
平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月

千 葉 県 袖 ケ 浦 市

社会資本総合整備計画（第2回変更）

袖ケ浦駅周辺地区の暮ら しやすい都市の実現



平成26年12月25日
1 袖ケ浦駅周辺地区の暮らしやすい都市の実現

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 袖ケ浦市

・土地区画整理区域内における商業、宅地の合計床面積を805㎡（H22）から11,832㎡（H27）に増加する
・袖ケ浦駅北側の一定地点から袖ケ浦駅までの徒歩によるアクセス時間を13分39秒（H22）から9分25秒(H27)に短縮する
・市民意識調査における防災、防犯、公園緑地に対する満足度を62.5％（H20）から65.7％（H27）に増加する。

（H22当初） （H25末） （H27末）
土地区画整理区域内における商業、宅地等の合計床面積

袖ケ浦駅北側の一定地点から袖ケ浦駅までの徒歩によるアクセス時間

市民意識調査における防災、防犯、公園緑地に対する満足度

Ａ1　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27
1-A-1 袖ケ浦市 直接 袖ケ浦駅周辺地区都市再生整備計画事業 袖ケ浦市 2,061

合計 2,061
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-B-1 鉄道 一般 袖ケ浦市 直接 1,136

合計 1,136

番号 備考

1-B-1 自由通路の整備と併せて駅舎の橋上化改修、バリアフリー化を行うことにより、駅南北を一体としたコンパクトで効率的な誰にもやさしいユニバーサルデザインの交通拠点の形成が図れる。

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1
合計 0

番号 備考

1-C-1
一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

袖ケ浦市 橋上駅舎整備事業 A=277㎡ 袖ケ浦市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

袖ケ浦市 道路等　180ha

Ｃ ０百万 効果促進事業費の割合 0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

62.50% 62.71% 65.70%

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ３，１９７百万 Ａ ２，０６１百万 Ｂ １，１３６百万

805㎡ 805㎡ 11,832㎡

13分39秒 13分39秒 9分25秒

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 備考当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

袖ケ浦駅周辺地区の交通結節性を高め、駅前市街地の利便性向上、駅南北分断解消、バリアフリー化による、暮らしやすい都市の実現を目指す。



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 袖ケ浦駅周辺地区の暮らしやすい都市の実現
計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 袖ケ浦市交付対象

1-A-1
袖ケ浦駅周辺地区
都市再生整備計画事業
（道路・区画整理等）

1-B-1
橋上駅舎整備事業

凡例

基幹事業
関連社会資本整備事業



都市再生整備計画（第2回変更）

袖ケ浦
そ で が う ら

駅
え き

周辺
しゅうへん

地区

千葉県　袖ケ浦
そ で が う ら

市

平成２６年１２月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 180 ha

平成 23 年度　～ 平成 27 年度 平成 23 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

㎡ 22（年度） 27（年度）

分・秒 22（年度） 27（年度）

％ 20（年度） 27（年度）住民満足度（アンケート）
市民意識調査における防災・防犯・公園緑地に対する
満足度

安全安心のまちづくりにより、地域住民の満足度が上昇する。 62.5（％） 65.7（％）

合計床面積 土地区画整理区域内における商業、宅地等の合計床面積
駅を中心とした市街地形成により、商業、宅地等の合計床面積が
増加する。

805㎡ 11,832㎡

袖ケ浦駅へのアクセス時間
袖ケ浦駅北側の一定地点から袖ケ浦駅までの徒歩による
平均移動時間

交通結節点の整備により、袖ケ浦駅までの移動時間を短縮する。 13分39秒 9分25秒

大目標：袖ケ浦駅周辺地区の交通結節性を高め、駅前市街地の利便性向上、駅南北分断解消、バリアフリー化による、暮らしやすい都市の実現を目指す。
　目標１：土地区画整理事業を実施し都市基盤整備及び宅地の利用増進を図るとともに、自由通路により駅南北の分断を解消し、南北を一体化させた効率的な市街地形成を図る。
　目標２：自由通路、駅前広場整備、土地区画整理事業等により、袖ケ浦駅へ特に駅北側からのアクセス性の向上を図る。
　目標３：自由通路等歩行者空間のバリアフリー化、防犯・防災対策・公園緑地整備により、誰にでもやさしい安全安心のまちづくりを推進する。

　袖ケ浦市は、首都圏近郊整備地帯の外縁部に位置し、東京都心から約40ｋｍの距離にある。臨海部は昭和40年代に始まった埋立造成の進展に伴い大規模工場が進出し、これを契機に内陸部の丘陵地においては、土地区画整理事業や民間宅地開
発事業等により住宅市街地が形成され、急激に人口が増加した。
　袖ケ浦駅周辺地区は、JR内房線袖ケ浦駅を中心として、駅の南側には土地区画整理事業による市街地が形成され、人口集中地区となっている他、市役所などの公共施設が集積している。駅の北側は平坦な低地となっており、駅直近の48.9haでは土
地区画整理事業を予定しており、その周辺には旧海岸線まで旧漁村集落が形成されている。
　平成9年の東京湾アクアラインの開通を受け、その着岸地であり、現在市街地整備が行われている木更津市金田地区と至近距離にあることから、同地区(金田西地区、金田東地区)とともに、東京湾アクアライン着岸地構想の一角を担い、組合土地区画
整理事業や自由通路の整備、駅舎の改修など、交通結節性を活かしたまちづくりが急務となっている。

・東京湾アクアライン着岸地構想において本地区の使命とされている交通結節性を活かした都市機能の集積が果たされていない。
・袖ケ浦駅には自由通路がなく、駅南北がＪＲ内房線で分断されており、また駅北側からの駅利用に不便を来たしている。
・袖ケ浦駅は1日当たりの乗車数が約4,000人の鉄道駅であるが、駅舎は大正元年の鉄道開業時の建築で老朽化が進んでおり、ホームに移動する際に階段を経る必要があり、高齢者・障害者・車椅子・ベビーカーの利用者等にとってバリアとなっている。
・駅北側の海側地区は市街化区域に編入されている

　都市計画マスタープランでは、ＪＲ内房線袖ケ浦駅周辺地区を地域の生活拠点として、商業・業務などの都市機能の充実を図るとともに、市役所の立地を活かすなど、人々の交流を促し、賑わいと魅力あるまちづくりを目指すとしている。
　また、高齢社会に備え、誰もが安全に楽しく豊かな市民生活が送れるよう、バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを推進するとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 千葉県 袖ケ浦
そでがうら

市 袖ケ浦
そでがうら

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区

計画期間 交付期間 27



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

　・交付期間中の円滑な事業推進と、目標に向けた効果を上げるため、各事業の横断的な協議・調整を図るとともに、進捗状況を検証し事業計画の適切な管理に努める。
　・袖ケ浦駅北口を経由する高速バス・路線バスの誘致を精力的に行う。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（駅を中心とした便利で効率的な市街地形成）
　・駅南北を一体化させた効率的な市街地形成を図るため、土地区画整理事業、自由通路整備等を行う。

【基幹事業】袖ケ浦駅海側土地区画整理、袖ケ浦駅自由通路整備、袖ケ浦駅北口自転車駐車場
整備、袖ケ浦駅北口シェルター整備
【関連事業】土地区画整理事業（特会）、公共下水道事業（雨水、汚水）、橋上駅舎整備事業、まち
開きイベント、地区計画策定

整備方針２（交通結節拠点の整備）
・広域幹線道路と鉄道との交通の結節性を高め、駅北側からのアクセスを改善するため、自由通路、駅前広場等を整備する。
・駅前広場には高速バス及び路線バスの停車機能を持たせる。

【基幹事業】袖ケ浦駅海側土地区画整理、袖ケ浦駅自由通路整備、袖ケ浦駅北口シェルター整
備、袖ケ浦駅北口自転車駐車場整備
【関連事業】土地区画整理事業（特会）、橋上駅舎整備事業

整備方針３（誰にでもやさしい安全安心のまちづくり）
　・誰にでもやさしい安全安心のまちづくりを推進するため、歩行者空間のバリアフリー化、防犯・防災対策、公園緑地整備を行う。

【基幹事業】袖ケ浦駅海側土地区画整理、袖ケ浦駅自由通路整備、袖ケ浦駅北口地域拠点広場
整備、耐震性貯水槽設置、街区公園整備
【関連事業】公共下水道事業（雨水、汚水）、橋上駅舎整備事業、防犯灯整備、地区計画策定



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

道路 袖ケ浦市 直 42m 23 27 23 27 1,203 1,203 1,203 0 1,203

道路（都市再構築戦略事業）

公園 袖ケ浦市 直 1,034㎡ 27 27 27 27 7 7 7 0 7

公園（都市再構築戦略事業）

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 袖ケ浦市 直 1,495㎡ 27 27 27 27 38 38 38 0 38

地域生活基盤施設 袖ケ浦市 直 200台分 26 26 26 26 23 23 23 0 23

地域生活基盤施設 袖ケ浦市 直 100立米、1基 24 24 24 24 17 17 17 0 17

高質空間形成施設 袖ケ浦市 直 5基 26 26 26 26 57 57 57 0 57

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設）

土地区画整理事業
袖ケ浦駅海側土
地区画整理組合

間 48.9hａ 23 27 23 27 716 716 716 0 716

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,061 2,061 2,061 0 2,061 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 2,061
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

袖ケ浦駅海側土
地区画整理組合

48.9ha ○ 23 27 1,685

袖ケ浦市 国土交通省 1,270m　220.5ha ○ 23 27 4,179

袖ケ浦市 国土交通省 48.9ha ○ 23 27 1,025

袖ケ浦市 国土交通省 A=277㎡ ○ 23 27 1,136

袖ケ浦市 ○ 25 27 10

組合 ○ 26 26 1

袖ケ浦市 ○ 24 24 0

合計 8,036

0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 2,061 交付限度額 824 国費率

街区公園(1箇所)

交付期間内事業期間
細項目

袖ケ浦駅自由通路

袖ケ浦駅海側土地区画整理
区域

袖ケ浦駅北口地域拠点広場

袖ケ浦駅北口

袖ケ浦駅北口耐震性貯水槽

袖ケ浦駅北口自転車駐車場

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

土地区画整理事業（特会）
袖ケ浦駅海側土地区画整理
区域

イベント まち開きイベント

公共下水道事業（雨水）

公共下水道事業（汚水）

橋上駅舎整備事業

防犯灯整備

奈良輪地区

奈良輪地区

袖ケ浦駅

袖ケ浦駅海側土地区画整理区

地区計画策定 袖ケ浦駅海側土地区画整理区



都市再生整備計画の区域

　袖ケ浦駅周辺地区（千葉県袖ケ浦市） 面積 180 ha 区域 奈良輪、奈良輪１～２丁目、坂戸市場の一部

袖ケ浦駅周辺地区

袖ケ浦市役所

国道１６号

ＪＲ内房線

中央図書館

市民会館

高速バスターミナル

保健センター

商工会館

教育センター 郵便局



＜整備方針概要図＞

袖ケ浦駅周辺地区（千葉県袖ケ浦市）整備方針概要図

目標

62.5％ (20年度)        →        65.7％ (27年度)住民満足度（アンケート）（％）

13分39秒 （22年度） →         9分25秒 (27年度)袖ケ浦駅へのアクセス時間（分・秒）

805㎡ （22年度） → 11,832㎡ (27年度)合計床面積（㎡）

代表的

な指標

袖ケ浦駅周辺地区の交通結節性を高め、駅前市街地の利
便性向上、駅南北分断解消、バリアフリー化により、暮らし
やすい都市の実現を目指す。

凡例

基幹事業

提案事業

関連事業

区画整理区域

計画区域

■基幹事業

公園

街区公園整備

■基幹事業

高質空間形成施設

駅北口シェルター整備

■基幹事業

土地区画整理事業

袖ケ浦駅海側土地区画整理

○関連事業

防犯灯整備

○関連事業

まち開きイベント

○関連事業

公共下水道事業（雨水・汚水）

■基幹事業

地域生活基盤施設

自転車駐車場整備

■基幹事業

地域生活基盤施設

・地域拠点広場整備

・耐震性貯水槽整備

■基幹事業
道路
袖ケ浦駅自由通路整備

自
由
通
路

駅
舎

○関連事業

橋上駅舎整備事業

○関連事業

土地区画整理事業（特計）

○関連事業
地区計画策定

自
由
通
路

駅
舎
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