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* 正会員  千葉県木更津区画整理事務所 (Chiba Prefectural Government)  

東京湾アクアラインの着岸地における都市開発の経緯と効果について 

－千葉県の新たな玄関口「かずさアクアシティ」を事例として－ 

The process and effect of the development in the arrival at a shore place of Tokyo Bay Aqua-Line  
－A case study of “Kazusa Aqua City” that is the new doorway of Chiba Prefecture－ 

小川 剛志* 
Takeshi Ogawa* 

"Tokyo Bay Aqua-Line" which connects Kawasaki and Kisarazu was opened for traffic on December 18, 1997. 
This road is a part of the highway network that is the frame of the city structure of the Tokyo metropolitan area. 
Chiba Prefecture planned the development of the new various functions city in the Kaneda area of Kisarazu city，to 
make use of the construction effects of Tokyo Bay Aqua-Line. This development brought various effects in this area.      

①Increase in population of about 1000 persons,②Increase in the visitor of about 8 million peoples/year,③Increase in 
employment of about 3000 persons, ④Decrease in transference of young generation. Once, this development was 
criticized with "the negative legacy of Chiba Prefecture." However, it has been continued, corresponding to change of 
economic conditions, without throwing away the original plan idea. It is important to change conditions of location, 
to utilize the local resources, and to continue having the passion to city planning. 
Keywords: Tokyo Bay Aqua-Line, Kazusa Aqua City, Urban development, Effect of the development 
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１．はじめに 

平成9年12月18日、東京湾を横断し神奈川県川崎市と千葉県

木更津市を結ぶ「東京湾アクアライン」が開通した。 

この道路は、単に東京湾両岸の神奈川県と千葉県を結ぶ機能だ

けではなく東京湾を囲む環状の道路として、また首都圏50km圏

の地域を連絡する「首都圏中央連絡自動車道」の一部として、首

都圏の都市構造の骨格となる３環状９放射の高速道路ネットワ

ークの一翼を担うものである。  

千葉県は、この東京湾アクアラインの効果を活かし、その着岸

地となる木更津市金田地区において、本県の「新たな玄関口」と

なる多機能型複合都市（かずさアクアシティ）の建設をすべく、

ＵＲ都市再生機構と木更津市の協力を得て、計画的な市街地開発

事業を行ってきたところである。     

本報告は、東京湾アクアラインの玄関口となる「かずさアクア

シティ」の概要とこれまでの経緯、現在の立地企業の状況と開発

の効果について報告を行うものである。

図－１「かずさアクアシティ」位置図 

２． 東京湾アクアラインについて 

２－１ 東京湾アクアラインの概要 

東京湾アクアラインは全長15.1km、片側2車線の自動車専用

道路で、首都圏における広域幹線道路網の一部として、東京湾周

辺地域等の交通の円滑化に寄与するとともに、圏内の諸機能を再

編成し、均衡ある発展を促すための重要な路線として計画された。 

道路の構造については、川崎浮島から木更津人工島の海ほたる

までの9.6km区間は、東京湾の大型船舶と羽田の航空機の航路の

関係からトンネル構造とし、海ほたるから木更津金田中島までの

4,4km区間は橋梁の構造となっている。 

通行料金は開通当初、普通車 4,000 円に設定、その後 3,000

円まで値下げしたが、交通量は2万台/日を割り込み低迷した。

そのため平成21年8月から社会実験を実施、普通車ETC料金を

800円に引き下げた結果、交通量は3万～4万台/日に増加した。

平成26年の高速料金の見直し後も料金800円を継続しており、

平成28年現在、4万5千から5万台/日の交通量となっている。 

 

図－２ 東京湾アクアラインとかずさアクアシティ 
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２－２ 東京湾アクアライン計画の経緯 

東京湾の開発構想は戦前からあったが、戦後、加納久朗千葉県

知事の「東京湾埋立構想(S33年)」や、産業計画会議が策定した

「NEO-TOKYO-PLAN(S34年)」、丹下健三氏の「東京計画1960(S36

年)など数多くの構想が発表された。そして、昭和36年に建設省

が東京湾環状道路及び横断道路の構想を打ち出した。 

昭和38年、首都圏の整備計画を所管する首都圏整備委員会に、

都市問題を検討する首都圏基本問題懇談会が設置され、交通問題

対策として東京環状道路(現首都圏中央連絡自動車道)を始めと

する３環状９放射ネットワークの提案がなされ、昭和43年には、

首都圏整備の指針となる第２次首都圏基本計画において、初めて

東京湾横断道路の位置付けがなされた。 

昭和41年、建設省により東京湾横断道路の具体的な調査が開

始され、その後、昭和51年には日本道路公団に調査が引き継が

れ、川崎と木更津を結ぶ横断道路のルート案が決定された。 

そして、昭和61年、「東京湾横断道路の建設に関する特別措置

法」が成立、具体的な建設及び管理を行う「東京湾横断道路株式

会社」が設立された。その後、横断道路の詳細設計や環境アセス

メント、漁業補償等を経て、平成元年5月に建設工事が開始され、

8年後の平成9年12月18日に開通を迎えた。そして、名称も親

しみやすいものとするため「東京湾アクアライン」に変更された。 

 

３．「かずさアクアシティ」の整備について 

３－１ 「かずさアクアシティ」の整備の目的 

千葉県は、東京湾アクアラインの整備による波及効果を的確に

受け止め、南房総地域の振興と発展に寄与することを目的として、

「千葉県の新たな玄関口」となる都市「かずさアクアシティ」を

計画し、その整備を開始した。 

街づくりの目標として、大型集客施設や商業・業務系施設など

の情報・交流機能の集積を図るとともに、周辺の自然環境と調和

し、快適でゆとりある暮らしが実現できる街を目指している。 

 

３－２ 「かずさアクアシティ」の概要 

「かずさアクアシティ」は、東京湾アクアラインの着岸地であ

る木更津市金田地区において、土地区画整理事業の手法により整

備が進められており、開発面積は約２６６ha、アクアライン連絡

道路を挟み西側の約１１０haを千葉県が、東側の約１５６haを

ＵＲ都市再生機構が施行を行っている。 

計画人口は西地区が約７，０００人、東地区が約１０,０００

人で、土地利用計画として全体の約２２％を道路・公園等の公共

施設、約３８％を住宅地、そして残りの約４０％を商業・業務系

用地としている。 

都市施設については、両地区を縦貫する道路として、中央部を

都市計画道路中野畑沢線（25m）、南側を金田１号線（18m）、そし

て北側を大型街区道路（12m）が配置されている。 

また、両地区の中央を南北に縦貫する道路として金田岩根線

（18m）と中島中野線（25m）があり、各地区内を循環する道路と

して西地区を金田２号線（18m）と４号線（18m）、東地区を３号

線（14m）が配置され、いずれも広い歩道付きで整備されている。 

公園・緑地については、近隣公園が３か所、街区公園が１３か

所、緑地が６か所となっている。特に東地区の近隣公園は東京湾

に面しており、アクアラインや東京の都心、スカイツリーなどが

見え、天候の良い日には、富士山の絶景を望むことができるもの

となっている。 

また、金田西地区には、既に幼稚園・小学校・中学校の教育施

設が整っており、広い歩道のある道路に囲まれ安全な通学環境が

確保できるよう設計されている。 

そして、鉄道のない金田地区において、新たな交通施設として

西地区にバスターミナルが設置されており、東京・横浜方面をは

じめ千葉県内の主要都市や羽田、成田空港へと高速バスが運行し

ており、東京湾アクアライン等の高速道路の整備を活かした高速

バスネットワークにより利便性がよくなっている。また、木更津

市においては、高速バスターミナルのハブ化を目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 現在の「かずさアクアシティ」の土地利用計画（変更後） 
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３－３ 「かずさアクアシティ」の開発の経緯 

 昭和61年に「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」が

国会で成立し、アクアラインの建設が具体化したことを受け、千

葉県は、着岸地である木更津市金田地区の周辺において都市開発

の検討を開始した。そして、平成3年3月、千葉県の総合計画で

ある「さわやかハートちば５か年計画」において、「横断道路着

岸地周辺への商業・業務・流通等高次都市機能の集積等、地域の

特性を活かした活力と魅力ある地域づくりを計画的に進める」と

し、初めて金田地区の開発について公式的な位置づけを行った。 

また、翌年の平成4年3月には、首都圏整備計画及び多極分散

型国土形成促進法に基づく「木更津業務核都市基本構想」を策定

し、その中で「東京湾横断道路の建設に伴い千葉県の新たな玄関

口となる金田地区などを業務・商業、居住等の複合機能拠点とし

て整備する」と位置づけるとともに、具体的な整備計画として「金

田・岩根・奈良輪地区都市整備構想」を策定した。 

平成5年9月、木更津市金田地区・岩根地区及び袖ヶ浦市奈良

輪地区・神納地区の約１９００ha の区域を対象とし「東京湾横

断道路着岸地周辺地域の都市整備に関する推進方針」が策定され、

集積を図る都市機能と整備すべき都市基盤についての基本的な

方針が定められた。その中でアクアラインの着岸地である金田地

区の西地区の約１１０haを千葉県が、東地区約１５６haを住宅

都市整備公団（現ＵＲ都市再生機構）が、土地区画整理事業の手

法により整備することが決定された。 

そして、平成10年1月、金田地区約２７６haについて市街化

区域への編入、用途地域・地区計画及び両地区の特定土地区画整

理事業に関する都市計画が決定され、同年10月に西地区が、平

成12年1月に東地区が、それぞれ建設大臣から土地区画整理事

業の事業認可を受け事業に着手した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 土地区画整理事業の見直し 

事業認可後、速やかに着手したものの、バブル崩壊後、長く景

気の低迷が続き、地価の下落など厳しい事業環境におかれたこと

から東西両地区とも抜本的な事業の見直しを余儀なくされた。 

そして、平成14年、千葉県では事業の中止も含めた事業存続

の検討がなされた。結果、事業は継続となり、県庁内に「土地利

用検討・推進委員会」が設置され、住宅から商業・業務へと土地

利用・街づくりの方向性の転換を図ることとし、平成20年6月

に土地区画整理事業の事業計画の変更を行った。 

同様に、東地区を施行するＵＲ都市再生機構においても、抜本

的な土地利用計画の見直しがなされ、平成19年1月に事業計画

の変更を行っている。 

 ≪主な事業計画の変更内容≫ 

① 土地利用計画の変更 

 変更前の計画では、住宅用地が全体の５２％、商業・業務施設

用地が２２％と戸建ての住宅供給がメインであったが、変更後は

住宅用地を全体の３８％とし１４％減少させた。一方、商業・業

務施設用地は１８％増やし全体の４０％として、区画を大型化し

企業等の誘致を図ることとした。 

② 公共施設計画の変更 

 公共施設については、土地利用の変更に伴い都市計画道等の配

置や幅員を見直すとともに、区画の大型化により細街路等を減少

させた。また、公園・緑地については、配置の変更はあったもの

の総面積の縮小は行わず、良好な環境の形成に努めた。 

 このように大幅に土地利用計画を見直し、事業計画の変更を行

ったが、「東京湾アクアライン着岸地に千葉県の新たな玄関口と

なる都市を建設する」という理念は何ら変わることなく、ここか

ら事業が再出発することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図－４ 変更前の土地利用計画 
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４．「かずさアクアシティ」への立地企業と開発の効果 

平成24年4月、東地区の街びらきが行われ、立地企業の第１

号として、三井アウトレットパーク（174店舗）が開業した。 

その後、ベイシア、カインズホーム、東京インテリア、ケイズ

デンキ、スポーツデポ、オートバックス等の大型の商業施設が

次々にオープンするとともに、マクドナルド、くら寿司、コメダ

珈琲、西松屋等の小規模な店舗もオープンした。さらに平成 26

年7月には三井アウトレットが店舗数を首都圏最大級（248店舗）

に拡張するなど商業立地が続いたことにより、これまでの金田地

区の半農半漁の農村というイメージは一変することとなった。 

特にコンビニエンスストアーは、開発前はわずか１店舗しかな

かったが、現在は４店舗に増え、さらに出店計画が進んでいる。 

また、昨年７月には、金田地区のランドマークとなる観覧車が

オープンするとともに、隣接地にグランピング施設もオープンす

るなど、新たなにレジャー施設も立地し始めている。 

ここで、本地区における企業進出の先駆けとなり、けん引役と

なった三井アウトレットパークの立地の主な要因を整理する。 

① 東京湾アクアラインの通行料金が８００円に下がり、料金

抵抗がなくなり東京・神奈川方面から来やすくなったこと。 

② 首都圏５０km圏内で、川崎までわずか１５ｋｍの位置に大

型商業施設が立地できる大規模な土地が確保できたこと。 

③ 南房総の観光施設等と組み合わせた新たな観光ルートを開

発することで集客力を強化できること。 

④ 立地場所の周辺で新たな市街地整備が進められており、地

域のイメージアップが期待できること。 

 次に、「かずさアクアシティ」の開発及び企業立地にともなう

主な効果を整理すると、以下のことがあげられる。 

① 人口の増加 約１０００人（東地区街びらき以降の増加） 

② 金田地区への来訪者の増加 約８００万人／年 

③ 雇用の増加 約３０００人（南房総地域の雇用の場） 

④ 転出人口の減少（若い世代の転出の減少） 

以上のように金田地区は、平成２１年の東京湾アクアライン通

行料金の値下げの効果により企業進出に拍車がかかり、物販、飲

食、そしてレジャー施設等の立地を誘発し、多くの来訪者を迎え

る地域となった。そして、それは雇用を生み出し、南房総地域の

新たな働く場となっている。また、これまで高校卒業後は都会へ

出てしまう地元の若者達を定着させるとともに、他の地域から若

い世代を金田地区に移住させる要因ともなっている。 

 

５．「かずさアクアシティ」の魅力 

かずさアクアシティは、東地区での企業や住宅の立地が先行し、

これから西地区において、企業や住宅等の立地が進められようと

している。今後の「かずさアクアシティ」の育成において、以下

のものが、主なまちの魅力としてあげられる。 

① 良好な交通利便性 

昨年６月に先導的な施設となる高速バスターミナルが西地区

にオープンした。ここから東京・新宿・品川・横浜・川崎駅の主

要駅をはじめ、羽田・成田空港へ高速バスが運行されている。 

特に東京駅へは所要時間約４０分で、通勤時間帯には３・４分

おきに高速バスが運行されるなど、通勤・通学の利便性は非常に

良くなっている。 

② 商業・レジャー施設等の集積による賑わいの創出 

既に立地しているアウトレットパーク等の大型商業施設やレ

ジャー施設などの集積、さらなる商業・業務施設等の立地により、

今後、まちの賑わいはさらに高まるものと予見される。 

③ 充実した都市施設・文教施設 

土地区画整理事業により計画的な市街地整備がなされ、道路・

公園・上下水等の都市施設をはじめ、幼稚園、小・中学校、コミ

ュニティセンター等の文教施設の整備・充実が図られている。 

④ 東京湾等の残された自然環境と美しい景観 

東京湾に広がる盤洲干潟や金田周辺の豊かな自然を体感する

ことができ、さらに富士山をはじめ東京都心部、横浜、そしてア

クアライン等の美しい景観を楽しむことができる。 

⑤ ゆとりある暮らし（良好な立地条件に比べ割安な地価） 

東京から近く好立地条件にありながら、現在の地価は約３万円

から約６万円／㎡台である。対岸の川崎市や大田区と比較しても

１／５から１／１０と割安であり、まとまった商業・業務用地や

広くゆとりのある住宅地を確保することが容易である。 

かずさアクアシティは、大型商業施設やレジャー施設等の立地

により賑わいを創出し始めている。そして、アクアラインによる

利便性を活かしながら東京湾や周辺部の自然環境と調和した街

づくりを行っている。そして、ここでの暮らし方を「金田スタイ

ル」と名付け、新たなゆとりあるライフスタイルを提案している。 

かつて、この金田開発は「千葉県の負の遺産」と揶揄された時

期もあった。しかし当初の「アクアラインを活かし千葉県の新た

な玄関口となる都市を建設する」という計画の理念を捨てること

なく、経済状況の変化に対応しながら事業を継続してきた。 

本開発事業の教訓として、「都市を創る」には、立地条件を変

えること、その地域の資源を活用すること、そして、街づくりへ

の情熱を持ち続けることが大切であると考える。 
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