
基本目標Ⅲ「経済の活性化と交流基盤の整備」 

政策分野４「活力ある交流拠点都市・基盤づくり」（本県の発展を次世代につなげていくため、成田国際空港や千葉港などの社会資本を生かし、成田国際空港都市や柏・流山地域、幕張新都心、かずさ地域の交流拠点都市の形成や、それらを結ぶ鉄道網・広域

幹線道路網の整備、物流政策などを進めます。また、高齢化社会や県民の環境や景観に関する意識の高まりに対応した、だれもが安心して快適に暮らせる質の高いまちづくりを進めます。） 

 
 
 

①交流拠点都市の形成 

目標：「成田国際空港都市」「柏・流山地域」「幕張新都心」「か

ずさ地域」について、それぞれの特色を生かした地域

の形成を進め、本県の交流拠点都市としての充実を図

ります。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

47,096,964 千円 目標を達成 １ 

決算見込額 目標を概ね達成 ３ 

45,958,101 千円 目標に届いていない － 

24 年度の取組（例） 

(1) 「幕張新都心」では、事業者に決定した「イオン」の事

業計画を踏まえ基盤整備工事を行いました。また、幕張ベ

イタウンでは、シーサイドデッキ整備工事や整地・公園等

の基盤整備工事を行いました。 

(2) 「成田国際空港都市」では、東京都心と成田・羽田両空

港を直結する「都心―空港・郊外直結鉄道プロジェクト」

について、国の検討に協力しました。また、東京圏内の各

都市と空港を連絡強化する重要な道路である北千葉道路

や、空港へアクセス強化のため、国県道の整備を進めまし

た。 

課題 
(1) 「幕張新都心」では、都市基盤の整備や大規模商業施設

の開業により、街の成熟度は高まっていますが、こうした

動きを都市としての競争力の向上につなげていくため、幕

張メッセ・地元自治体・地域が一体となった取組みを行っ

ていくことが必要です。 

(2) 成田・羽田両空港の一体的活用を推進し、首都圏の国際競

争力を維持・強化していく観点から、都心と成田・羽田両

空港間の更なるアクセス改善が必要です。 

今後の取組 
(1) 幕張メッセについては、施設の競争力を維持するための改

修工事や、積極的なイベント等の誘致を行います。また、

立地企業や大学などとも連携しながら、幕張新都心の魅力

を高めます。 

(2) 都心と成田・羽田両空港間の更なるアクセス改善に向け、

国の都心直結線プロジェクトの検討に協力するとともに、

鉄道アクセス改善及びリニアモーターカー構想について、

国への要望活動を行います。 

②交流基盤の強化 

目標：県民のくらしや物流を支える鉄道網、道路網、港湾を整備

し、利便性の向上を図り、交流を活発にさせます。 
総括：一部の進展にとどまっています  

当初予算額 主な取組 

33,691,812 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 － 

38,379,948 千円 目標に届いていない ３ 

24 年度の取組（例） 

(1) 経営の安定化や利用促進を図るため、東葉高速鉄道㈱など鉄道

事業者に対し出資等の必要な支援を行いました。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路等の高規格幹線

道路の整備を促進するとともに、こうした高規格幹線道路等の

整備効果を県内各地に波及させるため、銚子連絡道路等の地域

高規格道路や国道・県道の整備を進めました。 

課題 

(1) 東葉高速鉄道㈱は償還残高が膨大であることから、金利の動向

により経営状況が大きく左右されます。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道、東京外かく環状道路などの高規格幹

線道路等の整備については、引き続き地元市町村及び関係団体

との連携を図りながら、事業促進を国に働きかけていくことが

必要です。 

今後の取組 

(1) 東葉高速鉄道㈱については、第 2次支援策（平成 19～28 年度

における関係自治体による出資）を確実に実施するとともに、

国・県・市等で構成される「東葉高速自立支援委員会」にお

いて会社のあり方や支援のあり方等について検討します。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道等については、地元市町村及び関係

団体と連携を図りながら、事業促進を国に強く働きかけます。 

③県土の基盤の充実 

目標：安全かつ快適な都市の生活空間を創出し、高齢化する社会

資本の長寿命化を進め、さらに高速道路ネットワークの効

率的活用を図ります。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

49,847,842 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

38,184,350 千円 目標に届いていない － 

24 年度の取組（例） 

(1) 土地区画整理事業については、現在木更津市等において施行中

の７地区に対して国と共に補助金等の支援を行いました。ま

た、つくばエクスプレス沿線地域では、幹線道路の整備や駅周

辺街区などの整備を行いました。 

(2) 高速道路ネットワークの効率的活用を図るため、一体的で利用

しやすい料金体系の実現に向けたアクアラインの料金引下げ

の社会実験の効果・影響を検証しました。 

課題 

(1) 関係機関等との事業調整に時間を要したことにより、つくば

エクスプレス沿線地域の土地区画整理事業整備面積が目標値

を下回りました。 

(2) 料金引下げ社会実験により得られた効果を一過性のものに

しないために、恒久的な料金引下げが必要です。 

今後の取組 

(1) つくばエクスプレス沿線地域の進捗を図るため民間に委託す

る業務支援を活用するとともに、事業計画の見直しを検討す

るなど効率的に事業を進めます。 

(2) アクアラインの恒久的料金引下げについて、国に働きかけて

まいります。 

④人にやさしく美しいまちづくりの推進 

目標：県民のだれもが安心して快適に暮らすことができる、美しく

利便性の高いまちづくりを進めます。 
総括：概ね進展が図られています  

当初予算額 主な取組 

22,965,655 千円 目標を達成 ８ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

20,374,798 千円 目標に届いていない ３ 

24 年度の取組（例） 

(1) 県の景観施策の方向性を示すため策定した「千葉県良好な景観の

形成に関する基本方針」に基づき景観セミナーを実施したほか、

市町村が景観行政団体となって景観形成を推進できるよう「市町

村連絡会議」等を開催し、情報提供等の支援を行いました。 

(2) 鉄道駅エレベーター等の設置や超低床ノンステップバスの導入

について、市町村や事業者に対して補助を行い、公共交通機関の

バリアフリー化を促進しました。 

課題 

(1) 平成 24 年度末の景観行政団体市町村数は 21 市町であり、未移行

の市町村が多数（33 市町村）存在しています。 

(2) 鉄道駅エレベーターについては、国の基本方針における整備目標

が変更となり、設置基準がこれまでの 5,000 人以上の駅から

3,000 人以上の駅となり、達成目標年度が平成 32 年度に延長され

ています。 

今後の取組 

(1) 景観法が平成 16 年 6月に制定され、県内市町村の景観行政団体

への移行も徐々に進んでおりますが、未移行の市町村も多数存在

することから、引き続き市町村支援等の施策を実施するととも

に、住民等に対する普及啓発活動を行います。 

(2) 国が定めた基本方針による目標の達成に向けて、引き続き市町村

や事業者に対し補助を行いバリアフリー化を促進します。 

(施策④) 【２４年度のまとめ】 

政策分野４に掲げた４つの社会目標のうち「幕

張新都心活動人口」及び「景観行政団体市町村数」

については目標を達成しましたが、「県都 1 時間

構想達成率」については、目標に届きませんでし

た。「乗合バス車両の低床化の割合」ついては、

現時点で２４年度の実績値が出ていません。 

引続き、地元市町村や関係機関等との連携を密に取組の強化を図るなど、活力ある交流拠点都市・基

盤づくりに向けた取組を推進してまいります。 

当初予算額 153,602,273 千円 

決算見込額 142,897,197 千円 
進展が図られています １ 

概ね進展が図られています ２ 

一部の進展にとどまっています １ 
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≪「輝け！ちば元気プラン」３か年の総括（２２年度～２４年度）≫

３か年の総括

３年間の主な成果・課題・次期計画への反映 H22 H23 H24

①交流拠点都市の形成

【３年間の主な成果】
・成田新高速鉄道（成田スカイアクセス）開業による空港アクセスの利便性向上などにより、千葉ニュー
タウンの宅地処分がより促進されました。
【課題】
・平成25年度は圏央道の延伸があり、広域的な幹線道路ネットワークも着々と整備されつつあり、今後
は、これまで整備を進めてきた4つの交流拠点都市における成熟したまちづくりの効果を全県的な活
力の向上につなげる必要があります。
【次期計画への反映】
・成田空港の30万回化やアクアライン、圏央道などの幹線道路ネットワークを活用して人・物・財の流
動化を図り、県内各地域へ波及させ魅力ある地域づくりを進めます。

概ね
進展

概ね
進展

概ね
進展

②交流基盤の強化

【３年間の主な成果】
・圏央道や東京外かく環状道路などの高規格幹線道路や追加インターチェンジの整備促進、国道・県
道の供用（23km）、連続立体交差事業等の推進などの成果がありました。
【課題】
・鉄道やバスなどの公共交通網については、地域にとって必要な鉄道・バスの維持・確保とともに、県
民ニーズに合った効率的で利便性・安全性の高い整備が必要です。
・道路網については、本県の課題である半島性の解消などのためにも、さらなる広域的な幹線道路網
の整備・促進が必要です。
【次期計画への反映】
・鉄道については、鉄道網の充実強化に向けた検討を進めるとともに、通勤時の混雑緩和や駅のバリ
アフリー化の推進など、利便性・安全性の向上等に取り組みます。
・道路については、県内外の交流強化に向けて、アクアラインと一体となって、東西日本とつながる首
都圏の広域ネットワークを形成する圏央道や東京外かく環状道路、北千葉道路などの広域的な幹線
道路ネットワークの整備を促進します。

概ね
進展

概ね
進展

一部
進展

③県土の基盤の充実

【３年間の主な成果】
・アクアラインの通行料金の引下げのほか、酒々井インターチェンジや谷津船橋インターチェンジの本
体工事を進めたことなど成果がありました。
【課題】
・アクアラインを含む首都圏の高速道路について、ネットワークとしての機能が十分に発揮できるよう一
体的で利用しやすい料金体系が構築されることが必要です。
・都市部では深刻な交通渋滞が発生しており、地域間交流のための機能確保が課題となっています。
・社会資本整備の多くが、更新時期を迎えるにあたり、更新費等の増大が懸念されています。
【次期計画への反映】
・アクアラインの料金引下げ社会実験の効果をアピールするとともに、一体的で利用しやすい料金体
系が実現するよう国へ積極的に働きかけます。
・現在事業中の追加インターチェンジは着実に整備し、都市部では、鉄道の高架化や街路などの整
備を推進するとともに、県立都市公園の拡充や流域下水道の整備を推進します。
・社会資本の計画的な維持管理を進めます。

概ね
進展

概ね
進展

進展

④人にやさしく美しいまちづくり
の推進

【３年間の主な成果】
・県が管理する特定道路について、バリアフリー化により高齢者や障害者等の移動の円滑化が図ら
れ、無電柱化により都市景観や都市防災の向上が図られました。
【課題】
・今後、少子化高齢化が更に進展することが予測されており、高齢者等に配慮した住まい・まちづくり
の推進が一層求められています。
【次期計画への反映】
・公共交通機関のバリアフリー化については、市町村や事業者に対する効果的な補助を行い整備を
促進します。
・道路や建築物などの公共施設については、引き続きバリアフリー化やユニバーサルデザインの普及
を図ります。

進展 進展
概ね
進展

施策年度別評価結果

Ⅲ　経済の活性化と
交流基盤の整備

基本目標 政策分野 施策項目

４ 活力ある交流拠
点都市・基盤づくり

政策分野の総括（まとめ）

 　「活力ある交流拠点都市・基盤づ
くり」の政策分野は4つの柱で構成さ
れています。この3年間において、東
京湾アクアラインの料金引下げ社会
実験の実施・延長、圏央道の整備促
進、成田空港へのアクセスの利便性
向上などを進めてきました。特に圏
央道については、平成25年4月に東
金JCT～木更津IC間（42.9㎞）が供
用開始となり、本県内の約７割が開
通しました。これにより、料金引下げ
で交通量が大幅に増加したアクアラ
インと一体となって、本県経済活性
化のための基盤が強化されました。

　今後は、成田と羽田の二つの国際
空港を結ぶ圏央道や東京外かく環
状道路、北千葉道路などの広域的
な幹線道路ネットワークの整備を促
進するとともに、こうした幹線道路の
整備効果を県内各地へ波及させる
ため、幹線道路と各地域を結ぶ地域
高規格道路や国道、県道の整備を
進め、あわせて、各地域内での県民
の生活を支える鉄道、バスなど公共
交通網の充実・確保や、県道・市道
等の地域内交通についても充実を
図ります。

　また、「ストック型社会」への転換に
向け、老朽化する社会資本の適切
な更新・維持管理が求められている
ことから、事後的な修繕・更新から予
防的な修繕へと転換し、既存施設の
長寿命化を推進します。
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