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第１３８回船橋市都市計画審議会  議 事 日 程 

 

令和２年１０月７日（水） 

午後２時０５分～午後４時３０分 

 

 

 

１  開   会 

 

２  定足数の報告及び会議の公開の説明 

 

３  配付資料の確認 

 

４  会長・副会長の選出 

 

５  議事録署名人の指名 

 

６  議題 

 

① 船橋都市計画道路の変更（付議） 

 

② ＪＲ南船橋駅南口地区のまちづくりについて（報告） 

                   

 ７  閉   会 
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＜ 議 題 一 覧 ＞ 

 

① 船橋都市計画道路の変更（付議） 

 

② ＪＲ南船橋駅南口地区のまちづくりについて（報告） 

     

＜ 審 議 結 果 ＞ 

 

① 船橋都市計画道路の変更（付議）について原案のとおり了承された。 

 

② ＪＲ南船橋駅南口地区のまちづくりについて報告があった。 
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〈 委員の出席状況 〉                                                    

 氏   名 職 業 ・ 役 職 等                 出欠 

市

議

会

議

員 

一

号

委

員 

浦田 秀夫   市 民 民 主 連 合 出席 

金沢 和子   日 本 共 産 党 出席 

〇木村 修  公 明 党 出席 

島田たいぞう   真 政 会 出席 

長野 春信  自 由 民 主 党 出席 

 
 
 
 

 

学

識

経

験

者 

 
 
 
 

 

二

号

委

員 

◎小嶋 勝衛 都市計画 (一般財団法人)建築・まちづくり協力研究所理事長 出席 

 篠田 好造 経 済 船橋商工会議所会頭 欠席 

 椿 奈緒美 建 築 
(一般社団法人)千葉県建築士会船橋支部 

幹事 
出席 

梛野 良明 公 園 中央大学研究開発機構 機構教授 出席 

 橋本 美芽 福 祉 
東 京 都 立 大 学  健 康 福 祉 学 部      

作業療法学科 准教授 
欠席 

 藤井 敬宏 交 通  日本大学理工学部教授 出席 

 本澤 規儀 まちづくり (一般財団法人)千葉県まちづくり公社常務理事 出席 

  松井 建二 経 営 経営コンサルタント 出席 

関
係
行
政
機
関 

三
号
委
員 

岡庭 一美  船橋市農業委員会会長 出席 

荒木 健一  千葉県葛南土木事務所長 出席 

本

市

の

住

民 

四

号

委

員 

  我妻 みと   船橋市生活学校運動推進協議会会長代行 出席 

  本木 次夫   船橋市自治会連合協議会会長 出席 

  佐藤 眞弘 公募委員 出席 

  高橋今日子 公募委員 出席 

 ◎会長  ○副会長    出席委員： １７名   欠席委員： ２名 

 

〈 傍 聴 人 〉  

 議案第１号   ２名 

報告      ２名 
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〈 出 席 者 〉 

＜ 建設局 ＞ 

鈴 木 建設局長 

 

＜ 都市計画部 ＞ 

髙 橋 都市計画部長 

 

（付議） 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

山 口 都市計画課長補佐 

笠 川 都市計画課主査 

川 野 都市計画課主事 

< 道路計画課 > 

佐 藤 道路計画課長 

九 條 道路計画課長補佐 

＜ 千葉県県土整備部 都市整備局 都市計画課 ＞ 

後 藤 都市計画課副課長 

中 西 都市計画課副主幹 

＜ 千葉県県土整備部 道路計画課 ＞ 

白 川 道路計画課副主幹 

 

（報告） 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

山 口 都市計画課長補佐 

笠 川 都市計画課主査 

森 内 都市計画課主査 

金 子 都市計画課主任主事 

 

＜ 事務局（都市計画部都市政策課）＞ 

杉 原 都市計画部参事 

奥 村 都市政策課長補佐 

松 井 都市政策課主査 

後 藤 都市政策課主事 
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１．開  会 

○事務局 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまより、第１３８回船橋市都市計画審議会を開催します。 

 

２．定足数の報告及び会議の公開の説明 

○事務局 

 まず、本日の議題に入ります前に、定足数についてご報告いたします。 

 本日は、委員１９名中、１７名の方が出席でございますので、船橋市都市計画審議会条

例第５条第２項に規定いたします定足数に達しておりますことをご報告いたします。 

 また、船橋市情報公開条例第２５条の規定により、船橋市の設置する附属機関の会議は

原則として公開とされておりますことから、本日の審議会について傍聴人の受付を行いま

したところ、議題①「船橋都市計画道路の変更」については２名、議題②「ＪＲ南船橋駅

南口地区のまちづくりについて」は２名が傍聴することをご報告いたします。 

 

３．配付資料の確認 

○事務局 

 次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 本日お席にお配りしてある資料ですが、まず、次第、委員名簿、席次表の３点と、議題

①「船橋都市計画道路の変更」で使用するパワーポイントの資料、事前質問一覧、Ａ３の

参考図、Ａ４のフロー図の４点。ここまでよろしいでしょうか。それから、議題②「ＪＲ

南船橋駅南口地区のまちづくりについて」で使用するパワーポイントの資料、事前質問一

覧の２点です。計９点になります。大丈夫でしょうか。 

 次に、事前にお送りしました資料は、黄色い表紙の付議書が１部、白い表の報告書が１

部、パワーポイント説明資料が各１部です。本日お持ちでない方はいらっしゃいますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、都市政策課長より委員のご紹介をさせていただきます。 

 

○事務局 

 皆様、こんにちは。都市政策課長の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 本年４月から、また新たなメンバーで都市計画審議会がスタートいたしました。今般の

新型コロナウイルス感染症の影響で、市が主催するイベントや人が集まるような事業は原

則中止となっておりまして、開催ができない状況が続いておりました。しかしながら、こ

のたび都市計画審議会の議を経ることが必要な案件があること、及び市の新型コロナウイ

ルス感染症に関する方針として、市主催のイベント等については引き続き原則中止ですけ

れども、開催の必要性があり、安全性を強化することで開催することが可能となったこと
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から、今回、開催する運びとなりました。 

 開催するに当たりまして、安全性の強化として会場の入場制限を行い、参加者を特定し、

なるべく少人数とするというところと、受付にて検温等の健康チェックを行う、また、マ

イクにつきましては使い回しをしないことといたしまして、参加者の皆さんにはマスクと

フェースシールドの着用をお願いしているところでございます。何かと不自由なところが

あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、マイクの使用につきましてでございますが、ご発言のときには目の前のマ

イクのスイッチを押してからご発言をお願いいたします。また、発言が終わりましたら、

再びスイッチを押していただいてマイクを切るということをお願いしたいと思います。 

 また、会議の進行方式につきましても、会議時間の短縮により感染拡大リスクを軽減さ

せることを目的といたしまして、今回、説明資料の事前配付と事前質問の受付を行いまし

た。そのため、本日の議案①及び②につきましては、従前とは異なりまして、基本的に事

務局からの説明は行わない形式で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、委員の皆様のご紹介をさせていただきたいと思います。今日は、先ほどご説

明いたしましたとおり、新たな委員に入っていただいて新たにスタートするという審議会

でございます。再任された委員の方々も多くいらっしゃいますけれども、今期から新しく

就任された委員の方も５名いらっしゃることから、改めて全員の方のご紹介をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１号委員から４号委員までお手元の委員名簿の順にお名前をお呼びさせてい

ただきますので、恐れ入りますが、お名前をお呼びいたしましたら、一言ずつご挨拶をお

願いいたします。ご挨拶の際は、先ほどご説明いたしましたマイクの使用方法のとおり、

練習の意味も兼ねまして、スイッチを押していただいてご挨拶いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、１号委員の方からご紹介いたします。 

 ○○委員でございます。 

 

○委員 

 よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。引き続きよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、２号委員をご紹介いたします。○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員は本日欠席でございます。 

 続きまして、○○委員の後任といたしまして、新任委員の○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員の後任といたしまして、新任委員の○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 続きまして、○○委員でございますが、今日は出席するというお話だったのですが、急

遽欠席という形になりました。 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員の後任といたしまして、新任委員の○○委員でございます。 

 

○委員 

 まちづくり公社の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、３号委員をご紹介いたします。○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 葛南土木事務所の所長の○○です。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、４号委員をご紹介いたします。○○委員でございます。 
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○委員 

 ○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、このたび市民公募委員として新たに就任していただきました○○委員でご

ざいます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員と同様に、市民公募委員としてご就任いただきました○○委員で

ございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 訂正でございます。先ほど１８名の方が出席とお話しさせていただいたのですが、○○

委員がご欠席ということなので、１７名という形になりました。訂正させていただきます。

申し訳ございません。 

 続きまして、７月１日付の人事異動に伴いまして、船橋市建設局長が交代になりました

ので、ご紹介させていただきます。 

 建設局長の○○でございます。 

 

○建設局長 

 ○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、都市計画部長の○○でございます。 
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○都市計画部長 

 よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（都市政策課長） 

 それでは、最後になりますが、事務局の紹介をさせていただきます。 

 改めまして、私は都市政策課長の○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、都市政策課長補佐の○○でございます。 

 

○事務局（都市政策課長補佐） 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、事務局担当職員の○○でございます。 

 

○事務局（都市政策課主査） 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 同じく○○でございます。 

 

○事務局（都市政策課主事） 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 事務局の紹介は以上でございます。 

 マイクは手で持つと下に下がりますので、自分の口元に持っていっていただいてお話し

していただいて結構でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

４．会長・副会長の選出 

○事務局 

 次に、「会長・副会長の選出」でございます。 

 選出の手順でございますが、まず、事務局から指名させていただく委員に仮の議長とな

っていただきまして、会長を選出するための議事進行を務めていただきたいと考えており

ます。次に、会長が決まりましたら、会長の議事進行によって副会長を選出していただく

という方法を従来から取っておりますが、今回もそのように行うものとしてよろしいでし

ょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

○事務局 

 ありがとうございます。それでは、早速でございますが、事務局より仮議長を指名させ

ていただきたいと思います。 

 ４号委員であります○○委員に仮議長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

○仮議長（委員） 

 はい。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 それでは、○○委員、仮議長席にご着席いただきたいと思います。 

 

（○○委員、仮議長席に移動） 

 

○仮議長（委員） 

 改めまして、○○でございます。それでは、誠に僣越ではございますけれども、会長が

選挙されるまで進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますけれども、船橋市都市計画審議会条例第４条第１項により

まして、審議会の会長は２号委員の学識経験者から選挙されるということになっておりま

す。 

 早速でございますが、選挙の方法についてお諮りをしたいと思います。選挙の方法につ

きましては、大きく分けて、立候補していただいて無記名投票する方法と、指名推選によ

る方法がございます。当審議会では、毎回簡便な指名推選による方法が採用されており、

今回も前例に倣って指名推選方式でやらせていただきたいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○仮議長（委員） 

 ありがとうございます。 

 それでは、異議なしということでございますので、早速ですけれどもご推薦をいただき

たいと思います。どなたか２号委員の中でご推薦いただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。どうぞ。 
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○委員 

 ○○です。指名推選ということなので、推薦させていただきます。都市計画のオーソリ

ティーでもあり、その見識の高さをもってすると余人をもって代えがたいということで、

○○委員を当審議会の会長に推挙したいと思います。 

 

○仮議長（委員） 

 ただいま○○委員を会長にご推薦するというお言葉がございました。ご意見おありでし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○仮議長（委員） 

 ありがとうございます。ご異議なしと認めまして、○○委員に会長をお願いすることと

いたしたいと思います。 

 ここから先は、○○会長に議長席にお着きいただきまして、ご挨拶を頂き、その上で議

事進行についてお願いいたしたいと思います。 

 私はこれをもちまして降壇させていただきます。どうもご協力ありがとうございました。 

 では、○○委員、よろしくお願いいたします。 

 

（○○委員、議長席に移動） 

 

○議長 

 ただいまご推挙いただきました。大変恐縮ですが、引き受けさせていただくことにいた

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨年の暮れから考えると、まるで違う日本の状況が出現しました。ちょうど年度の終わ

りのとき、そして年度の初め、私が知る限り、どの自治体の会議も皆、苦労いたしており

ます。新年度の第１回目を開くというのが大変な難しさがございました。 

 私は都市計画を専門に勉強してきました。近代都市計画は、実はコレラのパンデミック

の大騒ぎの中から、近代衛生学を中心としてまちのつくり方を変えていこうとする理念で

つくり上げてきたものでございました。そういうことについては、私も講義はもちろん、

あちらこちらで話をさせていただいていたのですが、まさか本当のパンデミック、人類史

の一つの節目のようなことに本人が出くわすとは思っておりませんでした。これは決して

簡単な話ではありません。 

 そこで、注意に注意をということで、実はこの会議までは、ちょうど会長もいないし、

ただ、委員の方々にお引き受けいただいて、私も引き受けますと申し上げました。穏やか

なればしかるべきと気持ちの中でちょっと思っていたのですが、冒頭に申し上げましたよ
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うに、みんなものすごく苦労されています。ここで私が逃げるわけにはいかないと思い、

委員としてはお引き受けするとお答えした次第でございました。 

 そして、いろいろな会がございますけれども、特に都市計画の審議会のこの席上が、今、

世間で言うところのクラスターになっては誠に見識が問われますので、それだけはとにか

く注意しましょうねと。今、どこでどううつるかはっきりいってよく分かりませんけれど

も、この会でうつったというのだけはやめようと、非常に強く事務局のほうには意見を申

し上げておりました。精いっぱいの対応をしてくださったと思います。 

 ほかの自治体でも、なかなかうまくいかないんですよ。私は東京のある区の協議会に会

長として参加しているのですが、同じぐらいの人数ですけれども、そのうちの半数はＺｏ

ｏｍで参加するということになりました。画面に８こま以上顔が出たのですけれども、そ

れぞれのご自宅でお話になると、くつろいでいると言っては失礼ですけれども、みんなそ

れぞれにご発言が大変多くなりまして、臨場感がちがうというか、むずかしいですね。大

変苦労いたしました。本日の当審議会には皆さんが命がけでご出席いただいたと事務局の

ほうも心得ておられ、精一杯、配慮して準備をされました。また皆さんのご賛同を得てこ

うやってご出席いただいたことは、非常に誇らしいことだと思っている次第であります。 

 またこうやって長くしゃべってはいけませんので、今日は時間を短くというのも事務局

の配慮でございます。着々と進める努力をいたしますので、ご協力をいただきたいと思い

ます。 

 さて、早速副会長を選ばせていただきますが、従来は１号委員の中から指名推選という

形を取っておりました。特別の規定は無く、副会長を選ぶに当たっては審議会に一任され

ているという形になっております。そこで、１号委員の中からというふうにお諮りしたい

と思いますが、皆さん、よろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

 それでは、恐縮ですが、１号委員の中で。どうぞ。 

 

○委員 

 ○○委員を推薦したいと思います。 

 

○議長 

 ほかにご発言、よろしゅうございましょうか。 

 それでは、○○委員に副会長をお引き受けいただきたいと存じます。こちらにどうぞ。 

 

（○○委員、副議長席に移動） 
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○副議長 

 ただいま推薦をいただきました○○でございます。○○会長の下、しっかり勉強してま

いります。よろしくお願いいたします。 

 

５．議事録署名人の指名 

○議長 

 ありがとうございます。ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、いつものように本日の議事録署名人を指名させていた

だきたいと存じます。 

 ○○委員、○○委員、お二人にお願いしたいと存じます。よろしゅうございましょうか。 

 

（両委員、了承） 

 

○議長 

 お願いいたします。 

 ここで、傍聴人を。 

 

（傍聴人入室） 

 

○議長 

 傍聴人が本日はお二人いらっしゃいます。傍聴券に注意書きがしてあると思いますが、

お守りいただきたいと思います。そして、もうご案内かと存じますけれども、写真撮影と

録音はお控えいただきたいと思います。 

 さらに少々くどいことを申し上げて恐縮なのですが、これから私どもが行っていきます

審議は何回にもわたることもあり、その場合に一人一人の委員の考え方に終始するだけで

はなく、船橋の市民はこういうふうに考える人もいるのではないかということまで思いを

はせながら、時として極論もあることがあるかもしれませんが、いろいろ出してみて審議

を進めていきたいと思っております。ですから、一回一回で結審するというわけにはいか

ないことがたくさんございますので、間違っても早とちりなさらないように。余計なこと

ですが、他所の例ですが、近年ブログでいろいろ勝手にご報告される方がおられるようで

ございまして、決まってもいないのに決まったかのごとくに載せたりすると誤った情報を

流すことになります。間違ってもこの会はそういうふうにはしたくないと思いますので、

ご協力をいただきたいと思います。 
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６．議題 

＜ 付議 ＞ 

○議長 

 それでは、早速、次第に沿って進ませていただきたいと思います。 

 議題①「船橋都市計画道路の変更（船橋市決定）」、これについて事前にご質問等を頂

いておりますので、それを整理して、担当からお答え、ご説明いただきたいと思います。

どうぞよろしく。 

 

○都市計画課長 

 それでは、市都市計画課よりご説明いたします。 

 質問の回答の前に、船橋都市計画道路の変更について、付議する趣旨をご説明いたしま

す。 

 お手元の「都市計画手続きフロー図」をご覧ください。今日配ったこういった１枚のフ

ロー図です。 

 議案の「船橋都市計画道路の変更」は、千葉県が決定することから、都市計画法に基づ

いて、千葉県から船橋市に意見を求められております。このことから、市が意見を回答す

るに当たり、市都市計画審議会にも意見を伺いたく、付議をいたしました。フロー図の赤

字部分が今回の審議会に当たります。事前に資料にてご説明を行っていますが、本日は千

葉県の方にも来ていただいておりますので、千葉県より変更の概要について簡潔にご説明

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○千葉県都市計画課副課長 

 千葉県都市計画課副課長の○○と申します。皆様方におかれましては、日頃より千葉県

の都市計画行政にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、北千葉道路の都市計画変更についてご説明させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

○千葉県道路計画課副主幹 

 千葉県道路計画課の○○と申します。私のほうから、変更の内容などにつきまして、要

点を絞って説明させていただきたいと思います。 

まず、お配りしております配付資料の４ページをご覧ください。前方のスクリーンにも同

じものが出ておりますので、どちらかをご覧ください。 

 手続の状況についてでございますが、本事業は平成３０年１月に都市計画と環境影響評

価の手続に着手しております。都市計画につきましては、昨年７月に原案の説明会を開催、

その後９月に案の概要を縦覧いたしまして、船橋都市計画に関しましては２名の方から公

述の申出がございましたので、１０月に公聴会を開催しております。 
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 その後、公述の内容を踏まえて変更の案を作成し、本年２月に変更の案の縦覧を行いま

して、さらに住民の方からご意見を頂いたところとなります。 

 先ほどご説明がありましたように、現在関係市長の意見を聴取している段階となってご

ざいます。 

 一方で、並行して進めております環境影響評価につきましては、本年２月に生活環境や

自然環境へ与える影響について、調査、予測及び評価を行い、環境保全措置の内容などを

まとめた図書であります準備書を縦覧いたしまして、現在評価書を作成し、国交大臣等の

意見を聴取している段階でございます。 

 ５ページ以降は、昨年８月の船橋市都市計画審議会でご説明した内容と同じとなってご

ざいますけれども、まず５ページが事業の概要と目的、６ページが変更の概要、７ページ

から１１ページにわたりまして概略の計画について記載をしております。 

 船橋都市計画に係る内容としまして、１０ページをご覧ください。北千葉道路の鎌ケ谷

から国道１６号間の構造についてでございます。図面の両側にあります一般部は、既に整

備済みとなってございまして、中央に北総線が既に走っております。その両側に、今回新

たに専用部を設ける計画となってございます。 

 また、１１ページをご覧いただきたいのですが、一般部と専用部の連結位置、いわゆる

インターチェンジの位置と構造についてでございます。一番右側のほうになりますけれど

も、白井・船橋エリアにつきましては、市川印西線や国道１６号との接続を考えまして、

両路線を挟み込むような形で東西にハーフインターチェンジを配置する計画としてござい

ます。また、国道４６４号の一般部と国道１６号が接続します小室インターチェンジにつ

きましては、現在、行き来できない方向があることから、円滑な交通を確保するために、

北千葉道路の市川市から船橋市間の整備と併せまして、今回フルインター化を図る計画と

してございます。 

 次に、１２ページには、今回都市計画決定をする道路の構造を一覧で記載してございま

す。 

 １３ページには、２月に縦覧したときの参考図、１４ページは縦覧図書を記載してござ

います。 

 １４ページをご覧いただきたいのですが、新たに決定します専用部、小室インターチェ

ンジで新しくランプを設ける区域などが今回新しく都市計画道路の区域となりますので、

その新しい区域を赤く着色しているという形になってございます。 

 １５ページをご覧ください。冒頭、手続の状況でご説明いたしましたが、案の概要につ

きまして、２名の方から公述の申出がございました。記載のとおり、船橋市役所のほうで

公聴会を開催いたしまして、公述の要旨と県の考え方をまとめたものとなります。こちら

につきましては、既に県のホームページにおきまして公表しておりますけれども、主なご

意見としましては、小室インターチェンジの整備による既存の歩行者動線の確保や、追加
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インターチェンジの設置に関すること、環境に関するご意見、そのほかには、国道１６号

以東の整備や、小室駅南側への通路などに関するご意見を頂いたところでございます。 

 なお、こちらで補足ですけれども、１６ページをお開きください。１６ページの下側に

あります環境に関するご意見でございます。先ほど述べました２月の準備書の公表前にこ

の県の考え方を公表したため、このような「準備書において示します」といった記載内容

になっておりますけれども、準備書の中では、水環境の保全対策に関しましては、例えば

船橋の小室地区は印旛沼流域となってございまして、路面排水が直接河川等に排水されな

いように処理桝等を経由することや、透水性舗装を整備することとしてございます。 

 また、景観に関しましても、構造物の形式、デザイン、色彩の配慮ですとか、のり面等

の緑化などを行い、景観への配慮をすることとしてございます。 

 最後に、１８ページ目をご覧ください。今後のスケジュールとなってございます。都市

計画に関しましては、変更の案に対して頂いた住民の意見の要旨を今後県の都市計画審議

会のほうへ提出し、審議いただく予定です。 

 また、環境影響評価につきましては、今、国交大臣の意見を聴取している段階ですけれ

ども、今後その意見を踏まえて評価書を補正し、変更の案と併せて県都市計画審議会にお

いて審議いただく予定となってございます。 

 今年度中の手続完了を目指して、現在進めているところでございます。 

 県からの説明は以上となります。 

 

○都市計画課長 

 船橋市の都市計画課です。 

 続きまして、１９ページをご覧ください。 

 この都市計画道路の変更について、本市の考えですが、１つ目については、都市計画マ

スタープランなど上位計画と整合が図られていること、２つ目は、位置、構造、及び規模

は、既に原案が示された時点で異存はなく、今回の案はそれに変更がないこと、また、構

想段階評価において市の要望であった小室インターチェンジのフルインター化が図られて

いることから、本市としてはこの都市計画道路の変更に異存はないものと考えております。 

 簡単ですが、概要の説明は以上です。 

 それでは、事前に頂いた質問と回答をご説明いたします。回答内容は、市と千葉県の回

答がありますので、まず千葉県より回答いたします。 

 

○千葉県道路計画課副主幹 

 続いて、千葉県から事前質問に対する回答をさせていただきます。 

 事前質問の１つ目でございます。「新たなインターチェンジの概要など、どのようなタ

イムスケジュールで決定されるのでしょうか」といったご質問になってございます。 

 先ほども事業の概要につきまして説明させていただいたのですが、国道４６４号の一般
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部と国道１６号が接続します小室インターチェンジにつきましては、現在行き来できない

方向がありますことから、円滑な交通を確保するために、北千葉道路の市川市から船橋市

間の整備に合わせまして、今回フルインター化を図る計画としてございます。 

 現在、都市計画の変更と環境アセスメントの手続を並行して進めておりまして、今年度

中の手続完了を目指しているところです。 

 その後、国において令和３年度から速やかに新規事業化が図られるように、現在、県、

沿線市におきまして、要望活動などを実施しているところでございます。 

 完成までにかかる期間というのは事業によって異なるので一概に申し上げることができ

ないのですけれども、一般的には、事業化後、現地の測量や調査、また詳細な設計を実施

し、用地の測量や調査を経て用地交渉を行うこととなります。まとまった用地が確保され

ますと、順次工事を実施することとなります。 

 事業化後におきましても、早期に完成されるように、県としましても事業者に協力して

まいりたいと考えてございます。 

 ２つ目は、「利便性の向上が期待できますが、周辺道路への交通量増加が心配です」と

いうことで、特に夏見小室線についてご心配のご意見を頂いております。今後、事業実施

段階におきまして、そういった周辺道路への影響が認められる場合におきましては、適切

に対応してまいりたいと考えてございます。 

 ３つ目のご質問でございますけれども、「渋滞による排気ガスなどの影響や、大型車の

交通量がどうなるのか、それに伴う振動などが家屋に与える影響などがどうなるのか、解

消されていないのではないか」といったご質問でございます。 

 こちらにつきましては、先ほど説明したように、都市計画の変更手続と合わせまして、

環境影響評価の手続を実施してございます。北千葉道路の事業実施に伴いまして、騒音や

大気質などの生活環境、動物や植物などの自然環境に与える影響などにつきまして、調査、

予測評価を実施してございます。 

 本年２月に公表いたしました環境影響評価準備書におきましては、それらの調査、予測

評価の結果を示してございまして、騒音や大気質、振動などについてご意見を頂いており

ます。例えば、遮音壁の設置や排水性舗装の敷設、建設機械の稼働に当たりましては、排

出ガス対策型や低振動型といったものを使い、環境保全措置を実施することとしてござい

まして、できる限り環境負荷の回避、低減に努めているところでございます。 

 ４つ目のご質問でございますけれども、「国道１６号に沿ったリングロード（小室イン

ターチェンジ）は計画されていなかったのはなぜなのか。なぜ必要となったのか。今回の

変更をすることで、どのような利点があるのか」といったご質問でございます。 

 小室インターチェンジにつきましては、当初、昭和５０年に都市計画決定されており、

ニュータウンの開発と合わせて県の企業庁や都市再生機構のほうで整備を行い、現在国道

４６４号より北側の３つのランプのみ整備済みとなってございます。南側につきましては、

現在未整備となっております。そのため、国道１６号と国道４６４号を行き来しようとし
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ますと、船橋市道を介して行き来する必要がございまして、それに伴って、現在、大型車

の通行が規制されている周辺の市道に大型車が流入しております。フルインター化によっ

て今回そういったものの解消が図られるということや、緊急輸送道路と指定されておりま

す１６号、４６４号の災害時におけるアクセス強化にもつながるものと考えてございます。 

 ５つ目も同様に、小室インターチェンジの「現在の用地の使用状況（現在も宅地なのか

など）はどのようなのか」といったご質問でございます。 

 国道４６４号より北側につきましては、現在の道路区域内で整備する予定になっており

ますので、家屋の移転といったものは生じません。国道４６４号より南側につきましては、

フルインター化に伴う新たな用地取得というものが必要となります。南側については、現

在市街化調整区域になっておりまして、大半が山林になってございます。 

 ６つ目も同様に小室インターチェンジなのですが、「新たに道路区域となる土地区域は

相当広く、小室公園まで影響するように見えるが、具体的な説明を頂きたい」といった内

容になってございます。 

 前方のスクリーンのほうに計画図を示してございますけれども、先ほどご説明したよう

に、今回小室インターチェンジのフルインター化に合わせまして、新しくランプを整備す

るところなどが赤く着色されております。国道４６４号以北につきましては、先ほどご説

明したように、現在道路ができているその道路の区域内で新たにランプを設けますので、

小室公園に道路がかかるといったことは考えておりません。 

 ７つ目の質問でございますけれども、「北千葉道路の計画の中で捉えられている『地域

の課題』の主な点についてお伺いしたい」といった内容でございます。 

 地域の課題につきましては、配付資料の５ページにも事業の目的等を記載しており、そ

れらとなりますが、１つ目としましては、船橋の小室地区や白井・印西の千葉ニュータウ

ンといった地区は、高速道路のインターチェンジへのアクセス時間が３０分を超えるよう

な空白地域となっておりまして、地域のポテンシャルが十分に生かせていないということ

から、広域高速移動の強化が必要と考えてございます。 

 また、２点目としまして、市川から鎌ケ谷市間につきましては、東西方向の幹線道路が

脆弱なため、現道の４６４号や、並行する県道等では慢性的に渋滞が発生しているといっ

た課題がございます。 

 ３点目としましては、緊急輸送道路の一次路線となっております国道４６４号、並行す

る国道２９６号などは、いずれも２車線の道路となっており、緊急輸送道路として脆弱な

ため、災害時の緊急輸送ネットワークの強化が必要であるといったことが地域の課題であ

ると考えてございます。 

 

○道路計画課長 

 市道路計画課でございます。 

 ８番目の「小室地域と本市中心部をスムーズに結ぶ道路整備と、これをうまく生かした
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新交通システムの導入の必要性を強く感じる」という質問にお答えいたします。 

 船橋市において、小室地域と本市中心部を南北に結ぶ幹線道路としては、千葉県が管理

する県道夏見小室線がございます。この夏見小室線では、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線や、

主要地方道船橋我孫子線との交差点、船橋駅北口十字路交差点で慢性的な渋滞が生じてお

り、路線バスの定時運行にも支障が出ている状況にございます。千葉県では、船橋駅北口

十字路交差点から北側約９００メートル区間での道路拡幅整備や、主要地方道との交差点

改良等の整備を実施しておりますが、いまだ整備が完了していない状況にあり、船橋市と

しても県に対して早期の整備を強く要望しているところでございます。 

 なお、市では、東葉高速鉄道東海神駅付近で北本町とＪＲ船橋駅北口を南北につなぐ都

市計画道路の整備を進めており、この道路が完成すると県道夏見小室線の渋滞緩和につな

がるものと考えております。 

 また、新交通システムにつきましては、令和３年度の完成を目途として策定している船

橋市地域公共交通計画の中で、拠点となる鉄道駅を結び、定時性を図れる船橋市に見合っ

たシステムの導入の可能性について研究してまいります。 

 以上です。 

 

○都市計画課長 

 市都市計画課です。 

 質問９、１０、１１につきましては、小室町周辺のまちづくりについてのご質問ですの

で、小室駅南側、北側、そして小室町を含む豊富地区という地域ごとのまちづくり方針に

ついてまとめてお答えいたします。 

 まず、問９の小室駅南側のまちづくりについてですが、こちらについては船橋市都市計

画マスタープランにおいて「農と自然の保全共生地区」と位置づけられていることから、

市として現段階で具体的な開発計画や、小室駅から南側への橋の設置計画はございません。 

 問１０の「インターチェンジ建設を機に地域再開発など見直す計画はありますか」とい

う質問ですが、これは小室駅周辺北側の市街化区域のことをおっしゃっていると思います。

こちらのまちづくりについては、現段階で市として公共施設の複合化や再開発等の具体的

な計画はございませんが、現在策定中である次期船橋市都市計画マスタープランにおいて、

小室駅周辺の商業地を住民の日常を支える生活利便の維持、向上のため、地域拠点として

位置づけることを検討しております。 

 次に、問１１の船橋市北部の広域的なまちづくりに関する新たな視点での検討ですが、

これも現在策定中である次期船橋市都市計画マスタープランにおいて、北千葉道路の整備

による広域交通ネットワークを生かした産業拠点の形成に向けて、既存農業や自然環境へ

の影響等に配慮しながら、新たな工業地の創出を検討することとして策定を進めておりま

す。 

 質問と回答は以上になります。よろしくお願いいたします 
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○議長 

 ご出席の委員の皆様からもご質問、ご意見が寄せられて、それらを整理した形で、今、

対応がなされましたが、ご意見、ご質問の意図が通じておりましたでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 ○○です。私、１１番についてご質問申し上げたのですが、９番、１０番、１１番とい

うのはやはり関連している事項でありまして、本日のこの議題に直接関係あるものではな

いことを承知の上で、この地域の現在置かれている特性というものを前提にしてご質問申

し上げました。次期の都市計画マスタープランで検討してまいりますということですから、

それでいいのですけれども、この辺については当該地域の多くの住民の皆さんが期待して

いるところであります。この道路のこういった計画の中でぜひ考えてほしいという要望が

非常に強うございますので、これについては船橋市としてぜひご検討いただきたいという

ことをお願いしておきたいと思います。 

 

○議長 

 事務局のほう、いかがでしょう。 

 

○都市計画課長 

 こちらについては、住民の方からもこの北千葉道路についてかなり期待されているとい

う声も聞いております。ただ、南側が市街化調整区域ということと、農業振興地域である

ということなので、ここを直ちに開発していくというのはなかなか難しいとは思っており

ますが、広域的に考えて、北千葉道路が広域ネットワークとして整備されるのであれば、

そういったところで自然環境などへの影響等を配慮しながらいろいろな検討はできるのか

なとは思っています。 

 先ほども言いましたが、次期都市計画マスタープランでは、こちらのほうに配慮しなが

ら新たな工業地の創出等を検討するという形で、今、策定の準備をしております。 

 

○議長 

 ほかに。どうぞ。 

 

○委員 

 今の回答、説明の部分について、１号委員ですから補足はしなければいけないと思うの

ですけれども、今年度、船橋市は都市計画マスタープランや立地適正化計画の予算はつけ

たのですが、執行できていないんです。だから、それを前提にお進めになるというのは、

確かに事務上は出来上がっているのでしょうけれども、出来上がったものを議会で見てい
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ないですよ。予算が執行できていないのですから。だから、私たちは完成したというふう

に思っていないです。その前提となる総合計画だってまだですから。 

 会長がおっしゃられているとおり、今年１月に感染者が初めて出て、あっという間に感

染拡大が広がった影響もあって、本来、年度末に執行が終わっているはずの事業が予算を

見送りにしているという状況もある。我々議会は、総合計画さえ議論ができていない。総

合計画と整合性がない、あるいは総合計画ができていないのに、マスタープランと立適が

できているというのは、ある意味おかしい状態なんですね。もともとは整合性が取られて

いなければいけないもの、船橋市の市の在り方をどうするのかという総合計画があって、

それに基づくまちづくりというのがあってしかるべきなわけですから、総合計画と関係な

くマスタープランと立地適正化計画があるという状態のほうが逆におかしい。 

 今、県のほうからもご説明がありましたが、今年度中に手続を終わらせたいとおっしゃ

っていますけれども、船橋市の事情で言えば、マスタープランとこの計画の整合性が取れ

るかどうかというのは、私は１号委員で審議会委員の発言の立場でもありますけれども、

議員として言わせていただければ、議会が審議も行っていない、中身も見ていない、市民

の代表として議会に送ってもらっているのに説明責任が果たせないようなそういうものを

使って、手続だけ終わりました、事業だけ進めます、という無責任な当局のありようにつ

いてはご一考いただきたいと思います。マスタープランができていないのに、マスタープ

ランと整合性があるという説明を平気でしてしまうというのはいかがなものかと思います。 

 あとは、私自身も質問を出させていただいた件で、事前質問書の３番のところです。２

番との関連もありますし、説明とも関わりがあるのですが、回答を頂きました。その回答

で住民の皆さんが納得できるかといったら、私は難しいと思いますよ。「何かあったら適

切に対応します」という、「何かある前にやってください」というのがこの質問の趣旨で

しょう。「適切に対応するから、何かあっても知りませんよ」では困るんです。さっきそ

ういうふうに聞こえたんです。 

 それと、３番のところについては、環境影響評価についてのご説明がありましたが、環

境影響評価は住民の皆さんが住んでいる地域における、例えば交通量による振動ですとか、

そういうものは入っているんですか。入っていないと思いますけれども。だから、環境影

響評価を行ったからといって、住民の皆さんの不安に応えられるとは私は思わないです。

なので質問しているのですけれども、それについてはいかがでしょうか。 

 

○議長 

 事務局、いかがでしょうか。 

 

○都市計画課長補佐 

 まず、マスタープランの関係から言わせていただきます。 

 今回の北千葉道路の都市計画については、次期マスタープランではなく現行マスタープ
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ランに整合しているという形の中で、本市としては異存がないという話を差し上げており

ます。 

 先ほど答えたまちづくりのところについては今後の話であって、今後つくっていくマス

タープランと整合が図れるかどうか検討していくという形なので、今回の都市計画の道路

については、私ども整合していると考えております。 

 マスタープランについては以上になります。 

 

○千葉県道路計画課副主幹 

 北千葉道路ができることによる環境影響に関しましては、先ほど委員のほうから交通量

を示していないというお話があったのですが、北千葉道路が出来上がったときに、高速の

真ん中の専用部と両側にできます一般部の交通量の推計をきちんと行いまして、将来の予

測される交通量に基づき、実際にどういうような騒音が発生しそうなのか、振動が発生し

そうなのか、大気質はどうなるのかということを予測いたしました。騒音ですと、やはり

環境基準があり、そういった基準を超過するといったところが見受けられるので、遮音壁

や排水性の舗装などといった環境保全措置を併せて事業の中できちんとやるということを

この準備書の中で記載させていただきました。これについては、図書を１か月縦覧したり、

１か月プラス２週間といった中でこれまで住民の方のご意見を聴取してきたという形にな

りますので、住民に説明がなかったということではないと考えております。 

 ２番目の夏見小室線に関しましては、北千葉道路とは異なる路線で、夏見小室線以外に

も接続する道路というのは多数ございます。そういった道路への影響というのは、実際に

北千葉道路ができて周辺の道路がどうなるのか、県道でしたら県、１６号でしたら国とい

ったそれぞれの管理者がおりますので、管理者のほうで影響を確認して、必要があれば対

策をしていくということなので、対策をしないということではなく、きちんと影響を見た

中で今後やっていきますというお話をさせていただいたということです。 

 

○委員 

 ４６４の件は了解しました。 

 直接これに関わる議題ではないのですが、今、話が出ている現存の県道の夏見小室線、

これが現状１６号に出るのにものすごく渋滞している。小室にフルインターチェンジがで

きると、車両がさらにこの県道を利用して、１６号から４６４に入りたいという状況が起

きるのは明らかだと思うのです。十分推測できるので、インターチェンジができてから県

道の渋滞を考察するのではなく、現状起きている渋滞を踏まえて、当然増えるであろうと

いう事前の対策をぜひ検討、協議をして、解消に向けるような事前の策を考慮しておいて

いただければありがたいなという感じです。そういうことで意見を申し上げておきます。 

 現状、今どうなっているかというと、調べてもらうと分かるのですが、小室の交差点か

ら三咲に向かっての渋滞、要は三咲から１６号へ出る渋滞の状況ですが、私は３回ぐらい
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用事があって成田からの帰りに測っているのですけれども、平日の１１時ぐらいに小室の

交差点から５００メートル以上は渋滞が続いているんですよ。完全に止まっている状態で。

現状、今そういう状況ですから、インターチェンジができればそれが減少するということ

はまずないだろう。インターを使って４６４を使いたいという車両がもっと増えてくるの

で、先ほど申したように、その辺は事前に勉強して、何とか解消する方策を考えておいた

ほうがいいのではないかという気がいたします。 

 

○議長 

 ○○委員、何かご発言いただきたい。 

 

○委員 

 交通の立場ということと、小室の住民であるという両方があると思うのですけれども、

まずいろいろなご心配がある中で、私は船橋市の環境審議会にも入っておりまして、その

中で環境アセスのほうもお話は伺っております。その中で、交通量が増えたり、あるいは

今後道路ができたときの騒音、振動、大気汚染を含めた環境への影響はどうだといったこ

とも審議会の中で議論しております。 

 その中で私がコメントしている中でも、１００メートル道路に近いこの北総線道路の中

で、特に専用部のところが一段と低いところにできる。そうなってくると、振動と騒音の

伝播の仕方は平面的な道路空間に比べると極めて対策的には取りやすい方策になっている。

そして、先ほど騒音、振動がちょっと懸念されるようなところというご指摘があったのは、

住宅地が道路沿いに隣接している地区にかなり限定されていると思います。そういったと

ころは、今現在も一般道路として供用されているところで、私自身は専用部ができたこと

によって極端に増えるとは思っていません。 

 さらに、大気汚染に関しては、２０３０年あるいは２０４０年の段階で自動車関係の排

出ガス規制が強化されてきますので、排出源そのものが出ない車にほとんど変わってき始

めるといったこととこの道路の出来上がりをリンクさせて考えると、大型車の影響を少し

気にしながらということにはなりますが、大気汚染に関してはほとんど影響的なものは出

てこないだろうと。 

 それから、全く新しい空間を開発するところではないので、全体のインターチェンジの

形式が整っていないということですが、部分的に出来上がっている用地として開発された

地域なので、そもそもそこにいる動植物への影響も、他の地区、私は市川の都計審のほう

も絡んでいまして、そこも同様にこの関係が出てきているのですが、そこと比べると、相

対ではないのですが、小室周辺については基本的な影響度はかなり低いだろうと思ってい

ます。 

 ただ、やはりちょっと心配するところは、先ほど○○委員の話にあった県道の夏見小室

線でございます。ここは船橋市が計画して、工業団地を隣接部、アンデルセン公園の手前
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のところに有しているので、そういったところでは物流車両といったものをかなり配する

ような施設を産業立地として組んだわけですから、それがきちんと運用できるような仕組

みを市も担保してあげるということ。それに対して、それが県の道路であれば県に対して

も働きかけていくということは必須な条件だろうとは思います。だからと言って、小室の

インターチェンジとリンクして、小室のインターチェンジができてくるから夏見小室線が

駄目だとかそういう議論ではないので、それは両方並行して検討していただくということ

が大事かなとは思います。 

 

○議長 

 事務局にちょっとお尋ねしたいのですが、先ほどのご質問、ご意見の中に出てきました

環境評価の議論です。 

 今、〇〇委員からそちらの委員会もということがあったのですが、環境のほうの委員会

で交通関係者もいて詰めているという情報が、この都市計画審議会にどういう形で上がっ

てくるか。そうでないと都市計画というのは、何に関しても心配しなくてはいけなくなっ

てくるのです。案件に関係する別のご専門の委員会ができていたら、その情報をできるだ

け頂戴したいんです。そうでないと、一からみんな心配になってしまいます。都市計画と

いうのはそういう性格なものですからやむを得ないのですが、そこの進め方はどうですか。

複数の市にまたがって施設がリニアにできてくるようなときには、それぞれの市が加わっ

て議論しながらつないでいくわけですけれども。先例も市川のほうに出ておりますし、特

にここの場合、先ほど○○委員が言われたように、Ｖカットされている谷状の中を通って

くる部分とは違いがありますので、その辺のところを環境委員会はどんなふうに捉えてお

られるのか。もしお分かりだったら。 

 

○千葉県道路計画課副主幹 

 ２月に都市計画の変更の案と準備書を公表しまして、先ほどの４ページのフロー図をご

覧ください。こちらはちょっと見づらいのですが、環境のほうは、「意見の概要・見解の

作成」の下に「知事の意見」というのがありまして、その右に「関係市長の意見」という

矢印が横に出ていると思います。法律上の手続なのですが、準備書に対して都道府県知事

がその事業者、手続した人に回答するに当たって、関係市長や住民の意見を踏まえて環境

のほうの知事が事業者に返すので、環境のほうの知事が関係市長に意見を聴取しています。

こちらについては、２月に公表した段階ぐらいで関係市長に意見照会をしておりまして、

各市の対応として、船橋市でしたら環境審議会という専門家の方たちで構成される審議会

があるので、そちらの審議などを経て、船橋市長からは既に５月の頭に回答を頂いている

という状況になっています。 

 都市計画のほうは、直接、都市計画決定権者の知事が、今、関係市長に意見を聴いてい

るという状況になっているというのが立てつけ上の流れになっているというところです。 
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 ただ、会長がおっしゃられるように、都市計画と環境は一体のもの。例えば、環境にこ

ういう影響があるので、環境施設帯を設ける、遮音壁を設ける、だからこの道路の幅が必

要なんですといったところは、やはり一体で考えなければいけないというところがありま

すので、両方並行して動くのですけれども、最終的に県の都市計画審議会といったところ

では、環境面と、都市計画上のマスタープランなどそういった上位計画との整合性はどう

なのかといった両方の側面で審議される形になります。 

 

○議長 

 ありがとうございます。立てつけがそうなっているのはよく承知しております。 

 

○千葉県道路計画課副主幹 

 あとは、他市の都市計画審議会ですと、やはり環境審議会でどういった意見があったの

かということは、都市計画審議会でも審議する上で必要な情報だろうということで、そち

らについて意見を言うということは終わっているので、言うということではないのですが、

参考資料としてつけたりして、環境分野ではこういうような意見を出していますという説

明があったりしたというのは事例としてはございます。 

 

○議長 

 くどくなって恐縮ですが、○○先生に聞いていいのかどうかあれですが、たまたま両方

の委員会に出ていらっしゃるし。どうしましょう。ニュースがこういう形の情報で私たち

はいいのかな。 

 

○委員 

 本来、問題があるかというと、問題はないといったところがあって、ただ、やはり今会

長が言われているように、都市計画というのはいろんなものが絡んで見えてくる。その中

で、生活の問題として考えて、そこに人がいる、あるいはそこに動植物がいるとなると、

その環境をどう保全していくのか、あるいはそれを育成していくのかといったようなこと

を、両面を考えたまちづくりをしなければいけない。そうなってきたときに、本当に安心

感が持てるような数値といったものをどう提供するのか、非常に難しいですね。 

 そういった面では、環境審議会から、例えば最低限いろいろな数値が出ていなかったと

しても、５月に環境審議会に私も出て話をしておりますが、その段階で意見書という形で

どういったものを上げたのかというような情報は都市計画課のほうに回していただいて、

その中でどういう議論があったといったものを開示していただくとか、その程度の中でや

るべきかなという気がいたします。というのは、例えば何デシベルのものがどうこうとい

うような具体的な話をしても、都市計画的な観点からいうとあまり意味がないかなと私は

思っていますので、環境審議会でどういう論点として、あるいは追加事項が出たのか、付



27 

 

帯事項みたいな形が添えられているかどうかなど、そういった内容についての対応だけを

少しご紹介していただくというのはあってもいいかなという気はいたします。 

 もしくは、今、両方におりますので、聞いていただければ答えられる範囲は答えさせて

いただくといったことはあるかもしれませんが、それは審議会の了見からいっていいのか

どうかというのは判断しかねるところではあります。 

 

○議長 

 いかがですか。 

 

○委員 

 いろいろお話しいただいて非常に勉強になりました。ありがとうございます。 

 環境影響評価書は何ページぐらいありましたでしょうか。ものすごく分厚いもので、あ

れを一般の住民の皆さんが見て、自分の家の周りの環境がどうなるのかということを判断

するのは非常に難しいと思います。 

 船橋市が行うマスタープランを縦覧するときにも、なるべく自分たちの生活環境がどう

なるのかということが分かるような工夫をいろいろしてくださっているということもあっ

て、あの縦覧で説明が終わっています、住民の皆さんには何も言っていないわけではない

というご見解であれば――私が今回この質問をつくったのは、９月２５日が締切りだった

ので８月にお聞きしたお話です。つまり、いろんな説明会なり縦覧期間を経てなお不安に

思っている方がいるということなんです。だから、終わったのだからもういいではなく、

できるだけ不安に応えていただいて、まちづくりに参画、協力もしていただくというスタ

ンスを取っていただきたいというふうに改めて意見を申し述べておきたいです。 

 それから、船橋市のほうは、現状のマスタープランとは合っている。新しいマスタープ

ランにはこれから適合させていくということですよね。でも、本来であれば、今この段階

で総合計画のめどがつき、マスタープランのめどがつき、そうした上で適合させていくと

いうことは十分可能であると思うのですけれども、今後の進捗のこともあると思いますが、

コロナの影響についてあまり考慮されないまま、手続だけが進んでいくというのはやはり

危険ではないかなと思っています。コロナの問題でやはり大きいのは、予算措置がどんど

ん難しくなっていく。びっくりするほどコロナ対策でお金が必要になっていて、自治体の

負担も大きくなっていますから、そういう意味では、今この時期に、コロナ対策で本当に

抜本対策をやろうとしている時期でいろいろなことに予算がかかるのに、今でさえ千葉県

は１００億円ぐらい支払いにずっと使っているわけですよね。ですから、新たに大型の公

共事業をやる財政負担が、コロナ対策との関係で適切なのか。 

 それから、総合計画が新しく出てくる中で、流通やネットワークに関しては特に感染対

策をどのように講じていくのかという新しい課題が出てきていると思う中で、総合計画や

マスタープランを後づけしていくような計画でいいのかというのが非常に不安です。 
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 お答えいただいたのは非常に正確なのでいいのですが、ぜひ今後進め方については少し

ご一考していただきたいというのは改めて申し上げておきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 

○委員 

 今お話があったのですが、住民の方から声を聞く、これは間違いなくて、私はいいこと

だと思います。ただし、県の応援をするつもりは毛頭ないのですが、外環自動車道が開通

する、その後北千葉道路が計画される。これに対して、沿線市町に対して、オープンハウ

スというのでしょうか、いろいろな形の出先機関で、この道路の性格、あるいはそれに対

する意見聴取は、今まで見たことがないぐらい丁寧にやっています。そういった状況を見

ていると、私も小室の住民ですけれども、それを知らないというのは理由にならないとい

うくらい、やはり住民がきちんと判断する時代が今来ているのではないかと私は思うぐら

いです。意見を言うのももちろんいいのですが、住民もそれなりの責任を持って計画に関

わるということが、今、大事なのではないかなと個人的な意見を持っています。 

 ですので、８月の段階のご意見かもしれませんけれども、全体でこの地区にどういうア

プローチがなされてきて、そしてどういう意見が出てきたか。それから、都市計画マスタ

ープランにおいても、全体を１０年、２０年という形でつくった計画に対してこれが合っ

ているかどうかを履行して進めていくわけですので、そのプロセスは大事にしてご発言い

ただくのがいいのかなと私は思っています。 

 ちょっときつい言い方かもしれませんが、以上でございます。 

 

○委員 

 環境の中で、騒音、振動について私なりの考えなのですが、騒音と振動というのは道路

構造と現在の車両の大型化、これが２０年、３０年前には想定できなかったような状況に

なっているだろうと。道路構造は道路の通行量によっていろいろなランキングの強度があ

ってつくるのですけれども、車両がここまで大型化するというのはなかなか読みにくかっ

たと思います。 

 ２０年ぐらい前にヨーロッパに行ったときに、ユーロの中ではノーチェックで国境をま

たいで大型コンテナがびんびん走っているんです。当時、まだ日本ではコンテナの何トン

車ですか、大きくても１０トンあるかないかぐらいのものがぱらぱらだったのが、最近は

コンテナと言ったらダブル後輪になっていて２０トンとか、産業廃棄物を積んだスクラッ

プ車は３０トンなんていう超大型の車両が一般道を走っているわけです。ですから、こう

いう大型車両が走れば、当然周辺に騒音と振動というのは起きてくるわけで、これは行政

の誰が悪いというのではなく、これからの道路建設について経済的な考慮を加えながら、

先行きの車両等の大型化に備えたような設計なり考え方を取り入れていったほうがいいの

かなという感じがします。 
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 とにかく車両がすごく大型化している。それに対する道路構造が脆弱。ではどうすると

いう答えは、経済的にもすぐ直そうということではないのですが、その辺のことも考慮し

ながら計画全体を考えていかなければいけない時期になっているのだろうなという気がい

たします。 

 

○議長 

 先ほど○○副主幹から「船橋市の環境審議会の議を経て、船橋市長から既に５月の頭に

回答を頂いている。…また、他市の都市計画審議会でも、環境審議会の見解を受けて審議

をしていた事例がある」とのご説明がありました。 

 当市の今年度の都市計画審議会の開催スケジュールは、新型コロナウイルスの影響で例

年とは異なったため、本来ならばこの都市計画審議会においても環境審議会の見解を是非、

情報として受け取って審議したかったのですが、既に市長の回答も終わっている状態にな

っているので、市の立場として環境課からのご説明が無かったのですね。しかし、幸いな

ことに、交通工学がご専門の○○委員が環境審議会の委員でもあり、また市川市の都市計

画審議会にも関係しておられて先程のようなご説明をいただけたわけです。 

 将来にわたる計画を立てても、それが一気にスタート・竣工して全体系が機能しはじめ

るわけでもありません。インターチェンジの一部は既に機能しはじめているのですが、こ

れから起きてくることについては、できるだけ読みを深くして、世の中の変化を組み込み

ながら対応しなければならないと思います。 

 プラスの効果効用の面がある一方、マイナスと捉えられる面もあるかと思いますが、い

かにプラス面を大きくして、マイナス面を小さくするかという対応が必要なのでしょう。

フルインター化によって期待される効果については既に述べられておりますが、その出現

によって地域の新しいバランスに配慮しなければなりません。 

先程、都市計画課長からもご説明がありましたが、対象地は市街化調整区域内であって

農業振興地域内であって、直近には資材置場や作業場等が存在しているので、市として対

応していかなければならない課題は結構出てくることと思います。関係エリアの住民等の

理解と協同を得ることは重要です。 

市としては、各々のセクションでお忙しい課題をお持ちの事は分かっていますが、是非

とも、庁内各部署間の横の情報共有に努めていただき、立体的もしくは重層的に総合化を

試みて、エリア内の新しいバランスを創り上げる努力をお願いしたいと思います。また、

折角、県の方にもお出でいただいておりますので、このインターチェンジ完成の暁に発現

するであろう交通量の処理に関して、直結して、市の骨格を成す県道のあり方について、

是非、適切なご検討をお願いしたいと思います。 

 スケジュール的には、今日の審議会で「通してほしい」ということになりますかね。

これだけたくさんの議論をいただけたことは、大変ありがたい限りでありますが、本日は

短時間の会議を目指したいので、この案件は「原案通り」ということで通させていただき
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たいと存じますが、よろしゅうございますか。 

 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

 ありがとうございました。 

 早速、次の議題に入りますが、説明者はメンバーが代わりますか。ちょっと休みを取っ

たほうがいいのかな。４５分に再開いたします。しばし休憩です。ありがとうございまし

た。 

 

（休憩） 

 

＜ 報告 ＞ 

○議長 

 時間になりました。再開いたしたいと存じます。 

 議題②「ＪＲ南船橋駅南口地区のまちづくりについて」、報告という形で提案されてお

ります。事務局からご説明をお願いします。 

 

○都市計画課長 

 よろしくお願いします。 

 説明の前に、１点ご報告があります。本議題の今後の予定といたしまして、事前にお送

りいたしましたパワーポイントの説明文書つきの資料の一番最後のページ、２４ページの

「スケジュール」と書いているところがあると思います。今、パワーポイントで出ている

こちらです。 

 １２月上旬に案縦覧を予定していたのですが、こちらを１１月６日～２０日までの間に

案縦覧を行うよう予定を変更いたします。これは、原案縦覧時に意見書等の提出がなかっ

たことから、後の千葉県との修正協議が必要なくなったためで、予定を前倒しするもので

す。 

 なお、本議題は、現在検討が進んでいるＪＲ南船橋駅南口地区のまちづくりについて、

今後高度地区の変更と地区計画の決定を考えていることから、今回報告するものです。 

 それでは、事前にご意見、ご質問を頂いておりますので、ご説明いたします。なお、頂

いたご意見、ご質問はお配りしたとおりなのですけれども、内容については一部抜粋もし

ております。 

 ご質問の内容といたしましては、大きく分けて、「まちづくりに関すること」「住民意

見の反映」「事業計画の内容等」がありました。 
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 配付した質問一覧の１の（１）をご覧ください。まちづくりに関する質問は①～⑩にな

ります。 

 質問は、周辺住宅地を含めたエリア全体としての市有地活用の考え方のほか、工業、中

高層住宅の需要等や若松団地との関連についてのご質問がありましたので、こちらのほう

はまとめてご説明したいと思います。 

 当地区は、船橋市都市計画マスタープランの地域別構想では、「南船橋駅において臨海

部の玄関口としてふさわしい拠点づくりを進めます」と位置づけられております。さらに、

市有地活用における検討では、平成２６年度より市有地活用に関する調査や検討等を継続

的に実施し、市場の需要の把握などを行った結果として現在の計画となっております。市

有地活用のテーマと高層化については、憩いとにぎわいの提供、臨海部の玄関口となる場

の形成を実現するため、土地の高度利用を図ることで多目的利用が可能な広場、道路や交

通広場等の公共空間を創出する計画となっております。 

 なお、中高層住宅地区Ａ、Ｂの土地につきましては、事業者に売却する予定です。 

 また、当事業区域の南側にある若松団地につきましては、築５０年を経過した建築物で

すが、現時点では建て替えの時期は未定となっております。ＵＲとは必要に応じて意見交

換等を行っており、本事業についても団地建て替え等を見据えて計画しております。 

 団地も含めた広域範囲のまちづくりの取組については、駅にアクセスする歩行者通路の

ほか、交流空間として広場等の配置を計画しております。 

 次に、「１．（２）都市計画」についてです。ご質問は①～③になります。 

 「マンション世帯が増えた分の学校、保育園等の確保はできているのか」といったご質

問です。本事業によって、３５０戸程度の入居が見込まれます。学校、保育所等について

は、所管課に確認したところ、「現在、本事業地周辺では、就学前児童数の減少によって

定員に余裕のある状況が生じているため、本事業地でのマンション建設等を考慮した場合

も保育所等を新たに整備する必要性は現時点では低いと考えている」とのことでした。 

 ③は、「イメージされているまちなみにするには高さ制限が必要ではないか」とのご質

問ですが、地区計画においては、事業者のイメージを基に、建築物ごとに高さを制限する

のではなく、再開発等促進区の区域の一体的な土地利用を図るため、一律の制限としてお

ります。なお、建築物は、今後の詳細設計により決定されていきます。 

 続きまして、「１．（３）防災対策」について、①～④のご質問を頂きました。 

 当地区は、地震ハザードマップの想定においては、震度６強で液状化の危険性の高い地

域となっております。パワーポイントのほうにも映しておりますが、津波浸水想定では、

地区の一部で０．３メートル以上の浸水が想定されております。また、洪水・内水ハザー

ドマップ及び高潮浸水想定においては、最大おおむね３．０メートル程度となっており、

１階部分の浸水が想定されております。 

 地区周辺の津波一時避難施設としては、ＩＫＥＡ、ワンダーベイシティＳＡＺＡＮなど、

周辺の商業施設やマンションが指定されています。宿泊可能避難所として、若松小学校、
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若松中学校、青少年会館が指定されております。なお、施設ごとの避難計画などの災害へ

の対応については、今後の検討となります。 

 次に、「２．（１）ニーズの把握」についてです。 

 南船橋の住民ニーズの把握については、地元の意見を計画に反映するため、平成２６年

から地区周辺の１７自治会と５回意見交換会を実施しています。この意見交換会では、

「日用品を買い回れる施設が少ない」「クリニックモールが欲しい」等の意見がありまし

た。 

 さらに、平成３０年には市民意識調査とウェブアンケートを実施しました。平成３０年

度に実施した市民意識調査においては、南船橋駅周辺にあるとよい施設として、「緑豊か

な公園や広場など多くの人がくつろげる施設」が５５．８％、「気軽に楽しめるスポーツ

系施設」が３６．７％、「生活利便性の向上につながる商業施設」が２８．３％、「高齢

者や子育て世帯などに配慮した福祉系施設」が２５．９％という結果でした。 

 また、ウェブアンケートでは、「緑豊かな公園や広場など多くの人がくつろげる施設」

が５１．１％、「生活利便性の向上につながる商業施設」が４７．５％、「高齢者や子育

て世帯などに配慮した福祉系施設」が４７．４％という結果でした。 

 これらの結果等を反映し、大規模な広場、生活利便性の向上につながる商業施設、福祉

系施設の配置を計画していることから、駅前の活性化に寄与するものであると考えており

ます。 

 また、周辺渋滞への配慮といたしましては、事業者選定プロセスにおいて交通渋滞対策

を講じることとしており、本計画では自動車交通の抑制や公共交通の利用を促す取組を行

う予定です。 

 続いて、「２．（２）地域住民との合意」についてですが、都市計画手続においては、

都市計画法第１７条に基づく案の縦覧など、定められた法手続によって市民等の意見を伺

っていきます。 

 ご質問に出てくる「確認書」とは、昭和５２年に県、市、周辺の住民代表にて若松小中

学校の移転に関連した再開発計画について確認したものです。この対応については、市の

政策企画課が平成３０年から８回にわたって関係団体との話合いを重ねておりますが、今

後も継続して話合いをしていきます。 

 次に、「３．事業計画の内容等」です。 

 ①の設計コンペの検討についてですが、事業者選定においては、提案者を公募により募

集し、参加資格があると認めたものから提案を受ける公募型プロポーザル方式によって選

定しております。 

 ②の駅前地区ですが、駅前地区の面積は全体で約７，０００平方メートルです。資料の

①の部分の面積は狭く見えますが、約１，６００平方メートルあります。 

 ③の交通広場については、鉄道、徒歩、自動車などの乗継ぎを円滑かつ効率的に処理す

るため、バス、タクシー、自家用車の乗降場及び歩道を整備する予定です。 
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 ④～⑦の商業施設や公共施設についてですが、商業施設は休日以外の利用もあり、テナ

ントの需要についても問題ないと事業者から聞いております。ＩＴ対応のまちづくりや公

共施設については、予定はありません。商業施設内の店舗については、事業者における今

後の検討になります。 

 ⑧、⑨の福祉地区のアクセスの問題点についてですが、周辺地区の渋滞による市施設等

の利便性への影響は、児童相談所及び高齢者向け福祉施設の性質上少ないと考えておりま

す。児童相談所の設置場所については、所管課に確認したところ、「相談機能の利便性を

高めるため、公共交通が近接していることが重要です。また、適切な一時保護ができるよ

う、繁華街から一定の距離を有する良好な住環境が必要です。このような条件を勘案し、

市有地及び土地購入を含めて検討した結果、一時保護としての環境面に優れ、かつ一定の

利便性等を兼ね備えていることから、本地区を設置候補地としました」とのことでした。 

 ⑩についてですが、市などによる開発区域の面積、これは福祉地区のところですが、こ

の面積は約８，０００平方メートルです。高齢者向け福祉施設の内容については、現在検

討中とのことです。 

 ４はご意見になります。たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。こちらに

ついては、今後の検討につなげていきたいと思います。 

 ご意見、ご質問に関する報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 ただいま、既にお寄せいただいた疑問、ご意見に対して事務局から答えがございました

が、なおご発言ございましたらどうぞ。 

 

○委員 

 質問に対するご回答を頂きましてありがとうございました。 

 １点だけ確認です。事前のところの２ページ目、「住民の意見の反映」の（２）の部分

です。質問としては、地域住民との合意について基本的な見解を確認したいということで、

ご回答としては、船橋市の政策企画課のほうでずっと話を続けていくということだと思う

のですが、地元の方からご意見を頂いたのは、話合いがまとまっていないのにこういう計

画を出されたということについて、非常に懸念を持っていらっしゃる。政策企画課と話合

いが終わらないうちにこれが出てきてしまったということで、地元の皆さんは不安になっ

てしまっているんですよね。話合いは続けて行きます、でも計画を進める手続は別です、

というやり方はやめてほしいというのが地元のご意見だと思うのですが、その辺り、政策

企画のほうとはどのような打合せをされているのか、そこだけ確認をさせていただいてい

いですか。 
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○都市計画課長 

 確認書におきましては、先ほどもご説明したとおり、政策企画課のほうが担当となって、

平成３０年から８回にわたって関係団体と話合いを重ねていると聞いております。こちら

については、市としてもこれからも丁寧に話合いを続けていくというふうに聞いておりま

すので、そこは決してそこの住民の方をないがしろにして計画を勝手にやっているという

ことではなく、それはきちんと説明をしていく、話合いをしていくということです。 

 

○委員 

 もう一回だけ確認を。長くなるといけませんので。 

 では、今、現にこの案を変更してくださいという申出が出ているかと思います。ですか

ら、話合いの結果によっては、今、出されている報告の内容の土地の利用計画が変わると

いうふうに私は受け止めたのですが、そういう理解でいいですか。 

 

○議長 

 事務局、どうでしょうか。 

 

○都市計画課長 

 今のところ、いろいろご意見を聞いているところですけれども、そこで具体的にここを

変更しろとか、そういったことでここに及ぶというふうには今のところ考えてはいないの

ですが、ただそこはきちんと説明を続けていこうとは思っております。 

 

○委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

○委員 

 ○○です。この中で、地域住民との意見交換会等を行って活用検討を進めたというふう

に説明されておりますので、地域住民からどのような意見、要望が出たのかということを

把握しておきたかったのですが、このご回答の中で、確認した内容はここにあるとおりだ

という程度なのでしょうか。 

 私は、地域住民の方、特に高齢者向け福祉施設と言っているけれども、やはり臨海部で

全国的にもいろいろ災害が起こっているので、高齢者向け福祉施設とは何だろうかなと思

ったのですが、先ほど検討中で現在はまだ決まっていないというお話だったものですから、

こんな話は住民との話の中では出てこなかったのでしょうか。 

 

○都市計画課長補佐 

 住民からの要望としては、高齢者施設等というものはあったと伺っています。ただ、こ
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れについては、そこの部分に対してどういうものを建てるかというのは、現在も他部局の

ほうで検討中であるという形で伺っております。 

 

○委員 

 今回、計画内容と既存の若松団地との融合性というのがどういうふうになっているのか、

これを私は一番知りたいのです。計画では線引きでこういうふうになりますということで

すけれども、既存の公団の若松団地は、まだ何十棟もの既存の建物があって、住民の方も

おられると。そこにこういう新しい計画ができて、まちづくり的には新旧の融合がされて

いるのかなというところは気遣いをしてもらいたい。 

 それと、ＵＲとの関係なのですが、もう築５０年ぐらいですか。築５０年ぐらいたって

いるとすると、建築的にはもう寿命が来ているというわけですから、近い将来、当然この

エリアの建て替えというか、どういう事業をするかということが喫緊の課題になるのでは

ないかと思います。そのときに、今の駅前計画がそれに耐えられるだけのキャパを持って

いるのか。新たに若松団地を計画したときには、相当の人口の流入になると思うので、そ

の辺を踏まえた、先を見越したプランになっているのかどうか、その辺も十分検討して、

若松団地が新しくできたら、駅前広場がぐちゃぐちゃで狭くて使用に耐えないというよう

なことがないようにしないといけないので、もう少し先を見た形での今回の計画になって

いるのかというところは、ぜひ配慮して計画を検討していただきたいと思います。 

 私が感心したのは、今回、地区計画の決定と高度地区を撤廃しますということで、これ

は非常によい結果だなというふうに評価しています。 

 そういうことで、新旧含めて新しいまちづくりというものをぜひ。どうしてもここの部

分だけスポットで目が行ってしまいますが、もっと大きいエリアの中で考えて、将来を含

めて考えていただきたいと感じました。 

 それから、最後に質問なのですが、ここはハザードマップでいうと白いエリアになって

いるのですが、海抜が３メートルですか。浸水被害というか、白いエリアで…… 

 

○都市計画課長 

 津波のハザードマップですか。津波ですと、０．３メートルというところです。 

 

○委員 

 ３０センチメートルということですか。 

 

○都市計画課長 

 ３０センチメートル程度ということです。 
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○委員 

 白いところは何の意味なのですか。 

 

○都市計画課長 

 白いところは水が来ないということです。津波に関しては水が来ないということです。

色がついているところが……。 

 

○委員 

 白いところは津波が来ない？ 

 

○都市計画課長 

 来ないというところです。 

 

○委員 

 だけれども、手前の海側のほう、若松中学校のほうは色がついていて、５０センチメー

トルとかになっている。競馬場のほうは１メートルとか。白い部分は高いのですか。私は

現地を見ていないからよく分からないけれども。 

 

○都市計画課長 

 見た感じはフラットというか、そんなに高低差があるようには見えませんが、このハザ

ードマップでいうと３０センチメートル未満のエリアということになります。 

 

○委員 

 海抜でいうといくつぐらいになるんですか。津波だけではなくて、最近は高潮でいろい

ろなところが被害を受けていますから、そういった意味で海抜というのは大事なのかなと

思って聞いているのですが。 

 

○都市計画課長 

 すみません。海抜が何メートルかというのは、今、分かりません。 

 

○委員 

 分かりました。では、後で教えてください。 

 

○都市計画課長 

 はい。 
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○委員 

 そういうことで、新旧の融合するところがうまくバランスが取れているのか、その辺が

ちょっと気になったので意見を申し上げた次第です。 

 

○委員 

 ○○です。いろいろ市民のご意見もお聞きして、いろいろ活用の方策が見えてくるので

すが、私が意見として書かせていただいたのは、意見の一番上ですけれども、自分の住む

土地の上でこれまでどんな人々の営みと喜怒哀楽があったのかということも大事なのでは

ないかなと思っています。 

 実はここは、どこにも書いていないのですけれども、東洋一を誇った船橋ヘルスセンタ

ーがあった、まさにそのど真ん中なんですよ。恐らく住んでいる人々も、５０年前ですか

ら、その頃には撤退しましたのでなくなってはいるのですが、まさにそこでは、私はザウ

スを知っていますけれども、ザウスよりも昔に人工スキー場があったし、日本のモーター

スポーツの黎明期を支えた船橋サーキットもあったし、ゴルフ場もあったし、飛行場もあ

ったし、競馬場もあったし、劇場もあったし、まさに東洋一のアミューズメントパークだ

ったわけです。そこには多くの人々の熱狂と興奮と幸せに包まれた時間があったんです。

それも本当は書いたんです。書かれているのはわずか一部ですけれども。そういう人々の

営みや時間を、そこに住んでいる人が知らないというのはどうなのだろうなと思うんです

よね。利便性の向上はとても大事なのですけれども、市民にとって魅力的なまちづくりと

いうのがそういう側面にもあるとすれば、何かこの場所で、わずかでいいのですけれども、

そういうことが伝わるような何か工夫ができないか、ということを加味していただけない

かなと思っています。 

 

○議長 

 ほかに何かお気づきの点は。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 ○○です。建築的な立場から申し上げますと、今回、容積率、高さを緩和するというお

話ですけれども、緩和したからといって必ずしもまちづくりが魅力的になるかというと、

そこはやはり考え方が高層高密化ということになってくるかと思いますので、工夫が必要

かと思います。船橋市のこの地域の適性というものを考えますと、物流もある、工場もあ

る、人気もあるというところではありますけれども、高密度化、高層化した場合であって

も、船橋駅南側の住民の方々の生活像といいますか、将来像といいますか、そういうこと

を長い目で考えた計画にしていただければ、魅力的になっていくのかなと思います。 

 



38 

 

○議長 

 どうぞ。 

 

○委員 

 まず、この計画自身は、全国的な例から見ても、公民連携で地元からのニーズが非常に

高い広場的な空間をつくるということでもあります。それに合わせて地区計画、また高度

地区を変更するという案件でございますが、この件については特に異存はありません。よ

い取組ではないかなと個人的には思っております。 

 ただ、そのときに、先ほどもご紹介がありましたけれども、もともとある都市計画マス

タープラン、また、立派な緑の基本計画を船橋市は持っていますので、そういうものに則

した形でこの事業自身を展開してもらえると、よりよくなるのではないかと思います。 

 具体的に、例えば緑に関して言うと、もともとこういう市街地の中で大きな公園をつく

っていくというのは非常に大変であります。そういう中で今回広場をつくるのですけれど

も、ここの空間に限らず、いろいろな民地の部分でも緑を増やしていく工夫をしてもらう。

立体的な緑をつくるとか、そういうことにも取り組んでいただく。 

 また、やはり顔になるような場所ですので、景観に配慮したような建築、またそのほか

の構造物も含めて、せっかくこれだけのことをやるのですから、ぜひよい空間にしていた

だく。それはマスタープランにもそういうふうにちゃんと書いてありますので、それに従

って進めてもらえればいいのではないかと思います。 

 

○議長 

 ほかにご意見いかがでしょう。 

 ○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 もう意見がないようなので。 

 非常につまらない話なのですが、ネーミングで「ワンダーベイシティＳＡＺＡＮ」なん

ていう、「ＳＡＺＡＮ」はそぐわないなという第一印象。誠に申し訳ありません。湘南と

船橋はどう見ても釣り合わないかな。つまらない意見でごめんなさい。 

 

○議長 

 さて、かつて一度に８課題が都計審にかかったことがありました。とても３時間では終

わらなかったのです。それで、いきなり今日で結審してくださいというのではなくて、途

中でもいいからとにかく報告という形でどんどん出してください、その間にこちらも勉強

するからと申し上げました。「報告」というのは「了承」とは違うんですよ。報告のとき

には、「報告を聞きましたね」とは確かめますけれども、「ご了承しましたね」とは私は
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聞きません。 

 またご質問等が出ましたら、事務局は本当に大変でしょうが、いろいろ対応していただ

きたいと思います。 

 

７．閉  会 

○議長 

 これで閉めたいと思いますが、皆さん、ようございましょうか。 

 事務局のほうから何か。 

 

○事務局 

 本日はありがとうございました。事務局より、次回審議会の開催について既にメールに

てご案内しておりますが、ご連絡いたします。 

 次回の都市計画審議会は、１１月９日（月曜日）、午後２時から、本庁舎６階、６０２

会議室で開催する予定でございます。 

 次回以降の会議の進行方法については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、

開催方法等を検討いたします。詳細につきましては、後日開催通知と資料を送付する際に

併せてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

 

○議長 

 それでは、本審議会はこれで閉会といたします。ご協力ありがとうございました。 


