
都市再生整備計画（第
だ い

２回
か い

変更
へ ん こ う

）

東
ひがし

幕張
ま く は り

地区
ち く

千葉
ち ば

県
け ん

　千葉
ち ば

市
し

平成２２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 26.4 ha

平成 21 年度　～ 平成 25 年度 平成 21 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

ha Ｈ２０ Ｈ２５

ｍ Ｈ２０ Ｈ２５

都道府県名 千葉県 千葉市
チバシ

東
ヒガシ

幕張
　マクハリ

地区
　チク

計画期間 交付期間 25

大目標：安全安心な生活環境の向上を図る
　　目標１：防災上危険な住宅地の解消
　　目標２：衛生環境の改善

要改善住宅区域の面積
東幕張土地区画整理事業の仮換地指定区域内において、
幅員４ｍ未満の道路により形成される要改善住宅地の区
域面積とする。農地は含めない。

防災上危険な住宅地の解消状況を確認できる。Ｈ３０年度までに
ゼロを目指しており、５年間の交付期間で２分の１の縮小を設定

3.69

　
○土地区画整理事業により建物移転が促進し、地区の一部で老朽建築物が減少し、また、日常生活に密接な道路も整備されたが、その他の地区内では、生活道路の殆どが狭隘道路で有り根幹的な道路整備が遅れており、かつ、地区内には老朽建築
物も多く不燃化も図られていないため、火災時に避難路が遮断され、延焼拡大の危険性の問題がある。

○土地区画整理事業により、地区の一部の街区整備が進んだことにより、当該地の下水道整備は進んだが、その他の地区内では、公共下水道が未整備であり、殆どが単独浄化槽対応であるため生活雑排水が道路側溝に接続されており衛生環境の改
善が必要である。

市民の日常生活の核となる地域拠点として、安全で快適な市街地形成を図る。
千葉市新総合ビジョン　　　　　良好な市街地環境の整備をするため、適切な都市機能と良好な住居環境を有する市街地の形成を図る。地域拠点は、市民の日常生活の核となる拠点をJR駅(幕張駅等)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 周辺等に設定し、身近な行政サービス機能など生活利便性の向上を図る。
整備・開発及び保全の方針　JR幕張駅北口に位置し、無秩序な市街化が進行した市街地で、駅前広場、公園等の公共施設整備の未整備な地区であるため、土地区画整理事業が実施されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後は駅前広場の整備を含め、効率的な土地利用を実現させ、良好な市街地形成を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

○本地区は、東京都心部から３０ｋｍ圏、千葉市中心部から７ｋｍ圏に位置し、JR総武線幕張駅北口に接するという立地条件であることから、市街化の動向が著しく、計画的な公共施設整備が図られないまま、畑地内を小規模住宅地により無秩序な市街
化が形成されきたスプロール市街地である。
○地域のまちづくりの機運が高まった昭和５５年にまちづくり基本調査を実施し、平成８年に土地区画整理事業の認可を受け整備に着手している。
○平成１６～２０年度にまちづくり交付金により、まちの課題であった広域避難地までの最短ルートの避難路が確保された。

目標値従前値

1.94

1,160生活雑排水路の延長
東幕張土地区画整理事業の仮換地指定区域内における生活雑
排水が流れる排水路延長とする。

悪臭や害虫の発生の危険もある生活雑排水路の延長を減らし影
響区域を縮小することで衛生環境の改善が確認できる。Ｈ３０年度
までにゼロを目指しており、５年間の交付期間で３割の減少を設定

1,650



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

方針に合致する主要な事業
整備方針（安全安心な生活環境の向上を図る）
　不燃化も図られていない老朽建築物が密修している防災上危険な住宅地の解消を図るため，土地区画整理事業を継続し住環境の改善を図る。なお、
関係権利者等に的確な情報を提供し、土地区画整理事業への理解をより一層得て事業の推進を図る。
　

土地区画整理事業（基幹事業／一般会計）
土地区画整理事業（関連事業／特別会計）
下水道事業

　地区の一部では、一期のまちづくり交付金により下水道整備が進み衛生環境が改善されたので、その他の地区内も継続し下水道整備の推進を図る。  地域創造支援事業（提案事業）

○　事業終了後の継続的なまちづくり活動

　　当地域では，住民のまちづくりへの関心が高く，街づくり推進部会が設置済である。継続的なまちづくりが実施される見込みが高い。

○　交付期間中の計画の管理について

　　・交付期間中に発生する問題等の処理や計画の改善のために，街づくり推進部会，まちづくりニュース等で毎年，事業の進捗や成果を広報する。
　　・モニタリングを事業中間時期に実施する。



交付対象事業等一覧表

（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 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 千葉市 直 26.1 H23 H25 H23 H25 80 80 80 80

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 千葉市 直 H16 H25 H21 H25 1,441 470 470 470

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促進事業

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 1,521 550 550 550 …A
提案事業

（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 事業費

千葉市 直 H17 H25 H21 H25 329 174 174 174

－

－

千葉市 直 － H23 H23 H23 H23 1 1 1 1

－

合計 330 175 175 175 …B
合計(A+B) 725

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
千葉市 国土交通省 ２６．１ｈａ ○ Ｈ8 H32 27,400

民間 国土交通省 ３基 ○ H21 H22 564

民間 総務省 １基 ○ H21 H22 185

千葉市 国土交通省 ２６．１ｈａ ○ H22 H32 56

合計 28,205

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 725 交付限度額 290 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

－

－

東幕張 0

－

－

東幕張 0

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

生活道路の下水道整備 東幕張 0

まちづくり活
動推進事業

専門家の派遣 東幕張 0

－

事業活用調
査

－

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

千葉市公共下水道事業 東幕張第2汚水、武石第3-2雨水

土地区画整理事業 東幕張

エレベータ等の整備 ＪＲ幕張駅

エレベータ等の整備 ＪＲ幕張駅


