
≪第４章≫目指すべき交通ネットワークの
考え方

この章では、公共交通サービス水準に基づき市
内を４つのエリアに区分するとともに、中長期的な
将来を見据え、各区分の方向性や交通ネットワーク、
交通結節点の考え方についてお話しします。

第4章 構成．. ．

１ エリア区分
２ 交通ネットワーク
３ 交通結節点
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 国土交通省による分析（時間的、空間的、総合アクセシビリティ指標）では、全国的には本
市内の公共交通は相対的に高いサービス水準にあると言えますが、市全体でみると最寄
りの鉄軌道までの距離が遠い、鉄道やバスの運行頻度が小さいなど、一部の地域で公共
交通へのアクセスが不便な地域があることが考えられます。
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（H29.3時…

総合的には全国
平均を上回る

【鉄道の空間的アクセシビリティ水準】
「鉄道路線長÷可住地面積」で算出

＝鉄道路線長が可住地に比して相対的に少ない？

サービス水準：高い

サービス水準：低い

【バスの時間的アクセシビリティ水準】
「バスの総走行キロ÷バス路線長」で算出
＝運行頻度が低い路線が多く存在？

１ エリア区分

 そこで、きめ細かな分析を行うため、「距離による利用しやすさ」と「時間による利用しや
すさ（アクセシビリティ指標：Ａ指標）」を活用し、市域を４分類し、本市における「公共交通
不便地域」の特定に着手しました。

条件１：距離の利用しやすさ（公共交通圏域）

１ エリア区分

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

面積
カバー率

人口
カバー率

人口
非カバー率

中央区 65.8% 92.0% 8.0%
花見川区 74.0% 86.2% 13.8%
稲毛区 86.2% 92.2% 7.8%
若葉区 54.7% 82.8% 17.2%
緑区 46.8% 79.8% 20.2%
美浜区 87.1% 97.8% 2.2%
合計 62.0% 88.8% 11.2%

区
鉄軌道駅800ｍ＋バス停300ｍ
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徒歩5分
（250m）

待ち15分
（2本/時間）

イメージ図イメージ図

①

②

徒歩17分
（850m）

待ち3分
（10本/時間）

※待ち時間は“期待値”のため
「運行本数/2」で算出

どちらも
アクセシビリティ指標は同じ

（20分）

どちらも
アクセシビリティ指標は同じ

（20分）

＜計算方法＞
アクセシビリティ指標（分）＝ 徒歩移動時間※1 ＋ 公共交通待ち時間※2

※１：徒歩の移動時間は50m/分と仮定して算出
※２：平均運行時間（14時間）÷運行本数（本／日）÷２

条件２：時間の利用しやすさ（アクセシビリティ指標：Ａ指標）

アクセシビリティ指標活用の手引きを参考に検討
（H26.6月国土技術政策総合研究所）

１ エリア区分

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

 各区分の条件、イメージは下記のとおりです。

１ エリア区分

 
48



面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

10,600 40.5% 759,600 78.2%

区分Ｃ

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

7,780 29.8％ 178,300 18.3％

区分Ｄ

区
分
Ｄ
は
特
に
公
共
交
通
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

困
難
（＝
公
共
交
通
不
便
地
域
）

１ エリア区分
区分Ａ 区分Ｂ

※企業等の大規模私有地であり、かつ、進入禁止など公共交通が通行できないエリアについては除外します

＜設定①＞

＜設定②＞

条件1 条件2

駅800ｍ内 ー

条件1 条件2

バス停300ｍ内 10分未満

＜設定①＞

条件1 条件2

制限なし 20分未満

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

2,890 11.0% 6,700 0.7%

＜設定①＞

条件1 条件2

駅・バス停圏域外
（駅800ｍ、バス停300ｍ以遠） 30分以上

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

4,890 18.7% 27,500 2.8％

＜設定①＞

＜設定②＞

条件1 条件2

制限なし 20～30分

条件1 条件2

バス停300ｍ内 20分以上

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

 ４区分は、路線バスの路線や運行本数が変更されると、即座に変わってしまいます。
 区分Ａ～Ｃでは既存交通の持続可能性を高めるため、「利用者目線での改善（環境整備、

利用促進等）」に取り組みます。
 そもそも公共交通へのアクセスが困難な区分Ｄでは、最適な資源配分を意識しつつ、

「移動手段の導入検討」に着手します。

１ エリア区分

区分Ｄ
0.7
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 区分Ａには、市民の78.2%、約759,600人の方が生活していると推定されます。
 利便性の高いエリアであり、常住人口も多いというポテンシャルを活かし、交通結節機能

強化による混雑緩和や快適性向上、案内情報の充実などに努めます。

区分Aの概要

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

10,600 40.5% 759,600 78.2%

１ エリア区分

＜設定①＞

＜設定②＞

条件1 条件2

駅800ｍ内 ー

条件1 条件2

バス停300ｍ内 10分未満

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

 区分Bには、市民の18.3%、約178,300人の方が生活していると推定されます。
 駅からは距離があるものの、高～中密度なバス路線が近傍に走っており、利便性は比較的

高い水準にあります。
 公共交通に関する認知度向上やバス待ち環境改善などを通じて利用を促し、運行頻度の

維持に努めます。

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

7,780 29.8％ 178,300 18.3％

区分Bの概要

１ エリア区分

＜設定①＞

条件1 条件2

制限なし 20分未満

電子地形図（国土地理院）を加工して作成
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 区分Ｃには、市民の2.8%、約27,500人の方が生活していると推定されます。
 近隣のバス路線の密度は低く、利便性は低い水準にあります。
 このエリアは路線廃止されれば、Ｄ区分（＝公共交通不便地域）になるので、積極的な利

用を呼びかけるとともに、交通事業者の協力を得ながら、移動手段の確保に努めます。

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

4,890 18.7% 27,500 2.8％

区分Cの概要

１ エリア区分

＜設定①＞

＜設定②＞

条件1 条件2

制限なし 20～30分

条件1 条件2

バス停300ｍ内 20分以上

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

面積(ha) 面積割合 人口(人) 人口割合

2,890 11.0% 6,700 0.7%

 区分Ｄ、本市の「公共交通不便地域」 ※では、市民の0.7%、約6,700人の方が生活してい
ると推定されます。

 これらの地域では、公共交通へのアクセスが困難なため、移動に関するニーズを確認しな
がら、地域の方々と共に、住民自らの暮らしや地域を今後も守っていけるよう、輸送資源
の活用や移動手段の導入など幅広く検討します。

※「交通不便（または空白）地域」は国・自治体等が法令・条例や補助要綱等で様々な定義を行っており、統一的な定義はありません。

※区分Dは、公共交通へのアクセスが困難な地域及び居住者を対象としているため、居住者がいない工業専用地域等は除外します。

１ エリア区分

区分Dの概要

＜設定①＞

条件1 条件2

駅・バス停圏域外
（駅800ｍ、バス停300ｍ以遠）

30分以上

電子地形図（国土地理院）を加工して作成
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２ 交通ネットワーク

東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成30年）を基に作成

※ 千葉市から発生するトリップ数と
千葉市を目的地とするトリップ数の和

 本市の移動実態は“市内から市内”の移動が最も多く、次いで“県内”、“県外”となっています。
 県内の移動（19％）は、葛南地域や印旛地域が多くなっています。
 また、県外の移動（１１％）のほとんどは東京都内を占めています。

２ 交通ネットワーク

東京都市圏パーソントリップ調査結果（平成30年）を基に作成

 市内では、区内移動が多くを占めています。
 一方、区間での移動については、中央区との行き来が顕著に見られます。

※ 千葉市から発生するトリップ数と
千葉市を目的地とするトリップ数の和

うち、区内移動は
約４８％
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２ 交通ネットワーク

図４-1 千葉市の公共交通ネットワーク図

 市内の現状の公共交通ネットワークでは、中心部から各方面へ路線が張り巡らされている
ことが確認できます。

 一方で、運行頻度は路線によってばらつきがあることが見受けられ、今後の人口減少の本
格化や社会情勢の変化等を踏まえると、市内すべての路線を維持していくことは困難な状
況と考えます。

電子地形図（国土地理院）を加工して作成

 若葉区泉地域コミュニティバスは、モノレールとの共通パスや乗継割引など様々な利用促
進策と運賃の見直しにより、全国的には相対的に高い収支率（約５０%）で推移しているも
のの、市は収支不足分として、約23,000千円（平成30年度決算）を補填しており、路線
を維持していくためには多くの金額が必要となることがわかります。

 さらに、コミュニティバスは定時定路線運行であるため、車両費や人件費など経費の大半
は固定費であり、利用者となり得る沿線の住民も減少傾向にあるため、市が負担している
補填額は増加傾向にあります。

２ 交通ネットワーク

【コラム】路線バスを維持していくには…（若葉区泉地域コミュニティバスの実情から）

実際の運賃収入

運賃収入

H30総事業費

千葉市が収支不足分を補填
約23,000千円

ここまで利用者を増やさないと
運賃収入だけでは賄えない

実際の利用者数
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２ 交通ネットワーク

 公共交通の特性を踏まえ、現状の市内の既存の交通ネットワークを概念化します。
 輸送力やモード毎に、“根幹軸”、“幹線軸”及び“支線軸”の3つで構成されており、今後の

社会情勢等を踏まえ、各軸の方向性を示すものとします。

現状のイメージ

輸送力 モード

根幹軸
大

小

鉄道・モノレール
バス（運行頻度：高）

幹線軸 バス（運行頻度：中）

支線軸 バス（運行頻度：低）

２ 交通ネットワーク
 交通ネットワークの各軸の方向性を示し、その方向性の実現に向けた施策を実施していくこ

とで、持続可能な交通ネットワークの構築を図ります。
 また、既存の交通ネットワークではカバーすることが困難な地域等においては、

“支え合い交通”を設定します。支え合い交通とは、地域住民が自ら守り育てる移動手段とし
て、行政や交通事業者等とともに協力して支え合うことにより、既存公共交通と調和して
地域の暮らしを支える交通です。

持続可能な交通ネットワーク（イメージ）

“支え合い交通”により、既存公共交通の活性化や交通モード間の切れ目のない移動
手段の確保を図ります。これに伴い、持続可能な交通ネットワークが構築されることで、
人口減少やマイカー利用の抑制等などの効果も期待されます。

輸送力 モード 方向性

根幹軸
大

小

鉄道・モノレール
バス（運行頻度：高）

快適性の向上

幹線軸 バス（運行頻度：中） 運行頻度の維持

支線軸 バス（運行頻度：低）
運行の維持・利用者
の実状等に応じた

運行の見直し

※支え合い交通は、市内を包括的に運行するものではなく、地域が主体となり、
地域の移動実態やニーズにあった持続可能な交通を検討するものです。“公共交通に期待される役割”を果たしなが

ら、市民の皆さんへ“公共交通のメリット”を
浸透させ、共に持続可能な交通ネットワーク
の実現を図ります。

モード

支え合い交通
グリーンスローモビリティ、デマンド交通、

その他多様な輸送資源（企業バス等）
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２ 交通ネットワーク

 “支え合い交通”は、既存の路線の維持が困難な地域や、公共交通へのアクセスが困難な地
域などにおいて、住民協働により、地域の状況に応じて導入検討を行います。

想定される支え合い交通

 デマンド交通など
 輸送資源の総動員※１

（企業の送迎間サービスなど）

想定される支え合い交通

 グリーンスローモビリティなど

※上記例は、支え合い交通が想定される地域の一例です。

例１：路線の維持が困難な地域、公共交通不便地域など

※１：移動手段の活用可能性が見込まれる輸送資源がある地域

例２：スポット的に公共交通へのアクセスが困難な地域、地域の回遊性向上を要する場所など
（⇒短距離運行を想定）

【支え合い交通の例】

２ 交通ネットワーク

福祉有償運送
一人では公共交通を利用
することが困難な移動制約
者に対して、個別輸送サー
ビスを提供する福祉輸送グリーンスローモビリティ

メリット
・環境への負荷が少ない
・狭い道路の通行も可能
・車内外の人とのコミュニケーション
がとりやすい
・地域運行が可能（住民が運転手）

デメリット
・低速であり距離の長い運行は適さ
ない
・雨風や寒暖への対策必要

電動キックボード

病院・商業施設等の
送迎サービス

メリット
・地域に潜在する輸送資源の活用に
より、効率的な運行が可能

デメリット
・目的地が固定のため、通院や買い
物以外の目的の場合の二次交通の
確保が必要
・関係者の協力体制の構築が必要

シェアサイクル

利用者を特定した運行

買物支援サービス
地域の高齢化などによる、
買い物困難者に対し、社会
福祉法人が「地域における
公益的な取組」として実施

地域を特定した運行

出典：国土交通省

出典：千葉市社会福祉協議会

出典：国土交通省

 “支え合い交通”の導入検討にあたっては、地域の状況を踏まえるとともに、多様な移動手
段を検討し、それぞれの移動手段の特性等も考慮し、地域にとって最適かつ持続可能な移
動手段の導入を考えます。（下記は一例）

 支え合い交通以外にも、公共交通の補完が期待
されるシェアサイクルのほか、電動キックボード
や次世代型パーソナルモビリティなども含め、
基本的に個人が所有する移動モードのシェア
サービスの導入についても検討も進めています。 次世代型パーソナルモビリティ

デマンド交通
メリット
・予約に応じた運行のため効率的
な運行が可能（予約型の場合）
・乗合輸送により、地域の外出機
会がまとまることで、曜日や時間
を限定した運行が可能

デメリット
・事前予約が必要（予約型の場合）
・乗合輸送のため、利用者が多い
場合は所要時間がかかる

出典：国土交通省
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３ 交通結節点

 交通結節点とは、鉄軌道、バス、タクシー、自動車、自転車のほか、今後の交通モードの変化に
も対応した、多様な交通手段間の接続が行われる場所を指し、本市においては鉄軌道駅と駅
前広場があります。

 高度経済成長期の転入増や第２次ベビーブームによる人口急増と都市の発展とともに、市内
の鉄軌道駅数は継続的に増加してきました。（1950年/昭和25年：16駅→現在：49駅）

 今後、人口減少が本格化する中、鉄軌道駅が継続的に増加することは考えにくい状況です。

※１日平均乗車人員は市内の各鉄軌道事業者の公表値から千葉市作成

高度経済成長期

？

？
1963(昭和38)年

国鉄千葉駅が現在地に移転

1988(昭和63)年
千葉都市モノレール

開業

1992(平成4)年
千葉急行千葉中央
～大森台駅開業
（現京成千原線）

1995(平成7)年
千葉都市モノレール

千葉みなと～千葉駅間開業

1986(昭和61)年
京葉線

西船橋駅～千葉みなと駅開業

３ 交通結節点

 交通結節点に求められる機能として、交通モード間の円滑な乗入れ・接続を行う「交通結節
機能」に加え、まちづくりと連携し、にぎわいのある空間を創出する「地域の拠点・にぎわい
機能」など、多岐にわたる機能を磨き上げていくことが重要です。

表４-１ 交通結節点の機能の概要

出典：国土交通省「交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン」を基に千葉市作成

区分 機能

交
通
機
能

交通結節機能

バス・タクシー等への乗降や乗降までの移動・待合、また、多様な交通
モードが一体となって機能するよう、交通モード間を円滑に接続するた
めの機能
（具体例：駅前広場整備、運行情報の案内など）

防
災
機
能

防災機能
交通結節点の交通機能を災害時においても確保するための機能
（具体例：帰宅困難者の一時滞在、災害時の代替輸送など）

交
流
等
機
能

地域の拠点・にぎわい機能
まちづくりと連携し、にぎわいのある空間を創出するための機能
（具体例：イベントの実施、にぎわい広場など）

サービス機能
交通結節点を利用する利用者の利便性向上に係る各種サービスの提供
を行うための機能
（具体例：購買施設、トイレなど）

景観機能
交通結節点として地域の顔にふさわしい景観の創出、また、訪れる人に
ゆとりや安らぎを与えるための機能
（具体例：特徴的な建物外観、緑地空間など）
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 本市の都市づくりの基本方針である「千葉市都市計画マスタープラン（以降、都市マス）」
においては、「首都圏の主要な拠点都市として、また、県都として広域的なネットワークの
拠点形成や大都市にふさわしい諸機能のバランスのとれた多心型の都市構造を構築す
るため、鉄軌道駅を中心とした拠点の育成・整備を図る」こととしています。

３ 交通結節点

※産業拠点は交通結節点（鉄軌道駅等）を持たないため、本計画の対象外とする

図４-2 将来都市構造図（都心・拠点）

３ 交通結節点
 都市マスに位置づけられた拠点にある主な鉄軌道駅の特性は下表のとおりです。

 “３都心（千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心）”及び路線バス、タクシー、自家用車への乗換の
いずれも多い“稲毛駅周辺”の４か所は、本市の交通結節点の中でも特に重要です。

 この４か所をはじめとした交通結節点の機能強化や改善は、都市の魅力向上に資する
ことから、鉄道事業者・道路管理者等とともに、引き続き、適宜取組を検討します。

※１…「乗降人員」はJR東日本（千城台駅は千葉都市モノレール）が公表している乗車人員×２で算出し、令和元年度の数値で統一。
※２…駅の端末手段は、東京都市圏パーソントリップ調査結果（H30）を基に、駅と出発地又は目的地の間の移動手段のことで、小数点第２位を四捨五入。 （千葉駅及び都賀駅は、JRとモノレールの駅を合算）
※３…推計利用者数（人）は、「乗降人員×端末手段割合（％）」から算出。十の位を四捨五入し、上位3駅を着色。

路線バス タクシー 自家用車 自転車等 徒歩 その他・不明 路線バス タクシー 自家用車

1 千葉都心 千葉駅 215,658
新千葉、登戸、中央、春日、長洲、弁天（中央区）、

作草部町（稲毛区）、加曽利町（若葉区）など
21.2% 0.1% 1.0% 4.2% 69.8% 3.7% 45,700 200 2,200

2 幕張新都心 海浜幕張駅 136,222
打瀬、幕張西、若葉（美浜区）、

幕張町、幕張本郷（花見川区）など
8.4% 0.1% 0.4% 7.4% 81.5% 2.2% 11,400 100 500

3 稲毛駅周辺 稲毛駅 99,932
稲毛、稲毛東、小仲台、穴川、小中台町、長沼町、

あやめ台、園生町（稲毛区）、高洲、髙浜（美浜区）など
31.9% 0.6% 3.5% 10.3% 51.6% 2.1% 31,900 600 3,500

4 蘇我副都心 蘇我駅 68,378 南町、今井、白旗、蘇我、宮崎、仁戸名、松ヶ丘町（中央区）など 12.3% 0.2% 2.8% 12.5% 69.4% 2.8% 8,400 100 1,900

5 幕張本郷駅周辺 幕張本郷駅 59,112
幕張町、幕張本郷（花見川区）、

打瀬、幕張西、若葉（美浜区）など 33.7% 0.4% 1.7% 7.8% 55.7% 0.7% 19,900 200 1,000

6 新検見川駅周辺 新検見川駅 45,406
花園、南花園、朝日ヶ丘、さつきが丘、

宮野木台（花見川区）、磯辺、真砂（美浜区）など 28.7% 0.4% 2.4% 11.4% 55.8% 1.3% 13,000 200 1,100

7 西千葉駅周辺 西千葉駅 44,000
轟町、作草部、作草部町（稲毛区）、

春日、松波、汐見丘町、登戸（中央区）など
6.2% 0.0% 0.9% 6.1% 85.2% 1.6% 2,700 0 400

8 稲毛海岸駅周辺 稲毛海岸駅 43,432 高洲、高浜、稲毛海岸、磯辺（美浜区）など 5.1% 1.0% 0.0% 15.6% 76.7% 1.6% 2,200 400 0

9 都賀駅周辺 都賀駅 42,168
都賀、西都賀、都賀の台、原町、若松町、

桜木（若葉区）など
12.1% 0.0% 6.3% 12.9% 68.7% 0.0% 5,800 0 2,700

10 鎌取駅周辺 鎌取駅 41,386
おゆみ野、鎌取町、おゆみ野中央、おゆみ野南、

大金沢町（緑区）、市原市など 21.4% 0.0% 8.4% 20.6% 48.5% 1.1% 8,900 0 3,500

11 幕張駅周辺 幕張駅 31,888
幕張町、幕張本郷（花見川区）、

打瀬、幕張西、若葉（美浜区）など 5.0% 0.0% 1.1% 10.3% 80.3% 3.3% 1,600 0 400

12 検見川浜駅周辺 検見川浜駅 31,270 磯辺、真砂（美浜区）など 5.7% 0.0% 0.8% 14.0% 77.3% 2.2% 1,800 0 300

13 土気駅周辺 土気駅 26,156
あすみが丘、あすみが丘東、大椎町、

土気町（緑区）など
13.9% 2.1% 10.5% 12.4% 60.8% 0.3% 3,600 500 2,700

14 浜野駅周辺 浜野駅 15,038
浜野町、村田町、塩田町（中央区）、

市原市など
0.0% 0.0% 10.0% 16.0% 74.0% 0.0% 0 0 1,500

15 誉田駅周辺 誉田駅 14,068 誉田町、高田町、大膳野町、越智町（緑区）など 9.6% 0.0% 16.8% 10.8% 60.1% 2.7% 1,400 0 2,400

16 千城台駅周辺 千城台駅 3,892
千城台東、千城台南、千城台西、千城台北、金親町、

御成台、高根町（若葉区）など
7.7% 0.0% 9.4% 10.8% 65.4% 6.7% 300 0 400

都市マス上の拠点 主要駅
1日あたり乗降人員

（R1）　※1
駅利用者の主な居住地等

駅の端末手段割合（％）　※2 端末手段毎の推計利用者数（人）※3
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■千葉駅利用者の特性
 徒歩での移動が約7割を占め、駅近傍から
の徒歩圏内の移動が多い
 バス利用者に着目すると、道場北や鶴沢町、
都町などの高頻度な路線の沿線が多く、若
葉区加曽利町周辺などからの利用も一定程
度確認できる
 割合は些少だが、県内の広いエリアからの
バス・マイカー等によるアクセスがある

■課題
 物理的なエリアの分断とバス乗り場や案内
等のわかりにくさ
 各方面への回遊性の向上・歩行環境改善
など

千葉都心

３ 交通結節点

■めざすべき都市構造（都市マスから抜粋）
広域交通ネットワークの結節点である立地特性を活かし、千葉自立都市圏の拠点地区を見据

えた中枢管理機能、商業・業務機能の一層の集積を進めるほか、居住機能や生活支援機能等の
多機能の導入により、土地利用の高度化を図ります。

千葉駅移動状況（全手段） 千葉駅移動状況（バスのみ）

※全手段とは、バス、タクシー、自家用車、
自転車、バイク、徒歩等を指します。

千葉都心

交通結節点としての機能強化に向けた取組

３ 交通結節点

北エリア

東エリア

西エリア

西口再開発事業 新千葉2・3地区再開発事業

B工区（令和2年4月完成）A工区（ 平成25年9月完成）

完了 完了

ウォーカブル推進
「居心地が良く歩
きたくなるまち
なか」の形成によ
る都市の再生を
図ります。

商業や居住機能等
を集積することで、
土地の合理的かつ
健全な高度利用と
都市機能の更新を
図ります。

東口再開発事業
県都千葉市の中心市街地への
玄関口の整備により、駅前の
活性化、市民等の利便性の向
上、良好な都市環境の形成を
図ります。

歴史的空間あるいは緑の
回廊として活用し、千葉
氏や千葉神社などによる
「千葉らしさ」を感じるま
ちづくりを進めます。

中央公園・通町公園の連結強化

千葉駅から中央公園方面に賑わいを誘引するため、
西銀座周辺区域における実態調査や課題検討など
により、再開発事業に向けた検討を促進します。

西銀座周辺の再開発

千葉公園の再整備

千葉公園の再整備を行い、千葉公園のさらなる魅
力向上や周辺地域の活性化を図ります。

千葉駅前などのバス停案内についてオープンデータ
化と連動し、よりわかりやすく時刻表等を表示するこ
とで、利用者の利便性向上を図ります。

バス案内掲示板の充実

JR千葉駅駅舎・
駅ビル建替え
平成28年11月開業

完了

出典：国土交通省
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３ 交通結節点

幕張新都心
■めざすべき都市構造（都市マスから抜粋）
JR海浜幕張駅と東関東自動車道ICに近接する立地特性を活かし、国際交流機能や国際的業

務機能をはじめ、先端成長産業の中枢業務機能、研究開発機能のほか、学術・商業・文化、ス
ポーツ・レクリエーション等の諸機能の一体的な集積を推進します。また、都市デザインに配慮
した利便性の高い住宅地の形成など、居住機能の強化を図ることにより職住近接の実現をめ
ざします。

■海浜幕張駅利用者の特性
 駅への発地 及び 駅からの着地の約9割が
駅近傍（中瀬、ひび野、打瀬、若葉など）
 端末手段のうち、徒歩が第１位で8割以上

■課題
 駅構内や駅前広場の混雑
 JR総武線との接続
 来街者の利便性や回遊性の向上 など
（地区内施設等でのイベント開催時には急激な
来街者の増加）

海浜幕張駅移動状況（全手段） 海浜幕張駅移動状況（バスのみ）

３ 交通結節点

幕張新都心

■幕張本郷駅利用者の特性
 市内のＪＲ駅で最も「端末手段：バス」の割合
が 高い（約33.7％）
 その発着地は中瀬、ひび野、打瀬、若葉など
の幕張新都心内であり、総武線沿線から幕張
新都心への“玄関口”となっている

 また、JR総武線との接続を課題の１つに掲げていることを踏まえ、アクセス性向上に取り組
みます。

 現在、幕張新都心への発着が多い既存駅の利用者特性は以下のとおりです。

■幕張駅利用者の特性
 駅周辺に次いで、幕張新都心との往来が多い
が、手段別でみると徒歩による移動が大半で
あり、端末手段：バスは些少

幕張本郷駅移動状況
（全手段）

幕張本郷駅移動状況
（バスのみ）

幕張駅移動状況
（全手段）

幕張駅移動状況
（バスのみ）
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幕張新都心

交通結節点としての機能強化に向けた取組

３ 交通結節点

幕張新都心の機能分担

幕張本郷駅

幕張駅

輸送力に優れた連節バスにより、
幕張本郷駅から幕張新都心への
円滑なアクセスを実現しています。

幕張豊砂駅（幕張新都心拡大地区新駅）

幕張豊砂駅の整備

幕張豊砂駅の整備によ
り、幕張新都心におけ
る都市機能の強化や交
通機能の分散化、来街
者の利便性や回遊性の
向上を図ります。

自動運転技術を活用した自動
運転バスやMaaSの実現によ
り、 鉄道駅を軸として、その
時々の交通事情等に応じたモ
ビリティサービスの選択を可
能とし、まちの回遊性向上を
図ります。

海浜幕張駅

ＪＲ海浜幕張駅の蘇
我方へ改札口を新設
により、交通結節機
能の強化や駅利用者
の流動が分散するこ
とで、利用者の利便
性向上を図ります。

JR東日本千葉支社提供

イメージパース
（現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合があります。 ）

新改札口の設置

未来技術を活用した新たな
モビリティサービスの検討

区画整理地区内及びその周辺
地域の公共交通の利便性を向
上するため、JR幕張駅北口に
駅前広場を整備します。

連節バス

改札口の混雑イメージ

イメージパース
（実際とは異なる場合があります。 ）

北口駅前広場整備

３ 交通結節点

蘇我副都心

■めざすべき都市構造（都市マスから抜粋）
蘇我副都心は、鉄道の結節点や広域幹線道路の沿道としての立地特性を活かし、臨海部にお

ける製鉄所跡地の土地利用転換を促進しながら、商業、業務、スポーツ・レクリエーションなど
の諸機能のほか居住機能の集積を図ります。また、蘇我駅周辺では、鉄道利用者の利便性を高
め交流機能を強化するため、交通結節性の改善を図ります。

■蘇我駅利用者の特性
 自転車での移動が約12%であり、4つの拠
点で最も高い
 バスの移動は大多数が中央区内発着であり、
内陸側の大網街道沿道や赤井町、大巌寺町、
花輪町などの地域が多い

■課題
 駅前広場周辺は路線バスやタクシー、一般車
の輻輳し、手狭な状態
 駅前広場に隣接する複数の民間建築物の老
朽化
 駅周辺の低未利用の解消 など蘇我駅移動状況（全手段） 蘇我駅移動状況（バスのみ）
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蘇我副都心

交通結節点としての機能強化に向けた取組

３ 交通結節点

 東口駅前広場の再整備として市街地再開発事業により 、 周

辺街区を一体的に再編し、路線バス、タクシー、一般車の
乗降場の配置を整理するとともに、乗降場へのアクセス
性の向上など、蘇我副都心の玄関口にふさわしい交通結節
点としての機能強化に向けた検討を進めます。

現状：バス一般車の輻輳

出典：国土交通省

市街地再開発事業イメージ

現状：民間建築物の老朽化

東口地区のまちづくり

３ 交通結節点

■めざすべき都市構造（都市マスから抜粋）
後背地に大規模な住宅地を抱えている本地区は、市内外の多くの人が交流する魅力ある拠

点として育成します。公共交通の利便性や生活利便性などの拠点機能を強化することにより、
生活圏域のコンパクト化や、まちなか居住の促進を図ります。

稲毛駅周辺地区

■稲毛駅利用者の特性
 バスでの移動が3割以上を占め、4つの拠点
で最も高い
 バス利用者の発着地としては、路線沿線が中
心であり、稲毛区内は長沼町、あやめ台、園
生町など、美浜区内は高洲、高浜などの広範
囲で利用されている

■課題
 駅前広場出入口の混雑による定時性の確保
 駅前広場内の歩道混雑（バス利用者と歩行者
の錯綜）
 一般車乗降場の飽和状態の解消 など

稲毛駅移動状況（全手段） 稲毛駅移動状況（バスのみ）
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稲毛駅周辺地区

交通結節点としての機能強化に向けた取組

３ 交通結節点

 稲毛駅は、駅の乗降者数や端末手段としてのバ
スの利用者が市内で多い駅であり、交通結節点
の混雑等が課題となっております。

 交通結節点としての課題を解消し、安心・安全
な拠点整備が重要です。

現状：バス利用者と歩行者の錯綜現状：バスと一般車との輻輳

 市街地再開発事業により、駅と再開発地域を結
ぶ動線を確保するとともに、にぎわい創出を推
進します。

 また、地区計画による土地利用転換を進め、駅
周辺に残された大規模遊休地を活用します。

 駅前広場の再整備として、市街地再開発事業により周辺街区を一体的
に再編し、路線バスの乗降場の配置整理や、円滑なバス動線・機
能的な駅前広場形状の確保（タクシーや一般車動線との分離
等）を行うとともに、歩行者空間の確保等の検討を進めます。

東口地区のまちづくり

出典：東京都

土地利用転換イメージ

その他の交通結節点

３ 交通結節点

 前述の４か所については、本市の交通結節点で特に重要であることから、課題解決に向けた
取組を実施していく一方、その他の市内の鉄軌道駅においても、交通結節機能の強化や改善
に向けた取組を、それぞれの課題や特性等を考慮し、適宜、検討していきます。

 交通結節機能の強化に関する取組の例として、パーク&ライドやサイクル&ライドのほか、
高速バスの利便性向上、また、モビリティ・ハブ（シェアサイクルなどのさまざまな交通モード
の乗り換え拠点）などによる、 各交通モード間の乗り換え機能の充実が考えられます。

 また、交通結節機能の充実として、高速バスの利便性向上や、モノレール沿線においては、
モノレールを活用した電力融通なども含めた、他の交通モードとの連携なども考えられます。

パーク&ライド サイクル&ライド

【参考例】

モビリティ・ハブ

出典：国土交通省「2040年、道路の景色が変わる」

 
62


