問題となるなか、袖ケ浦市

の人口は、過去10年間で2,600人（４％）以上も増え、子育て世代を

中心に人口増加が続いています。東京湾アクアラインの開通により

都心へのアクセスが飛躍的に向上し、アクアライン高速バスを使え

ば、羽田空港へ最短22分、品川駅へ44分。そのほかにも、東京、新

宿、渋谷、横浜、川崎のターミナル駅へ直通バスが毎日多数運行し

ています。かつて同じルートを航路で結んでいたときは70分ほどの時

間がかかっていたのに、車で走ればわずか15分。隣接する木更津市

金田地区ではアウトレットモールなどの商業施設も充実。ETC割引で

通行料金が800円になってからは、急速に交通量も増えています。

　では、なぜ今、袖ケ浦市が若い子育て世代を中心に「選ばれるま

ち」として脚光を浴びているのでしょうか。その答えを探ると袖ケ浦市

の魅力が浮き彫りになってきます。

人口増加のまち、その魅力は？

豊かな財政力と子育て環境の整備

子どもの教育環境
にも力を入れている

から安心ね

　袖ケ浦市は臨海部の企業地区からの税収等を中心に、千葉

県内では浦安市、成田市に次ぐ第３位の財政力を誇ります。市

内臨海部には北袖、中袖、南袖の３地区があり、石油化学、エ

ネルギーなどで日本を代表する企業が立地しています。また、近

年は内陸部の「椎の森工業団地２期地区」で新たな企業の立

地が進んでおり、市の産業振興に寄与しています。

　袖ケ浦市では、こうした財政力を背景に子育て・教育環境を

充実させるための取組みを推進してきました。「子育て環境日本

一」を目指し、新規施設の開園などで保育定員をこの10年で約

２倍に増やしています。そのほかにも、放課後児童クラブ（学童

保育）の充実、中学３年生までの医療費助成、地域で子育てを

助け合うファミリーサポートセンターや子育て世代総合サポート

センターの設置など、さまざまな子育て支援を実施しています。

　教育面では、市内小中学校の耐震化工事はすでに終了し、

2019年夏には市内全小中学校にエアコンを整備予定です。

また、基礎学力向上支援教員、特別支援教員、読書指導員を

独自に配置。特に子どもたちが主体的に取り組む「調べる学

習」に力を入れており、「全国図書館を使った調べる学習コン

クール」（公益財団法人図書館振興財団主催）では19年連続

上位入賞作品数が日本一になるなどの成果をあげています。さ

らに、勉強だけでなく、自然を生かした体験学習にも力を入れ、

毎年「わんぱくクエスト」という５泊６日の野外泊を原則とした子

どもたちの冒険の旅も開催。子どもたちは、全行程を自らの足で

歩き、グループでの自炊や自然体験などの非日常的な経験を通

じて、自主性や忍耐力、協調性を養います。
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　JR袖ケ浦駅周辺では、子育て世代を引きつける開発も進んで

います。2014年に街びらきを行った「袖ケ浦駅海側特定土地

区画整理事業」では、JR袖ケ浦駅の海側部分の約49ヘクター

ル、計画人口3,700人の新たなまちづくりが始まっています。

　駅前のマンションや戸建てを中心とした分譲地が形成され、

現在は商業施設やビジネスホテルの建設も行われています。

まだ開発途中ながら、周辺住民はもちろん市外からの関心も

高く、駅前のマンションはすでに完売。2019年3月末の時点

ですでに1,900人を超える方たちが新しいまちでの暮らしを始

めています。市外からの転入者が約７割を占め、居住者の平

均年齢は約28歳（2018年２月時点）と、若い子育て世代を

中心に人気のまちです。

　そんな袖ケ浦の魅力を多くの方に知ってもらおうと、2018

年には都内や神奈川方面のアクアライン高速バスの発着駅

を中心に、シティプロモーション用のポスターを掲出。市民目線

でまちの魅力を紹介する特設サイト「そでがうらアンバサダー」

も開設しました。また、市内在住者に

市のスポットをご案内する「市内施

設見学バスツアー」などを実施して

います。

　都心への好アクセスや、充実した

子育て・教育環境など、知名度以上

に魅力がぎっしり詰まっている、それ

が袖ケ浦市だといえるでしょう。
取材協力：袖ケ浦市

　アクアラインにより都心への移動が楽になったことで、新た

な通勤手段として高速バスの路線が充実しました。起点となる

のは袖ケ浦ICのすぐ近くにある国道16号線沿いの袖ケ浦バ

スターミナル。周辺には多くの駐車場が整備され、利用者の多

くはパークアンドライド方式により都心へ向かいます。バスター

ミナルからは東京、品川、新宿、渋谷、羽田空港、川崎、横浜へ

のバスが朝夕の通勤時間帯を中心にひっきりなしに出ていま

す。たとえば朝７時台の品川行きなら、５～10分間隔で運行

し、最短44分で品川駅に到着。電車と違ってバスは必ず座る

ことができるうえ、ダイレクトに駅まで到着するためストレスがあ

りません。車内にはWi-Fi環境も整備されているため、ゆっくり

コーヒーを飲み、メールをチェックしながら通勤することも可能な

のです。

　空港へのアクセスが良好なのも袖ケ浦の特徴の１つ。羽田

空港へは高速バスで最短22分、成田空港には高速道路利用

により約１時間、今後圏央道が全線開通すればさらにアクセス

は向上します。出張の多いビジネスマン、国内・海外への旅行

好きな方にも袖ケ浦は便利な場所。日本を代表する２つの空

港を利用しやすく、都心にもアクセスしやすい立地が注目され

ているのです。

※支援制度の内容は、2019年3月現在の情報で、今後変更となる場合がございます。詳しくは、袖ケ浦市ホームページをご覧ください。

千葉県本部長
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バスによる都心通勤路線の充実

海側開発による若い世代の流入

袖ケ浦バスターミナル

市内施設見学バスツアーで訪れた「東京ドイツ村」

2019年3月撮影

2014年8月撮影

シティプロモーション用ポスター

袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業地区

　弊社はJR内房線長浦駅より徒歩７分のところにあり、袖ケ浦、長浦、姉ヶ崎の賃貸アパート、賃貸マンションの仲介、管理
業務を中心に営業しています。
　近年の不動産事情として特筆すべきことは、袖ケ浦駅の北側で区画整理が行われ、このエリアに大変注目が集まっている
点です。駅前のマンションの人気は高く、近 さ々らに２棟のマンション建設予定もあるほどです。商業施設は近隣の木更津市
金田のアウトレットモールが有名ですが、袖ケ浦もこれから駅前に大型商業施設の建設が予定されています。袖ケ浦市は、木
更津市のアウトレットモールとの相乗効果でますます発展していくことと思います。また、少し離れるとのどかな田園風景など、自
然が多いのも魅力です。田舎暮らしをしたい方にも人気があります。

　千葉県は工業、農業、漁業いずれも全国有数で、東京湾沿岸には日本が誇る企業群が軒を連
ねています。八街産の落花生が名産の１つで、伊勢エビの水揚げ量は日本一。また、県北西部は
東京のベッドタウン化で土地開発が進み、年々人口が増加しています。さらに成田国際空港は、
開港から40年が過ぎ、利用客も10億人を超えました。2020年の東京オリンピック・パラリンピック
では千葉県開催の種目もあり、多くの観光客をお迎えすることになります。多様な発展を続ける千
葉県に今後ともご注目ください。

駅北側の開発エリアが人気

石崎 俊之氏

高橋 正敏氏

Interview

株式会社アーバンホーム　代表取締役

袖ケ浦市に詳しい方にうかがいました

地方本部長からひとこと

袖ケ浦市の行政情報

株式会社アーバンホーム
千葉県袖ケ浦市長浦駅前２丁目３番地９
ＴＥＬ：0800-805-6589　ＦＡＸ：0438-63-9651
営業時間　9:00～18:00　定休日　火・水曜日

　離れて暮らしている高齢者と子等が、同居または近隣に居住するために、住宅
を新築・購入、増築、改築した場合、費用の２分の１（助成限度額30万円）を補
助します。

　近年の袖ケ浦駅海側の開発などにより若い世代が転
入しており、選ばれるまちとして人口増加が続いています。
また、袖ケ浦駅と長浦駅の駅舎と自由通路の改修工事に
より駅利用者の利便性が高まりました。なお、市政をわかり
やすく理解してもらうための「市政の見える化特設サイト」
（http://www.city.sodegaura.lg.jp/site/tokusetusite/）
も注目されています。

■支援制度 ■袖ケ浦市概要

世代間支え合い家族支援事業

　出産後４カ月までの母子で、支援が必要であるにもかかわらず、家族等周囲に
援助してくれる者がいない方は、市が委託した医療機関で、宿泊や日帰りによる
心身のケアや育児支援などが受けられます（利用料あり）。

産後ケア事業

面積：約95k㎡　人口：約6万3,700人
（2019年３月１日）

袖ケ浦市
Data

株式会社アーバンホーム
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金田のアウトレットモールが有名ですが、袖ケ浦もこれから駅前に大型商業施設の建設が予定されています。袖ケ浦市は、木
更津市のアウトレットモールとの相乗効果でますます発展していくことと思います。また、少し離れるとのどかな田園風景など、自
然が多いのも魅力です。田舎暮らしをしたい方にも人気があります。

　千葉県は工業、農業、漁業いずれも全国有数で、東京湾沿岸には日本が誇る企業群が軒を連
ねています。八街産の落花生が名産の１つで、伊勢エビの水揚げ量は日本一。また、県北西部は
東京のベッドタウン化で土地開発が進み、年々人口が増加しています。さらに成田国際空港は、
開港から40年が過ぎ、利用客も10億人を超えました。2020年の東京オリンピック・パラリンピック
では千葉県開催の種目もあり、多くの観光客をお迎えすることになります。多様な発展を続ける千
葉県に今後ともご注目ください。

駅北側の開発エリアが人気

石崎 俊之氏

高橋 正敏氏
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袖ケ浦市に詳しい方にうかがいました

地方本部長からひとこと

袖ケ浦市の行政情報

株式会社アーバンホーム
千葉県袖ケ浦市長浦駅前２丁目３番地９
ＴＥＬ：0800-805-6589　ＦＡＸ：0438-63-9651
営業時間　9:00～18:00　定休日　火・水曜日

　離れて暮らしている高齢者と子等が、同居または近隣に居住するために、住宅
を新築・購入、増築、改築した場合、費用の２分の１（助成限度額30万円）を補
助します。

　近年の袖ケ浦駅海側の開発などにより若い世代が転
入しており、選ばれるまちとして人口増加が続いています。
また、袖ケ浦駅と長浦駅の駅舎と自由通路の改修工事に
より駅利用者の利便性が高まりました。なお、市政をわかり
やすく理解してもらうための「市政の見える化特設サイト」
（http://www.city.sodegaura.lg.jp/site/tokusetusite/）
も注目されています。

■支援制度 ■袖ケ浦市概要

世代間支え合い家族支援事業

　出産後４カ月までの母子で、支援が必要であるにもかかわらず、家族等周囲に
援助してくれる者がいない方は、市が委託した医療機関で、宿泊や日帰りによる
心身のケアや育児支援などが受けられます（利用料あり）。

産後ケア事業

面積：約95k㎡　人口：約6万3,700人
（2019年３月１日）

袖ケ浦市
Data
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