
海老川上流地区まちづくり説明会 

第２回 

船  橋  市 
Funabashi City 

1 

平成２９年２月 



船橋市 Funabashi City 

本日の説明会の流れ 

船橋市 Funabashi City 2 

１．アンケート調査の結果について 

２．概略事業計画の検討状況について 

４．事業実施に伴う課題について 

 第１回説明会とアンケート調査の結果についてご説明しま
す。 

 土地区画整理事業の概略的な事業計画の検討状況につい
てご説明します。 

３．今後の取り組みと予定について 

4-1 事業実施に伴う地権者のメリットとデメリット 
4-2 市街化区域編入に伴う税金の変化について 

５．来年度予算案について 
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１．アンケート調査の結果に
ついて 
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１－１） 第１回説明会の開催結果 

 説明会は、平成２８年９月２３日（金）～平成２８年１０月１
日（土）の期間で計６回開催し、１．当地区のまちづくりの
基本構想、２．意向調査の実施、３．今後の取り組みと予
定をご説明しました。 
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１回 開催日時：平成２８年９月２３日（金） 
           １９時～ 
    開催場所：市川市農業協同組合 船橋支店 
    参 加 者 ：地権者等 １８名 
 
２回 開催日時：平成２８年９月２４日（土） 
           １４時～ 
    開催場所：高根神明会館 
    参 加 者 ：地権者等 １４名 
 
３回 開催日時：平成２８年９月２５日（日） 
           １０時～ 
    開催場所：市川市農業協同組合 船橋支店 
    参 加 者 ：地権者等 ３５名 

４回 開催日時：平成２８年９月２５日（日） 
           １４時～ 
    開催場所：市川市農業協同組合 船橋支店 
    参 加 者 ：地権者等 １８名 
 
５回 開催日時：平成２８年１０月１日（土） 
           １０時～ 
    開催場所：船橋市役所 
    参 加 者 ：地権者等 ２２名 
 
６回 開催日時：平成２８年１０月１日（土） 
           １４時～ 
    開催場所：夏見東部自治会稲荷会館 
    参 加 者 ：地権者等 １８名 

１－１） 第１回説明会の開催結果 
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船橋市役所会場 市川市農業協同組合 船橋支店会場 

１－１） 第１回説明会の開催結果 

◯参加率 

◯開催風景 

説明会通知発送数 572 ※宛先不明による未発送者と未到達者を含まない（32人）

参 加 者 数 125

参 加 率 22%
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■説明会での質疑応答（１） 

１－１） 第１回説明会の開催結果 

分野 質問 回答 

これまでの経緯
に関すること  

有楽土地（現大成有楽不動
産）が失敗した理由はなにか。 

市の積極的な関与がなかったことや、当時、有楽土
地が費用の立替が困難になったことが挙げられる。 

現事業協力者（清水建設・福
岡都市技術（現日本都市技
術））で事業化できなかった理
由はなにか。 

現事業協力者が示した事業計画では、保留地処分
単価が低く、折り合いが付かなかったようである。 

事業協力者には、これからも
継続して協力してもらうのか。 

事業協力者は準備委員会が選定しているため、準
備委員会が判断するものである。 

事業手法・区域
に関すること  

組合施行ではなく、市として
の整備の予定はなかったの
か。 

組合施行は地権者の意向が反映されやすい。市は、
組合設立までの支援だけでなく、医療センターの
用地として保留地を取得するなど、資金面での支
援もしていく。 

事業自体をできるところから
やっていくことはできないのか。 

事業が認可されるまでは個別に手をつけることはで
きない。早く着手するために区域の縮小や段階的
な整備も検討していきたい。 

反対だから事業区域から外
すというのは不公平に感じる。 

反対されたから外すということではなく、意向調査の
結果や事業採算性などを総合的に検証する。また、
新駅の予定地など、外してしまうと事業にならない
ような箇所は外せない。 
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分野 質問 回答 

地権者の同意
（率）に関するこ
と 

これまで進めてきて、何がネックで
あったのか。 

当時、約78％の同意率に対し、市として
90％以上を求めていたことが挙げられる。 

今後、仮同意を取得するとのことだが、
平成21年の続きとして取得するのか。 

以前とは計画が違うため、一から仮同意を
取得する。 

土地利用計画
（ゾーニング素
案）に関すること 

農業ゾーンを設ける計画はないのか。 
そのような要望が多ければ今後検討してい
くことになる。 

沿道利用ゾーンについて、具体的な
商業施設などの計画があるのか。 

民間の業者からはたくさん問い合わせが来
ているが、現時点では何も決まっていない。 

換地・減歩・清
算金に関するこ
と  

自分の所有地が換地によって大幅に
移動することはあり得るのか。 

原位置での換地が原則となるが、事情によ
り移動する場合もあり得る。 

減歩がない家もあるのか。土地を譲れ
ない場合は清算金を払うのか。 

減歩か清算金のどちらかで負担してもらう
ことになる。 

平均減歩率を示す理由はなにか。 
土地の面積が平均してどのくらい減るかを
地権者に示し、事業の賛同を得ていきたい
と考えている。 

■説明会での質疑応答（２） 

１－１） 第１回説明会の開催結果 
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■説明会での質疑応答（３） 

１－１） 第１回説明会の開催結果 

分野 質問 回答 

医療センターに
関すること 

医療センターは移転の必要性が
あるのか。 

医療センターは内部の設備が老朽化しており、
使用している中での修理が困難なため建て替
えが必要になっている。 

区画整理が頓挫したとしても、この
場所に移転されるのか。 

区画整理が無くなれば、用地買収事業となる
ためここに移転されるかは分からない。 

新駅に関するこ
と 

駅ありきの事業だと思うが、設置さ
れない可能性もあるのか。 

市としては、駅は本地区のまちづくりに必要だ
と考えており、医療センターとともにまちづくり
の核とする予定である。 

駅の位置や出入りをどのように考
えているのか。 

駅の位置はまだ具体的には決まっていない。
今後、東葉高速鉄道と協議をしていく。 

海老川調節池
に関すること 

県の調節池の事業は確定してい
るのか。どのような計画なのか。 

県の事業は別事業であり、区画整理事業がな
くても整備される。施設内容については県と連
携していきたい。上部を公園や運動施設など
で使用することも想定される。 
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分野 質問 回答 

墓地に関するこ
と 

なぜ新駅予定地に墓地ができた
のか。 

市として、墓地の開発業者に相談に行ったが、
止めることができなかった。 

事業に着手した場合、墓地は移
転できるのか。 

事業に着手した場合、制度的には移転させる
ことも可能だが、これから方針を決めていきた
い。 

地権者への情
報提供に関す
ること 

説明会のやり方だが、もっと質疑
応答に時間を割いた方が良いと
思う。 

より良い方法での説明会になるよう、引き続き
検討したい。 

■説明会での質疑応答（４） 

分野 意見 

事業への好意
的な意見 

こういった事業はそれぞれ立場によって意見が変わると思う。市としてどうやって進
めていくかが大事だと思う。頑張って進めて欲しい。 

これまでもずっと説明会には出ている。今回の印象は、「いよいよ」というか、かなり
期待している。 

区域を縮小してでも進めていくというのは良い考えだと思う。 

１－１） 第１回説明会の開催結果 
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１－２） 地権者アンケートの実施結果 
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①アンケートの回収状況 

■アンケート（用紙）回収状況 ■アンケート回答状況（訪問時の回答者を含む） 

 アンケートは、海老川上流地区内の地権者の皆様572名（宛
先不明者等を除く）に発送し、427名の方から回答をいただ
きました。回収率は75％となっています。 

 アンケート調査の締め切り後、返信をいただけなかった地権
者の皆様を対象に、市の職員がご自宅を訪問し、アンケート
の内容について聞き取り調査を行いました。これを加えた回
答率は、87％となりました。 

１－２） 地権者アンケートの実施結果 

人数 割合

回　答 427人 75%

未回答 145人 25%

合計 572人 100%

人数 割合

回　答 500人 87%

未回答 72人 13%

合計 572人 100%
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②アンケートの結果の概要 

１－２） 地権者アンケートの実施結果 

あなたは海老川上流地区の現状（土地利用、自然環境、都市基盤、立地施設等）

を踏まえ、新たなまちづくりが必要だと思いますか。 

◆ 「必要だと思う」が  ％、「多少は必要だと思う」が  ％で、合わせると  ％が新たな

まちづくりが必要と回答していることになります。 

◆ 一方で、 ％が「必要だとは思わない」と回答しています。 

●新たなまちづくりの必要性 

選択項目 人数 割合

1 必要だと思う 253 59%

2 多少は必要だと思う 95 22%

3 必要だとは思わない 18 4%

4 わからない 49 12%

無回答 12 3%

合計 427 100%

必要だと思う
59%

多少は必要だ

と思う
22%

必要だとは思

わない
4%

わからない
12%

無回答
3%
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１－２） 地権者アンケートの実施結果 

基本構想（素案）のうち、「まちづくりコンセプト」についてどう思われます

か。 

◆ 「賛同する」が50％、「おおむね賛同するが、部分的に変更した方が良い」が25％で、

合わせると、75％が一定程度は賛同すると回答していることになります。 

◆ 一方で、6％は「賛同できない」と回答しています。 

●「まちづくりコンセプト」への賛否 

選択項目 人数 割合

1 賛同する 215 50%

2
おおむね賛同するが、部

分的に変更した方がよい 108 25%

3 賛同できない 23 6%

4 わからない 72 17%

無回答 9 2%

合計 427 100%

賛同する
50%

おおむね賛同する

が、部分的に変更し

た方がよい

25%

賛同できない

6%

わからない

17%

無回答

2%
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１－２） 地権者アンケートの実施結果 

「海老川上流地区まちづくり基本構想（素案）」をもとに、土地区画整理事業

を進めるにあたり、あなたの所有する土地が事業区域に入ることについてどう

思いますか。 

◆ 「新たなまちづくりの必要性」や「まちづくりコンセプトへの賛否」の集計結果に比べ
ると、事業区域に入ることへの賛同率は低くなっています。 

●所有地が事業区域に入ることへの賛否 

◆ 「所有地すべてについて賛同する」は43％、「一部の所有地に
ついては賛同するが、一部については賛同できない」が12％と

なっています。 

選択項目 人数 割合

1 185 43%

2 51 12%

3 56 13%

4 120 28%

15 4%

合計 427 100%

所有地すべてについて賛同する

一部の所有地については賛同する
が、一部については賛同できない

所有地すべてについて賛同できない

わからない 

無回答

所有地すべ

てについて

賛同する

43%

一部の所有地については賛

同するが、一部については

賛同できない
12%

所有地すべてについて

賛同できない
13%

わからない

28%

無回答

4%
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１－２） 地権者アンケートの実施結果 

  ●所有地の所在×事業区域に入ることへの賛否 

 土地所有者の事業区域編入への賛否の意向をそれぞれの所有地に反映し、
地区毎にその面積を集計しました。 

 夏見一丁目、五丁目は「すべてについて賛同できない」が他の地区よりも高くなっていま
す。 

 高根町は「すべてについて賛同」が73％となっており、他の地区と比べて最も高くなって
います。次いで東町も60％となっています。 

※本集計には、他の集計と異なり口頭での回答とアンケート未発送・未到
達分（未回収に集計）を含んでいます。 
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２．概略事業計画の検討状況
について 
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平成28年9～10月 説明会資料 

２－１） 検討の前提条件 
 本地区のまちづくりは、前回説明会でお示しした「海老川上

流地区まちづくり基本構想（素案）」を基に進めることを

前提とします。 

 まちづくりの核となる施設として、市立医療センター、新駅、
都市計画決定されている道路の整備を前提とします。 

 整備手法は市街化区域への編入を伴う土地区画整理事業、
実施主体は土地区画整理組合（地権者）を前提とします。 

 事業化にあたっては、地権者のみでの事業運営は技術的に
も資金的にも困難であることから、これまでと同様に、専門業
者の支援を受けることを前提とします。 

 事業区域（規模）は、平成８年に組合設立準備委員会によっ
て設定された区域を基本とし、縮小を含め区域を検討します。 

２－１） 検討の前提条件 

16 
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２－１－①） ふなばしメディカルタウン構想について 

① ふなばしメディカルタウン構想について  

１） まちづくりのコンセプト 
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２） ふなばしメディカルタウン構想の基本方針 

 気軽に運動できるウォーキ
ングロード・ジョギングロード
をネットワークし、まちに訪
れ、暮らすことで自然と健
康になれるまちづくり 

 健康遊具や運動ができる広
場を備えた公園を整備し、
住民が訪れ、コミュニティ活
動に参加し、家に閉じこもら
ずに社会参加することで
健康になれるまちづくり 住民参加できる広場 

健康遊具 

海老川のジョギングロード 

方針① ウォーキングコースや運動のできる公園等、 
  健康増進施設の整備 

２－１－①） ふなばしメディカルタウン構想について 
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 医療センターのほか、健康・医療・福祉のキーとなる機能の検討 

 民間活力を活かした施設の誘致と施設間の有機的な連携の検討 

方針② 医療・福祉関連施設の整備・誘致 

◯健康 

◯医療 

◯福祉 

市立医療センター 

２－１－①） ふなばしメディカルタウン構想について 
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方針③ ソフト施策の充実  

 事業実施後においても、本地区の
まちづくりのルールが住民の意思
によって継続的に発展することを

目指します。 

 住民同士が主体的に地域のコ
ミュニティ活動に参加し、交わ

り・つながることで町の発展を目指
します。 

消火訓練 

美化活動 

２－１－①） ふなばしメディカルタウン構想について 
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② 新駅の整備と費用負担について 

 市としては本地区のまちづくりに新駅の設置は
不可欠であると考えています。 

 整備費用については、請願駅となるため受益者負
担が原則となりますが、現在は市や開発利益の伴
う開発事業者の負担を中心に考えており、地
権者の皆様の負担は想定していません。（駅前

広場等の整備は除く） 

 駅舎の位置や仕様などについては、東葉高速鉄
道との協議により決定していきます。 

２－１－②） 新駅の整備と費用負担について 



船橋市 Funabashi City 22 

③ 市立医療センターの建替について 

２） 移転整備の必要性 

医療センターは、船橋市及び東葛南部保健医療圏における救急医

療と高度医療を担う地域の中核病院として、質の高い安全な医療を

提供してきましたが、給排水設備の老朽化や診療部門の狭隘化等

の施設的な制限により、現状の機能拡充や、新たな機能の設置が

できない状況です。 

 これにより、高度化する医療技術への対応や、医療の安全と安心の

確保が困難な面も出てきています。 

現状の課題を解決し、機能を継続しながら将来へ対応していくには、

現在の施設では限界があり、全面的な建て替えが必要です。 

増改築等による対応も考えられますが、現在の敷地のみでは十分
なスペースがなく、現実的には不可能であり、これらのことか

ら、移転による建て替えが最も望ましいとの結論に至っていま

す。 

  医療センターは、船橋市及び東葛南部保健医療圏における救急医療と高
度医療を担う地域の中核病院として、質の高い安全な医療を提供しています。 

１） 施設面での現状の課題 
 給排水設備の老朽化や診療部門の狭隘化等の施設的な制限により、

現状の機能拡充や、新たな医療機能の設置ができない。 
 これにより、高度化する医療技術への対応や、医療の安全と安心の確

保が困難な面が出てきている。 

新しい医療センターの 
移転整備に向けて 

  このため、現状の課題を解決し、現在担っている機能を継続しながら発展さ
せ、求められる将来像へ対応していくには、現在の施設では限界があり、全面
的な建て替えが必要です。 

 建て替えにあたっては、増改築等による対応も考えられますが、現在の敷地
のみでは十分なスペースがなく、現実的には不可能であることから、移転によ
る建て替えが最も望ましいとの結論に至りました。 

２－１－③） 市立医療センターの建替について 
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出典：新しい船橋市立医療センターの在り方に関する検討委員会報告書(H28.3船橋市立医療センターの在り方に関する検討委員会） 
   船橋市立医療センター建替基本構想（案）(H29.2船橋市） 
 

３） 新病院の目指す姿 

５） 移転の候補地 
 現在の医療センターは、ほぼ市域の中心部に位置しており、救命救急セ
ンターを有する病院としては、救急医療の関係を考慮し、移転候補地は、
現在の位置を中心とした周辺地域が望ましいものです。 

 現在検討されている移転候補地は、「海老川上流地区のまちづく
り」予定地内となっています。 

① 地域医療をリードする病院 

② 救急医療の充実 

③ 高度な医療サービスの提供 

④ 患者中心の医療の確立 

⑤ 災害に対応できる病院 

⑥ 教育・研修機能の充実 

⑦ 安定的な経営の確保 

⑧ 働くことに喜びと誇りを持てる病院 

４） 想定される施設の概要 
 病院施設⇒５００床規模（想定）   駐車場施設⇒９００台程度 

 救急ステーション             院内保育所・定員７０名（想定） 
 新病院の敷地面積としては40,000㎡以内を想定しておりますが、今

後「海老川上流地区のまちづくり」の進捗状況と整合を図りながら決定し
ていきます。 

２－１－③） 市立医療センターの建替について 
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２－２） 事業区域の設定 

 事業区域は、本地区の事業目的に合致す
るとともに、都市計画上の位置づけや事業
の円滑な施行の両面から設定することが必

要となります。 

 区域の設定にあたっては、事業目的、地権
者の合意形成の熟度、資金面での見通し
と事業期間、緊急性を考慮し、決定すること

になります。 

①事業区域の基本的な考え方 

２－２） 事業区域の設定 
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１）事業目的 

３）資金面での見通 
  しと事業期間 

２）合意形成の熟度 

４）緊急性 

• 地権者の事業への賛同率 

• 事業収支の見通しが適切 

• 地権者の理解が得られる資金計画（減歩率など） 
• 地権者に負担をかけない事業期間 

• 民間事業者が参画しやすい資金計画・事業期間 

• 市立医療センターと新駅開業スケジュールの担保 

• 海老川水系の治水安全度の向上（県事業を含む） 
• 個別開発の進行による、住宅と農地等が混在した土地利用の防止 

• 耕作放棄地の増加 

• 水とみどりに交わる・つながる「ふなばしメディカルタウン構想」を形
成 

• 市立医療センターを移転するとともに新駅を誘致 

• 計画的かつ面的な整備により、環境にやさしい・災害に強いまちづ
くり 

②海老川上流地区の事業区域検討の考え方 

２－２） 事業区域の設定 
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１） 事業目的 

２－２） 事業区域の設定 
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地区別の賛同状況 

（所有地ベース） 

夏見五丁目 
39% 

夏見七丁目 
（西） 
54% 

夏見七丁目（東） 
59% 

高根町 
75% 

米ヶ崎町（西） 
54% 

米ヶ崎町 
（東） 
42% 

東町 
70% 

市場二丁目 
42% 

飯山満町 
一丁目 
54% 

※ 土地所有者の事業への賛否の意向を所
有地に反映し、面積を集計 

※ 図の表記は「賛同」＋「一部賛同」の
合計 

※ 本集計には、他の集計と異なり口頭で
の回答とアンケート未発送・未到達分
（未回収に集計）を含んでいます。 

２） 地権者の合意形成の熟度 

夏見一丁目 
21% 

※ ブロック毎の区域
は、字界及び河川
や道路などの地
形・地物で設定し
たものです。 

２－２） 事業区域の設定 
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３） 資金面での見通しと事業期間 

事業収支や工程に影響のある要因 

• 新築家屋の増加 
 移転補償費（支出）の増大、

移転に伴う事業工程の長期化 

• 沿道の業務系土地利
用の増加 

 移転補償費（支出）
の増大、移転に伴う
事業工程の長期化 

• 軟弱地盤対策 
 液状化対策実施による支

出の増大と事業工程の長
期化、未実施の場合の収
入（保留地価格）の低下 

• 河川改修 
• 橋梁設置 
• 雨水調整池の整備 
 公共施設整備費の

増大、事業工程の
長期化 

• 船橋市による医療センター
の用地（保留地等）の取得 

 保留地売却先の確保による
収入の確実性が向上 

• 保留地売却の見通し 
• 国庫補助、助成金等の収

入の見通し 
 収入の確保による事業収

支の適正化、事業工程の
円滑化 

• 新駅誘致 
 新駅の位置・仕様等によ

る開業時期への影響 

２－２） 事業区域の設定 
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４） 緊急性 

• 新駅の誘致、地区拠点としての
インフラ整備 

 Ｈ３８年度目標 

• 戸建て住宅等の個別開発の急
速な進行による住宅と農地等
が混在した土地利用 

 良好な住環境への転換 

• 都市計画道路の整備 
 都市・交通ネットワー

クの早期形成 

• 道路沿いの個別開発の進行によ
る沿道サービス施設と農地等が
混在した土地利用 

 良好な市街地に転換 

• 海老川水系の治水対策 
 河川改修、防災対策 

• 市立医療センターの移転 
 早期開院（Ｈ３３年度着

工目標） 

• 耕作放棄地の増加 
 健全な土地利用に転換 
 営農地の集約・効率化 

２－２） 事業区域の設定 
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２－２） 事業区域の設定 

30 

③事業区域の検討状況 

Ｆ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 
Ｅ 

Ｈ 

Ｇ 

 事業区域は、ブロック毎に
各項目を評価します。 

 さらに、各ブロックを組み合
わせた場合の事業性につ
いて検証し、最終的な事業
区域を決定します。 

◎：適している ◯：やや適している ▲：やや適していない ×適していない 
注：本表は検討中のものです。                 （相対評価） 

○項目別の評価 

※ブロック毎の区域は、字界及び河川や道路など
の地形・地物で設定したものです。 

評価項目 Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック Ｅブロック Ｆブロック Ｇブロック Ｈブロック

事業目的 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

地権者の合意形成
の熟度

▲ ▲ ◯ ◯ ◎ ◯ ◎ ▲

事業期間及び資金
面での見通し

◯ ▲ ▲ ◯ ◎ ◯ ◯ ▲

緊急性 ◯ ◎ ▲ ◯ ◯ ◎ ◎ ◯
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④事業区域外となる場合について 

 計画的なまちづくりを進めるためには、本地区全域が事業
区域となることが望ましいと考えていますが、様々な要因
により、事業規模の縮小が必要となることが想定されま
す。 

 縮小した区域で事業が実施された場合、周辺地域は市街
化調整区域のまま個別開発が進み、住宅と資材置場・
作業場等が混在したまちになる恐れがあります。 

 このため、今回土地区画整理事業に含まれない区域に
ついては、関係機関との協議を踏まえながら、地権者の
皆様と共に将来を見据えたまちづくり手法の導入につ
いて検討していきます。 

１） 今後のまちづくり 

２－２） 事業区域の設定 
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 緊急性が高く、かつ
事業性の高い地区を
先行的に組合施行に
よる土地区画整理事
業により整備します。 

 事業区域が大きすぎ
ると、事業が長期に
わたるなど、事業を
進めるうえでのリス
クとなる場合があり
ます。 

 一定の規模に収める
ことで事業の健全化
を図ります。 

２） 想定される主な手法と適用のイメージ 

縮小した事業区域 

２－２） 事業区域の設定 
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２－２） 事業区域の設定 

公園 

雨水調整池 

 先行地区の整備の進捗と、他
の区域の状況を踏まえ、段階
的に組合施行による土地区画
整理事業を行うことが可能で
す。 

 区域の設定や土地利用計画・
公共施設の整備計画は、先行
地区の計画・整備状況を踏ま
えて検討します。 

区画整理による手法 

公園 

雨水調整池 

 土地区画整理事業を実施しない区域
は、必要なまちづくりを担保できる
地区計画の策定が可能です。 

 地区計画の策定によりまちづくりの
目標や最低限の道路や公園の整備、
土地利用の制限・緩和などを取り決
め、長期的にまちづくりを行います。 

 都市計画道路などは、必要に応じ街
路事業を活用する場合もあります。 

地区計画による手法 

２） 想定される主な手法と適用のイメージ 
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 現在、区域全体で事業を実施した場合の
概略事業計画（土地利用計画や資金計画
など）の検討を行っています。 

 全体での概略事業計画の検討結果をもとに、
事業区域の見直しを踏まえた概略事業計
画を作成します。 

次回説明会で地権者の皆様にお示しする

予定です。 

２－３） 現在の状況 

２－３） 現在の状況 



船橋市 Funabashi City 

３．今後の取り組みと予定に
ついて 

35 
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３－１） 直近の取り組みと予定 
 第２回説明会ではアンケート調査の結果や概略事業計画の

検討状況等についてご説明します。（今回） 
 意向調査の結果や関係機関との協議等を踏まえながら、概

略事業計画を検討・作成します。 
 平成29年6月頃には、第3回説明会を開催し、概略事業計画

をお示しする予定です。 

36 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

平成２９年度

・海老川上流地区まちづくり基本構想（素案）の説明
・区画整理事業のアンケート調査

・アンケート結果の説明
・概略事業計画の作成状況の説明

・概略事業計画の内容の説明
・概略事業計画のアンケート調査

項目
平成２８年度

概略事業計画の作成 説明会①

説明会②（今回）

説明会③

説
明
会
①

説
明
会
②

説
明
会
③

○第１回説明会からの変更点 
⇒概略事業計画の作成スケジュールを、Ｈ２９年度前半まで変更しています。
これに伴い、第３回の説明会も変更しています。 

３－１） 直近の取り組みと予定について 
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項目 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度

概略事業計画の策定

各種設計・調査
事業計画（素案）

事業計画（案）の策定
組合設立認可

事業施行

H２８年度

概略事業計画の作成

事業計画(案)の策定、本同意の取得

事業計画(素案)の策定

計画に対する意見聴取、

調査への協力

計画に対する意見聴取

組合設立準備委員会

に対する技術的援助

道路・公園・宅地の整備など

市

組合設立準備委員会

（地権者の皆様）

組合

修正

《事業区域の確定》

《仮同意》

《組合設立》

37 

※ 実線はそれぞれの項目について主体的に取り組む者を表しています。 

３－２） まちづくりの目標スケジュール 

○全体スケジュールは変更していません。 

３－２） まちづくりの目標スケジュール 
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３－３） 第３回説明会の予定 

３－３） 第３回説明会の予定 

 第３回の説明会では、主に概略事業計画
の説明を行う予定です。具体的な説明内
容は以下の項目を予定しています。 

① 事業区域 
② 土地利用計画 
③ 資金計画 
④ 地区全体の平均減歩率 
⑤ スケジュール 
⑥ 事業区域外となった地区のまちづく

り手法（事業区域を縮小した場合） 
⑦ アンケート調査 等 
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４．事業実施に伴う課題に
ついて 

39 
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４－１） 事業実施に伴う地権者のメリットとデメリット 

40 

メリット デメリット 

まちづくり 
 

• 安全性、防犯・防災性の向上 

• 既存コミュニティが維持できる 

• 町名地番が整理される 

• 地権者の意向が一定程度反映
できる 

• 他の地権者と歩調を合わせる必要が
ある 

• 事業資金の回収（保留地の売却）が
必要である 

土地・住まい 
 

• 敷地形状が整形になることで、
利用価値が高い土地になる 

• 全ての宅地が道路に接し、利用
価値が高い土地になる 

• 地権者個々が受ける受益の度
合いに応じて公平に負担するこ
とになるため、地区内が公平に
扱われる 

• 減歩により土地が減少する 

• 減歩ができない場合は、清算金を負
担する義務を負う 

• 必ずしも現在の位置がそのまま利用
できるとは限らない 

• 移転が必要となる場合がある。 

• 工事期間中は土地利用ができない 

資産・税金 • 敷地形状が整形になることで、
土地活用が行いやすくなり、資
産価値が向上する 

• 農地の相続税の納税猶予が継
続できる 

• 土地の資産価値が向上するため、固
定資産税などの税金が上がる 

４－１） 事業実施に伴う地権者のメリットとデメリット 
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４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 

 市街化区域に編入されると、 
①土地に係る「固定資産税」が上昇します。 

②土地・家屋に対し、新たに「都市計画税」が課税されます。 

 都市計画税は、下水道・道路・公園等の都市計画事業等に要する
費用に充てるための目的税で、固定資産税と併せて納めていただく
税金です。 

固定資産税 ＝ 課税標準額 × 税率　1.4％

①固定資産税と都市計画税 

４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 

都市計画税 ＝ 課税標準額 × 税率　0.3％

 固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋等の固定資産の所
有者から、その固定資産の価格をもとに算定される税額を納めてい
ただく税金です。 

 土地と家屋の価格は、３年ごとに見直すこととされ、これを「評価替
え」といいます。原則として、評価替えの翌年度及び翌々年度は価
格は据え置かれます。 
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 市街化区域に編入され、土地の評価額が上
昇しても、税負担が急激に上昇しないよう、
「負担調整措置」という仕組みがありま

す。 

 また、農地の場合、開発行為（土地区画整
理事業を含む）により宅地化される農地に
ついては、「固定資産税及び都市計画税
の納税義務の免除や減額の特例」の適用

があります。 

②税の急激な負担に対する諸制度 

42 

４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 



船橋市 Funabashi City 43 

Ｈ48 Ｈ32 Ｈ33 

○市街化区域編入に伴う税金の推移（イメージ）【土地区画整理事業実施前宅地⇒実施後宅地の場合】 

Ｈ34 Ｈ36 ～ Ｈ35 Ｈ37 Ｈ38 

評価替え 
【市街化区域】 【市街化調整区域】 

本来の税 

注・Ｈ33に市街化区域に編入された場合のイメージです。 
 ・本グラフはイメージであり、グラフの大きさは実際の税額と比例しません。 
 ・実際の税負担は、法令の改正、地価の動向、個別の土地利用状況等により異なります。 
 ・土地区画整理事業の減歩に伴う土地の面積減は考慮していません。 

実際の税 
①市街化区域への
編入に伴い、翌年
度より都市計画税
が課税 

②評価替えに伴い、
固定資産税・都市
計画税が上昇 

負担調整措置 
※ 

税
額 

固
定
資
産
税 

都
市
計
画
税 

※負担調整措置 
本来の税額に至るまで
緩和措置があります 

４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 
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Ｈ48 Ｈ32 Ｈ33 

○市街化区域編入に伴う税金の推移（イメージ） 
【土地区画整理事業実施前農地⇒実施後農地（いずれ宅地とする）の場合 】  

Ｈ34 Ｈ36 ～ Ｈ35 Ｈ37 Ｈ38 

評価替え 
【市街化調整区域】 

税
額 

【市街化区域】 

※１減免措置 
宅地化農地の固
定資産税及び都
市計画税は、原
則４年間の減免
措置 

本来の税 

実際の税 

①市街化区域への編入
に伴い、翌年度より都
市計画税が課税、また、
市街化区域内農地とし
て固定資産税が上昇 

負担調整措置 
※２ 

減免措置 
※１ 

注・Ｈ33に市街化区域に編入された場合のイメージです。 
 ・本グラフはイメージであり、グラフの大きさは実際の税額と比例しません。 
 ・実際の税負担は、法令の改正、地価の動向、個別の土地利用状況等により異なります。 
 ・土地区画整理事業の減歩に伴う土地の面積減は考慮していません。 

②評価替えに伴い、固定資産
税・都市計画税が上昇 

※２負担調整措置 
本来の税額に至る
まで緩和措置があ
ります 

固
定
資
産
税 

都
市
計
画
税 

４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 
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生産緑地地区の指定を
受けた場合、評価及び
課税は一般農地と同様
な取り扱いとなります。
（ただし、都市計画税
は新たに課税対象とな
ります。） 

Ｈ32 Ｈ33 

○市街化区域編入に伴う税金の推移（イメージ） 
 【土地区画整理事業実施前農地⇒実施後農地（生産緑地）の場合 】  

Ｈ34 ～ Ｈ35 

【市街化調整区域】 

税
額 

【市街化区域】 

本来の税 
（宅地並み評価） 

実際の税 
（農地評価） 

②市街化区域へ
の編入に伴い、
翌年度より都市
計画税が課税 

固定資産税 

都市計画税 

４－２） 市街化区域編入に伴う税金の変化について 

◯生産緑地制度とは 

 市街化区域内において農地を計画的に保全する制度で、所有者からの申出によ

り、一定の要件を満たす農地が指定されます。 

 生産緑地地区は、建築行為が規制され、指定後30年経過または、従事者の死亡

等の場合に限り、農地所有者が市長に対し買い取りを申し出ることができます。 

評価及び課税は
一般農地並みに 

①市街化区域編
入と同時に生産
緑地に指定 

注・Ｈ33に市街化区域に編入された場合のイメージです。 
 ・本グラフはイメージであり、グラフの大きさは実際の税額と比例しません。 
 ・実際の税負担は、法令の改正、地価の動向、個別の土地利用状況等により異なります。 
 ・土地区画整理事業の減歩に伴う土地の面積減は考慮していません。 
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５） 来年度予算案について 

平成29年度予算案の主な内容 

 事業計画（素案）策定及び仮同意取得支
援業務  

 測量・概略事業計画修正業務など 

 千葉大学の知見を活かしたメディカルタ
ウン構想の策定 

予算額  約1億5,400万円 

予算額   約4,500万円 

予算額      約200万円 


