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第１４０回船橋市都市計画審議会  議 事 日 程 

 

令和３年３月２９日（月） 

午後２時０４分～午後５時１２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  議事録署名人の指名 

 

５  議題 

 

議案第１号 船橋都市計画高度地区の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第２号 船橋都市計画南船橋駅南口地区地区計画の決定（船橋市 

決定）（付議） 

報告１   海老川上流地区土地区画整理事業について（報告） 

報告２   船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

の変更（報告） 

報告３   船橋都市計画区域区分の変更（報告） 

報告４   船橋都市計画用途地域の変更（報告） 

報告５   船橋都市計画土地区画整理事業の決定（報告） 

報告６   船橋都市計画下水道の変更（報告） 

議案第３号 船橋市都市計画審議会の会議の公開及び傍聴等に関する 

要綱の一部改正について（付議） 

 

 

 ６  閉   会 
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＜ 議 題 一 覧 ＞ 

 

議案第１号 船橋都市計画高度地区の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第２号 船橋都市計画南船橋駅南口地区地区計画の決定（船橋市決定） 

（付議） 

報告１   海老川上流地区土地区画整理事業について（報告） 

報告２   船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

（報告） 

報告３   船橋都市計画区域区分の変更（報告） 

報告４   船橋都市計画用途地域の変更（報告） 

報告５   船橋都市計画土地区画整理事業の決定（報告） 

報告６   船橋都市計画下水道の変更（報告） 

議案第３号 船橋市都市計画審議会の会議の公開及び傍聴等に関する要綱の 

一部改正について（付議） 

 

＜ 審 議 結 果 ＞ 

 

議案第１号 船橋都市計画高度地区の変更（船橋市決定）（付議）原案のと

おり了承された。 

議案第２号 船橋都市計画南船橋駅南口地区地区計画の決定（船橋市決定） 

（付議）原案のとおり了承された。 

報告１   海老川上流地区土地区画整理事業について（報告）について報 

告が行われた。 

報告２   船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

（報告）について報告が行われた。 

報告３   船橋都市計画区域区分の変更（報告）について報告が行われた。 

報告４   船橋都市計画用途地域の変更（報告）について報告が行われた。 

報告５   船橋都市計画土地区画整理事業の決定（報告）について報告が 

行われた。 

報告６   船橋都市計画下水道の変更（報告）について報告が行われた。 

議案第３号 船橋市都市計画審議会の会議の公開及び傍聴等に関する要綱の 

一部改正について（付議）原案のとおり了承された。 
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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 
出席 

 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： １８名   欠席委員： １名 
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〈 傍 聴 者 数 〉  

 議案第１号  ２名 

 議案第２号  ２名 

 報告１    ２名 

 報告２    ２名 

報告３    ２名 

報告４    ２名 

報告５    ２名 

報告６    ２名 

議案第３号  １名 

 

〈 市 出 席 者 一 覧 〉 

＜ 建設局 ＞ 

鈴 木 建設局長 

                                                                                             

＜ 都市計画部 ＞ 

髙 橋 都市計画部長 

 

（議案第１号、議案第２号） 

＜ 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 

 

＜ 政策企画課 ＞ 

波多野 政策企画課長補佐 

杉 田 政策企画課副主幹 

石 黒 政策企画課主査 

 

（報告１、報告２、報告３、報告４、報告５、報告６） 

＜ 都市政策課 ＞ 

杉 原 都市計画部参事 

村 上 都市政策課長補佐 

鈴 木 都市政策課主査 

 

 



5 

 

＜ 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 

野 村 都市計画課副主査 

 

＜ 下水道河川計画課 ＞ 

長谷川 下水道河川計画課長 

中 村 下水道河川計画課長補佐 

山 本 下水道河川計画課主査 

 

＜ 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 

 定刻を少し過ぎましたので、始めたいと思います。 

 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１４０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します。 

 本日は、○○委員から、都合により欠席とのご連絡を頂いております。また、○○委員

から少々遅れる旨の連絡を頂いております。本日は、委員１９名中１８名の方が出席とな

りますので、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、議案第１号と第２号については２名、追加議案の第３号については１名、報

告１から６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、お手元の資料を確認させていただきます。 

 お席にお配りしてある資料は、次第、委員名簿、席次表の３点と、本日の議題の説明に

使用する追加議案の付議書が１点、パワーポイントの資料が３点、事前質問一覧が１点、

計８点になります。 

 次に、事前にお送りいたしました資料は、黄色い表紙の付議書が２部、白い表紙の報告

書が６部、パワーポイントの説明資料３部です。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、都市政策課長より本日の審議会の進行についてご説明させてい

ただきます。 

 

○事務局 

 都市政策課、○○でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

 また、この１４０回都市計画審議会につきましては、度重なる日程調整、日程の変更で、

委員の皆様にはご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございませんでした。開催に向

けて何度もご相談させていただきました○○会長をはじめ委員の皆様には、お取り計らい
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いただき深く感謝を申し上げる次第でございます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、前回の都市計画審議会におきましてお配りさせていただきました「都市計画審議会

の開催に向けた感染拡大予防ガイドライン」を遵守して、引き続き防止対策を行ってまい

りたいと考えております。委員の皆様におかれましても、ガイドラインに沿った安全性の

強化といたしまして、受付にて検温などの健康チェックのご協力、マスク及びフェイスシ

ールドなどの着用をお願いしているところでございます。何かとご不自由なところがある

かと思いますが、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、本日の審議会でございますが、議題の間に説明者の入替えのために１回休憩を入

れたいと考えてございます。 

 次に、マイクの使用についてでございますが、前々回も使わせていただいたのですけれ

ども、ご発言のときに目の前にございますマイクのスイッチを押してからご発言をお願い

したいと思います。また、発言が終わりましたら再びスイッチを押して、スイッチを切っ

ていただくということをお願いしたいと思います。 

 会議の進行方法につきましても、前回の審議会同様、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、付議事項については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、本日の議案第１号及び議案第２号につきまして

は、従前とは異なり、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ま

す。 

 なお、報告６件につきましては、従来どおりこの場でご説明を行います。また、次第の

一番下に記載させていただきました追加議案の議案第３号につきましては、会議の公開及

び傍聴等に関する要綱改正でございますので、都市計画に関する議案審議に入る前にご説

明の上、お諮りしたいと考えてございます。 

 それでは、これより船橋市都市計画審議会条例第５条第１項の規定によりまして、○○

会長に議長になっていただき、議事を進めていただきたいと存じます。会長、よろしくお

願いいたします。 

 

○議長 

 皆さん、ご無事で何よりでございました。昨年の今頃とは全く違う状況であります。そ

して、例えばアメリカと中国とどうするかみたいな話でしたら、外務大臣に動いてもらっ

てということがありますけれども、相手が新型コロナだと折衝のつけようがありませんの

で、あのせいではないか、このせいではないかと人間同士が話し合っていたところで、コ

ロナには全く通じていないわけでありまして、向こうは向こうの都合であります。 

 ちなみに、長くならないように注意しますが、私たちが今住んでおります近代建築、そ

れから都市計画として議論しております近代都市計画の理念というのは、１９世紀の終わ

りごろのコレラのものすごさで、モダンサニタリーという近代衛生理念というものを構築

してつくり出したものがこの近代都市計画であります。ですから、本当は慣れているはず
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なのですが、残念ながら１００年以上前の人たちが、今１００歳の方は随分おられますけ

れども、１００何十年も生きているわけではないので、見事につながっておりません。右

往左往するわけです。 

 ヨーロッパでは、かつてペストのときには人口の３分の１が亡くなったといいます。コ

レラのときも、３日で亡くなる人がたくさんいて、随分と人口も減ったりしたという歴史

が残っております。京都も大変でした。実は、そういう中でつくり出してきたのが近代都

市計画の理念なのですが、やはり右往左往いたしているというのが現実です。でも、顕微

鏡が出たり、随分原因とおぼしきものにアプローチできるようになってきたので、少しは

対応の仕方があるかもしれませんが、今のところ日本はコロナと見事にけんかをするとい

うところまではいっておりません。ただただ私たちの生活の仕方だけを注意しながら、一

番恐ろしいのは人と人との接し方で、人に会うことが一番実は怖いのです。一堂に会して

こうやるというのは、はっきり言って命がけの会議であります。ですから、その意味で、

熱心にお集まりいただきまして大変敬意を表しますが、ぜひ、これがクラスターだと言わ

れないように、この会議がクラスターにならないように、みんなで努力して、実を上げる

ように打ち勝っていきたいと思いますので、どうぞよろしくご協力をお願いいたします。

ごめんなさい、長い話をしてしまいました。 

 

４．議事録署名人の指名 

○議長 

 本日、審議に入ります前に、議事録の署名人(案)を事務局で用意していただきましたが、

○○委員と○○委員でございますが、よろしゅうございましょうか。よろしくお願いいた

します。それでは傍聴人の方。 

 それでは、追加で入りました第３号が先にあって、既に打ち合わせしてある１号、２号

の案件について、そこから傍聴人の入室ということになるそうですので、早速、その手順

に沿って議事を進めましょう。 

 

５．議題 

＜ 付議事項 議案第３号 ＞ 

○事務局 

 事務局でございます。それでは、第３号の追加議案からご説明させていただきます。お

手元の黄色い「議案 第３号（追加）」と書いてございます資料をご覧いただければと存

じます。船橋市都市計画審議会の会議の公開及び傍聴等に関する要綱についてご説明させ

ていただきます。 

 本日は要綱第７条（傍聴できない者）の変更についてご審議いただきたく、ご説明申し

上げます。 

 船橋市都市計画審議会の会議を傍聴できない者につきましては、新型コロナウイルス感
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染拡大防止の観点などから、「（３）体調が優れないと認められる者」を新たに規定いた

しました。お手元の資料の新旧対照表の３ページをご覧ください。船橋市法務課の附属機

関等の傍聴要領参考例の更新に従いまして、要綱第７条「傍聴できない者」を「傍聴する

ことができない者」に、「第７条 次のいずれかに」を「第７条 次の各号のいずれか

に」としまして、「（３）体調が優れないと認められる者」の追加に伴い、（３）が

（４）となってございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の傍聴人の方につきましても、入室前の体調チェックや検温及び消毒のご協

力を頂いておりまして、体調確認等、感染拡大防止対策が済んでおりますことをご報告さ

せていただきます。 

 以上でございます。 

 

○議長 

 ただいまのご説明に何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

（質疑なし） 

○議長 

 よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 

 ありがとうございます。では、これはそのように通すことにいたします。 

 今度は傍聴人を。 

（傍聴人入室） 

○議長 

 傍聴人の方にご挨拶いたしますが、ご苦労さまです。傍聴に慣れていらっしゃるかもし

れませんが、傍聴券に注意事項が書いてございます。私どもの審議会は、できるだけたく

さんのご発言をいただき、ご自分の考え方はもとより、船橋市民としてこういう意見を持

つ人もいるのではないかというようなことまでも推しはかったりしながら、いろいろ議論

を交わします。そして、より良い結果に導けたらという思いで発言をいたしますので、早

とちりをしないでお聞きいただきたい。ものによっては宿題として残るものもあれば、い

ろいろあるのですが、一番危険なことは、早とちりをしてブログに載せたり、どこかに発

信したり、都計審がこういうふうに決めたなどと発言されるのは非常に心外でありますの

で、それはひとつお守りいただきたい。誰それが極端な発言をしたとか、そういうことま

でも縛りをかけられますと自由な発言ができなくなります。ぜひそこはご理解をいただき

たい。したがいまして、写真の撮影や録音は遠慮していただきたいと思います。 

 最近は、録音しておいて週刊誌に売るなどというのがあるから大騒ぎになるのですが、

信義にもとりますね。ぜひ実のある会議を展開したいと思いますので、ひとつご協力をい
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ただきたいと思います。 

 

＜ 付議事項 議案第１号・議案第２号 ＞ 

○議長 

 それでは、早速、議案の１からです。事務局からご説明願います。 

 

○都市計画課長 

 議案第１号「船橋都市計画高度地区の変更（船橋市決定）（付議）」及び議案第２号

「船橋都市計画南船橋駅南口地区地区計画の決定（船橋市決定）（付議）」についてご説

明します。 

 ご説明する前に、建設局長より挨拶を頂きたいと思います。 

 

○建設局長 

 建設局長の○○でございます。説明に先立ちまして、一言ご挨拶をさせていただきたい

と思います。 

 本日、大変お忙しい中、またコロナ禍の中、委員の方々におかれましてはご出席を賜り、

誠にありがとうございます。 

 また、今回主に南船橋駅の南口における高度地区の変更と地区計画の決定のご審議をお

願いするものでございまして、このご審議を頂く前に、この地区の検討の経緯について少

し触れさせていただきたいと存じます。 

 もともと、千葉県企業庁の所有地でございました南船橋駅南口の地区でございますが、

昭和５０年代より、県が中心となり様々な活用の検討が継続して行われてきたところでご

ざいます。ですが、事業化には至らなかったというところでございまして、平成２５年度

に市に譲渡されてからは、市が周辺自治体等と意見交換をさせていただきつつ、活用の検

討を進めて、意識調査、そして市場調査によるニーズの把握などを実施させていただいて

きたところでございます。 

 その後、市が土地利用の計画案を作成させていただいて、平成３１年４月に事業者を募

集してございまして、外部有識者と市の職員で構成させていただいた専門委員会におきま

して、三井不動産グループを事業者として選出いたしました。そして、令和２年３月に市

と基本協定を締結して、事業を進めているところでございます。この際、都市計画の変更

を想定いたしまして、提案を募集させていただいているところでございます。昨年１０月

開催の１３８回都市計画審議会でございますが、この場で南船橋駅の南口地区のまちづく

りにつきまして、事業や都市計画変更の概要をご報告させていただきました。その後、法

手続を進めて、今回のご審議をお願いするものでございます。 

 本事業は、長年未利用地となっている南船橋駅の南口地区の有効活用を行うものでござ

いまして、市といたしましては、まちの魅力の創出、そして地域の活性化につながる重要
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な事業として考えているところでございます。 

 ご審議のほど、何とぞよろしくお願いいたします。 

 

○都市計画課長 

 それでは、事前に頂いたご意見、ご質問について、都市計画課よりご説明させていただ

きます。 

 本日配付した事前質問一覧の資料をご覧ください。よろしいでしょうか。 

 まず、①のご質問ですが、「緊急事態宣言下のこの時期８議案をなぜ急いで付議するの

か疑問。重要な議案なのでしっかり時間をかけて議論すべきであると考える。その理由を

説明してください」。 

 今回は８つの議案がありますが、事業としては南船橋駅南口地区に係る２つの議案の付

議と、海老川上流地区に係る６つの議案の報告となります。南船橋駅南口地区に係る議案

につきましては、昨年１０月の都市計画審議会にご報告させていただいた後、１１月６日

から２０日に案の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。よって、都市計画法に

定められた手続を進めたく、都市計画審議会に付議するものです。 

 海老川上流地区土地区画整理事業に係る報告につきましては、令和３年９月の組合設立

認可を目指して、現在、組合設立準備会が地権者の合意形成や関係機関との協議などを行

っております。本地区は市街化調整区域のため、土地区画整理事業の実施には市街化区域

への編入等の都市計画変更が必要になります。令和３年９月の設立認可を目指し、５月に

市都市計画審議会、７月に千葉県都市計画審議会にて付議していただく予定としておりま

す。重要な議案のため、事前にご報告したいと考え、今回の都市計画審議会にご報告させ

ていただきます。 

 緊急事態宣言の延長等により、たびたび開催中止や延期をしており、委員の皆様にはお

手数をおかけしております。今後につきましても、ご審議いただかなくてはならない議案

はございますが、審議会の開催については状況を見て適切に判断していきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、②のご質問です。「船橋駅南口地区整備計画については土地利用計画が区

分色別されているだけでうたい文句の『ウォーターフロント』に相応しい街並みの姿が沸

き上がって来ない。文章で説明するのではなく例えば『俯瞰図」でこのような賑わいのあ

る街並みを描いているというような説得力のある説明資料を提示すべきである。どなたが

プランニングして審議会資料としているか甚だお粗末。またスケジュール説明ではなく審

議会にかけるまでのプロセスについても少し詳しく説明していただければ理解しやすくか

つ今後の審議もスムーズに運ぶと思われる」とのご意見を頂きました。 

 適切な説明資料が不足しており、申し訳ございませんでした。ご意見を受けまして、資

料の追加をさせていただきます。先ほど配りました当日資料の１ページから８ページにな

ります。前のパワーポイントにも映しておりますので、併せてご覧ください。１ページか
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ら６ページまでは、各地区の制限と平面図のイメージとなっており、事前郵送した資料、

パワーポイントに説明文が載っているものですが、そちらでいうと１３ページから１８ペ

ージまでに今回の平面図のイメージを入れています。なお、これらのイメージは現時点で

の想定であり、関係機関との協議などにより変更する可能性があります。 

 先ほど配った当日資料の１ページ目は、再開発等促進区の地区計画を説明したものです。

ここで、再開発等促進区についてご説明します。再開発等促進区とは、低未利用地等でま

とまった土地の区域における土地利用転換を円滑に推進するため、道路や広場等の都市基

盤整備と建物等の一体的な整備に関する計画に基づき、土地の高度利用と都市機能の増進

を図ることを目的としております。この赤枠の区域の主な共通の内容なのですが、容積率

の最高限度を、現在の法定容積率である２００％から、地区計画の方針及び地区整備計画

に適合した建築物に限り４００％までの緩和を可能にいたします。建築物等の高さの最高

限度ですが、現在定められている高度地区を廃止いたします。これにより、高度地区で定

められていた斜線制限と最高高さの制限がなくなりますが、地区計画で最高高さを４５メ

ートルに制限いたします。 

 ２ページ目は、壁面の位置の制限を表したもので、３ページから６ページは各地区の制

限を説明するものです。 

 続きまして、スケジュールにおけるプロセスについてご説明させていただきます。当日

資料の７ページをご覧ください。左からご説明いたします。高度地区は、案の概要の縦覧、

地区計画は原案縦覧となりますが、都市計画の案に関わる土地所有者等の意見を求めるた

め公表するものです。高度地区の案の概要の縦覧においては、公述の申出とすることで、

公聴会において都市計画の案について意見を申し出ることができます。地区計画の原案縦

覧におきましては、縦覧された都市計画案に対する意見を市に提出することができます。

これら２つの縦覧は、令和２年７月２９日から８月１２日に行い、縦覧者は４名でした。

公述の申出や意見書の提出はありませんでした。その後、都市計画審議会に報告を昨年、

令和２年１０月７日に行いました。重要な案件ですので、付議の前にご報告させていただ

きました。 

 次の「案の縦覧」とは、決定しようとする都市計画の案を公表するものです。市民の

方々などが、縦覧した都市計画案に対する意見を提出することができます。これは、令和

２年１１月６日から２０日に行い、縦覧１名、意見書の提出はありませんでした。そして、

本日の都市計画審議会に付議ですが、これは市の都市計画の決定については、都市計画法

第１９条第１項において、市都市計画審議会の議を経て決定するものとするとされており

ます。市都市計画審議会にて議案が通った場合には、次の千葉県の協議に進みます。これ

は、都市計画法第１９条第３項において、都道府県知事との協議が定められております。

これらの手続を経て、都市計画決定となります。 

 続きまして、ご質問③にご回答いたします。質問③「『地元自治会との意見交換会』で

はどのような意見が出されていますか」とのご質問ですが、平成２５年に市有地となって
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以降、地元自治会との意見交換会を、地区周辺の１７自治会を対象に５回実施しておりま

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」「高齢者の受入施設、憩いの空間の設置」などのご意見がありました。 

 続きまして、④、⑤について、併せて回答させていただきます。 

 ④「『臨海部の商業施設と中心市街地の商業空間など相互に結び回遊性の高いまちを目

指す』とあるが現状のまちの姿とアクセスの課題を考えると目指すイメージが沸いてこな

い。中心市街地と臨海部の連結・回遊性のイメージを知りたい」、⑤「両エリアの『地域

間及び施設間の連続性を作る』ため『徒歩などにより回遊性を作る』という基本構想が具

体的にイメージできない」というご質問を頂きました。 

 当日資料の８ページをご覧ください。現状のまちの姿とアクセスの課題として、ＪＲ船

橋駅周辺地区と臨海部をまたぐ交通手段が限られているなど、地域間または施設間の連続

性に欠けることが挙げられます。このことから、企画財政部において、平成２６年度に船

橋市臨海部の回遊性創出に向けた基本構想を策定し、回遊性創出を企図した整備イメージ

となっております。具体的には、歩行者・自転車回遊ルートの設定や、歩道の整備等によ

る臨海部へのアクセス手段の充実、近隣居住者をターゲットとした生活利便施設や、臨海

部来訪者をターゲットとした回遊性・にぎわい創出施設の立地誘導による回遊拠点の整備

など、ハード施設とイベントなどのソフト施策を併せて回遊性を向上させ、まちの魅力の

創出及び活用を図っていくイメージとなっております。 

 続いて、⑥のご質問ですが、「コロナ禍の中で、ウォーカブルなまちづくりが従来以上

に注目されています。本地区計画の中でも歩道状空地などが計画されていますが、どのよ

うなイメージのものでしょうか。また、ウォーカブルなまちづくりに対する船橋市として

の考えはありますでしょうか。（例えば１階部分は商業施設にする、ウインドウ部分を大

きくする、公共空間でのカフェの設置を認めるなど）」とのご意見を頂きました。 

 中高層住宅の低層部には、駅前地区、賑わい・交流地区に設置される商業施設との相乗

効果を図る店舗を計画しております。店舗前には広場状の空地を設け、中高層住宅地区に

も、店舗と一体となった、人が集まれる空間を創出いたします。また、地区施設として設

ける約５，０００平方メートルの広場では、イベント等の開催も想定しております。これ

らの店舗や広場などを拠点とし、歩道と歩道状空地により拠点をつなぐ快適な歩道空間を

確保するよう考えています。また、市の考え方としては、都市計画マスタープランにおい

て、「船橋中心部を回遊することのできる歩行空間の形成や、ウインドウショッピングを

楽しめる商店街の道づくり、臨海部の海辺の道づくりなど、地域の地区の特性を生かした

人に優しいネットワークづくりを推進します」としておりますので、他自治体の事例等も

踏まえて研究していきたいと考えております。 

 ⑦です。「『あらゆる人々が快適な暮らしをできるよう福祉施設の誘導を図る』とある

が想定される福祉施設は具体的にどのような施設ですか」とのご質問ですが、児童相談所

の候補地として考えております。それ以外には、高齢者向け福祉施設を想定しております。 
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 次の⑧、⑨について併せて回答いたします。「『建築物等の形態又は色彩その他の意匠

の制限』において、『臨海部の玄関口にふさわしい魅力的な街並みの形成に寄与するデザ

インとする。』とありますが、本地区における景観に関する基準、指針等はありますでし

ょうか」、⑨「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について、制限は駅前地区、

賑わい・交流地区と中高層住宅地区Ａ・Ｂ、福祉地区で同じ内容でしょうか、異なる内容

でしょうか。一体的な印象になることも必要と思いますが、それぞれにふさわしい内容と

なるとよいかと思います。駅前地区、賑わい・交流地区は臨海部の玄関口として歩いて楽

しい意匠、中高層住宅地区、福祉地区は落ち着いた安らぎの場となるような方向性になる

とよいと思います」とのご質問です。 

 こちらについてですが、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限については、全地

区同じ制限となっております。本地区における景観に関する基準、指針等はありませんが、

魅力的なまちなみの形成に寄与するデザインとしては、まちのイメージにふさわしい基調

とする色彩や、連続性のあるデザインや、南側団地への意匠や色彩による配慮等が考えら

れます。魅力的なまちなみ形成に資するよう、各地区の土地利用に関する基本方針に沿っ

て、事業者と協議していきたいと考えております。 

 事前に頂いたご質問は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 通しての説明がございましたが、どうしましょう。随分たくさんの内容なのですが、気

持ち最初のほうからということで、質問された方が今のような答えで納得されたか、ある

いは、聞き方が違っているというところもあるかどうか、そんなご発言を頂こうかと思い

ます。 

 どうぞ、ご発言ください。 

 

○委員 

 いくつかご質問させていただいているのですが、その中で④、ＪＲ船橋駅から臨海部へ

の回遊性の高いまちづくりという部分で、平成２６年度に臨海の基本構想というのがある

とおっしゃっていました。後日でいいのですが、これは見せていただけるのでしょうか。 

 

○都市計画課長 

 当日資料の８ページ、こちらが基本構想になります。 

 

○委員 

 了解です。分かりました。 
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○議長 

 私も８ページを見ながら、「回遊性創出拠点」というとても難しい言葉が出てきたので、

何のことを言っているのだろうと、Google Earthで今のまちの姿を照らし合わせながら、あ

まり聞き慣れない言葉だったものですから調べました。インフォメーションセンターであ

ったり、小公園のような場所であったり、あるいは案内板があったりというのがどうも拠

点らしい。それで、総武線船橋駅の隣のＦＡＣＥの何階かに、市の総合インフォメーショ

ンセンター、総合案内所があります。これも回遊性創出拠点になっています。ああ、イン

フォメーションセンターのことを言っているのかと思いまして、８ページの地図を見てい

きましたら、緑色とか橙色とか黄色とか、そして、この丸印が大体拠点なのですが、それ

ぞれ分けて地図の中で追いかけてみました。 

 そうしましたら、当案件としているところは、ＩＫＥＡの前を通った緑色と橙色が、ど

んと突き当たったところで終わっている。待てよ、回遊性創出というのは、ＪＲ船橋駅の

南口の辺りから、ＩＫＥＡの前を通り越して今度のところに入ってくる。そこまでの間の

ひし形の四辺形といいますか、これを歩行者や自転車、あるいはバスでここまでたどり着

いてくるというのがどうも基本構想の計画なのだなというところを、ようやく私も先日読

み取れたのですが、たどり着いて終わりなんですね。そこから当案件のエリアの、そして、

この出島の埋立地についてのいろいろなところを回遊してみせるというようなものは、そ

こからスタートするので、読んでいると基本構想の中には出てきません。私はそんな読み

方をしたのですが、○○さん、いかがですか。 

 回遊性創出というあまり聞き慣れない言葉なのですが、なかなか実体化しにくいもので

すから。 

 

○委員 

 よろしいですか。○○です。 

 先ほどから８ページとこの絵を見ながら、うーんとなっていたのですが、水上バスとい

うのが一番気になりまして、結局のところ、この出島というのは船橋の中央部から行きづ

らいというのがあります。海を水上バスを使って何かうまくつなげようという構図はちょ

っと見えたのですが、もう少し具体的にお話を聞きたいなと思っています。水上バスの構

想についてです。 

 

○議長 

 どうでしょうか、その辺。 

 

○政策企画課副主幹 

 政策企画課でございますが、私のほうから今のご質問にはお答えさせていただきたいと

思います。 
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 実はこの調査、２６年度に回遊性の基本構想というものを出して、その後、２７、２８、

それぞれ深度化といいますか、そういった調査を掲げております。今、ご質問のありまし

た水上バスについても、この辺はいわゆる移動する手段として何がいいのかという中で、

対象に挙げられております。 

 皆様、ご存じかどうか、２８、２９年度と、東京都の有明から船橋の港と千葉の港への

水上交通を活用した実証実験というものを国庫補助でやらせていただきました。船橋の港

について、どこに行くかというと、なかなか観光地的なものがないものですから、北へ行

けばかなり遠いですがアンデルセン公園、あとは南側の、今はなくなってしまいましたが、

玉川旅館である歴史的な建造物、あとはすぐ近くの臨海部にありますサッポロビール工場、

こういったところをいわゆる拠点といいますか、観光拠点という形で実験をやらせていた

だきました。 

 その結果ですが、なかなか思うような、お客様といいますかそういったものが、実は千

葉港よりはうちのほうが全然良かったのですが、ただ、距離がかなりあるものですから、

ディズニーランドを見ながらというのもあるのですけれども、海の上を長い時間をかけて

というのがありました。 

 ちょっと余談をお話しさせていただきましたが、こういった移動手段につきましては、

そういう中で検討はさせていただいているところでございます。ただ、まだ実現に向けて

という具体的なところまではたどり着いていないというのが実情でございます。 

 

○議長 

 いかがでしょうか。 

 

○委員 

 私はこの海の辺りをよく知っているのですが、どうしても海があると、目の前にあると

ころになかなか行きづらい。そこにとても魅力的なものがあるのだけれども、なかなか渡

っていけない。どうやったらうまくできるのかなとずっと考えていたことがあったもので

すから、水上バスの構想はなかなか面白い構想なのだろうと思って質問させていただきま

した。期待します。 

 

○議長 

 ○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 今日は○○委員がいらっしゃれば、もう少し具体的なお話もできたのかもしれないので

すが、商業活性化委員会でもよくこの回遊性のあるまちづくりというのがテーマになって、

何回か議論しました。ＪＲ船橋駅から臨海部にかけての回遊性のあるまちづくりというの
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は、あちこちで議論が出るのですが、具体的なイメージを市民は分かりません。たまたま、

具体的に２６年度の臨海部の基本構想というふうにおっしゃっていただいたので、そんな

基本構想があるんだということを私自身も初めて知りました。船橋も、市民が夢のあると

いうか、将来こんなまちになるのだというイメージが湧くようなまちづくりを目指すとい

うのが、一つの大きな課題かもしれません。そういう意味で、こういう基本構想があるの

ならば、市民にも理解できるようなものを公開して、夢のある船橋のまちづくりに向けて

いただければありがたいと思います。 

 

○委員 

 ○○です。この計画が策定された時期にはまだなかったプログラムなのですが、今、い

ろいろな自治体で検討が進んでいるモビリティー・アズ・ア・サービス（ＭａａＳ）とい

う考え方があります。移動のシームレス化をどうやって図るのかといったようなところで、

例えばここでいろいろなモビリティーを活用して回遊させるようなプログラムを組むので

あれば、そういったシステムを検討できるような国の方針も上がっています。 

 観光に特化するのであれば、私も少し絡んでくるのですが、伊豆半島、下田のほうで使

っているということで、Ｉｚｕｋｏというのを観光型ＭａａＳというので展開しています。

また、例えば首都圏のニュータウンのようなところであれば、高速バスを使って、自宅ま

では小さなモビリティーに連続させる。いろいろな形のＭａａＳが出ているのですが、こ

こもある意味、船橋の駅を拠点としてという考えで、南船橋という駅との回遊、さらには

臨海部といったところを、水上交通を活用するような形で組んでいくのであれば、新たな

計画仕様として打ち出す魅力が、ここに本当にポテンシャルがあるのであればということ

ですが、そういうところもこの検討をしたときにはなかったプログラムですので、ぜひそ

ういった視野も入れて、今後検討していただくのがいいかと思います。 

 

○委員 

 ○○です。新しいテーマで、事前質問の②についてですが、スケジュール表で昨年１０

月７日に都計審があって、南口の開発について、ポンチの計画案があって、何だこれはと。

これじゃイメージが湧かないじゃないかというのが②の趣旨だと思います。それを受けて、

今回、１４０回の都計審にもうちょっと具体的な広域のプランニングが出てきたと。これ

はこれで意見を寄せた成果が具現化されているなということで、一つのこのゾーンについ

てはよろしいかと思います。 

 ただ、問題なのは、もうちょっと先、１０年あるいは１５年後ぐらい先にいったときに、

現状の若松団地とのふれあいというか、人流あるいは物の動きがどういうふうに有機的に

つながるか、この辺が将来大きな課題になってくるので、そういった意味で、今回ゾーニ

ングしている部分については、なるべく多目的に利用できるような空地を取るようにした

ほうがいいというイメージは持っていました。その中で、緑の植樹帯、公園になるのです
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かね、これはそういった意味で多目的に、緊急避難などにもある程度対応できるスペース

があるということで評価はしたい。 

 それから、ゾーニングの中で、駅前交通広場は今言ったような若松団地が開放されて、

さらに大きなプランが出てきたときに、あまりにも弱小だという気がするので、この辺は

将来に向かって成長できるようなゾーニングを考えておいたほうがいいかなという感じが

します。提案というか課題として申し上げておきたいと思います。 

 私たちが都計審で言ったものがこういった形で今回表現されているというのは、無駄で

はないという感じがしましたので、さらにこれよりもっと細かく、ここはどうなんだとい

うのは、それぞれ建築デザインの話ですから、ここでは取り上げないということで、大局

的には対応してくれているということで、都市計画部の努力は評価したいと私は考えてい

ます。今後も都市計画をかければいいんだというのではなくて、出た意見をしっかりと吸

い上げて、いかに活用していくかということでご努力いただければ、都計審をやっている

意味があるかなという気がします。 

 一つ、回遊ゾーン云々という話があります。私は別な視点で、すぐ隣に谷津干潟という

のがあるのですが、こことのつながりです。いわゆる観光スポットでベイサイド全体をど

う考えるかということと同時に、すぐお隣にラムサール条約にも登録されている立派な干

潟があって、大勢のバードウォッチャーが来られるわけです。そことの有機的なつながり

を、あそこは習志野市になるのでしょうか、お隣の市とも連携しながらサプライチェーン

というか、観光チェーンの一環として検討してみてはいかがかと思います。地図で見ると

すぐ隣で、徒歩で移動できる非常にグッドな観光地というか場所なので、その辺は今回域

内ということだけで触れていないのですが、もうちょっと目を転じてみたらいかがかとい

う気がいたしました。 

 最後に、話題に出ていた水上バスですが、これは大いに結構だと思います。細かいルー

トはこれから検討するとして、ポンプ場の奥まったところから船が出発して、あるいは海

老川のもうちょっと根っこぐらいのところから人を乗せて、どこをどう見るかいろいろあ

りますが、子供からすると水上バスはすごく人気があります。ただ乗って動くだけでもい

いんです。何を見るかというのではなくて、陸上を走っているバスが船になってしまった

というだけで非常に喜ぶ。オーストラリアなどはものすごく人気があります。私も乗った

ことがありますが、大人が手を上げて喜ぶような非常に面白いものがあるし、今、国内で

は八ッ場ダムが水上バスを走らせています。あれもダムのセールスポイントと同時に、何

をしに来たのかというと水上バスに乗りに来たと。海ではなくてあの山の中で。こういう

売り込みもあるので、この水上バスは生かして活用する、観光の目玉にするというやり方

も浮かんでくると思うので、ベースとしては大事な発想かなと感じています。 

 そういう意味で、船橋とか千葉というのは湾岸に接してはいるのですが、横浜、横須賀、

川崎みたいに強烈なインパクトを持った観光地にするには地政学的に無理があるので、身

の丈に合った形で、コンパクトで結構面白いよというような、観光施設も含めたまちづく
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りの中で将来の船橋を育てていけば、また魅力あるまちになるであろうと感じました。 

 

○委員 

 今、谷津干潟、ラムサール条約の話も出たので、ちょっと古い話になってしまうのです

が、かつて谷津干潟よりももっとずっと渡り鳥が多く生息したのは三番瀬の干潟なのです。

かつて千葉県でも、三番瀬再生計画という膨大な計画がありました。船橋にも「海を活か

したまちづくり」という膨大な計画がありました。この辺が何となく今は消えてしまって、

第二湾岸の話まで出てきている状況なので、谷津干潟のラムサール条約も視点に入れなが

らこういった問題を考えるとすれば、私は三番瀬のあの干潟こそ一緒に考える価値がある

のではないかという気がいたします。船橋の「海を活かしたまちづくり」、あの計画も非

常にいい計画ではなかったかという気がいたします。 

 

○委員 

 せっかくなので、今の話と関連もしているのですが、先ほど水上バスの説明のときに、

観光拠点が弱いという話がありました。これは前にも話したと思うのですが、南口の若松

のところは、まさに東洋一の大アミューズメントであるヘルスセンターがあったわけです

し、モータースポーツの世界で言えば、日本に歴史的に残る船橋サーキットがあった場所

でもあります。それ以外も、アンデルセンと先ほどおっしゃいましたが、例えば海老川の

上流にある夏見団地の下は、中世、夏見御厨という名前でありまして、これは鎌倉と並ぶ

物流拠点だったという、ちゃんとした研究もあります。ということは、船橋はまだまだ焦

点が当たっていない歴史的ないろいろなすばらしいものがたくさんあるのではないかとい

う気がするのです。それも含めて、回遊性も含めながら、船橋の未来を考えていくという

ことが必要なのではないかという気がします。 

 

○委員 

 事前質問の⑥と⑧辺りが私が提出した質問なのですが、基本的には船橋市のご当局の説

明でよく理解できました。それで結構だと思います。 

 お願いとしては、一つは説明にもありましたように、例えば市のマスタープランの中で、

ウォーカブルであったり、人に優しいまちづくりといったようなことがちゃんと入ってい

るということでありました。ぜひ、ここの場所に限らず、市全体で取り組んでいただけれ

ばというのが一点でございます。 

 それからもう一点、この地区に関して、先ほどの説明で結構でございますが、ここの事

業を行うのは民間のディベロッパーであるということでした。もともと市の土地を公募し

て民間事業者にやっていただくということですので、ある意味で公的な不動産を活用した

まちづくりということで、公民連携みたいな性格のものではないかと思います。その際、

よくあるのですが、事業者に任せっぱなしにしないで、市のご当局もよくフォローしてい
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ただいて、先ほどおっしゃっていただいたようなことを実践していただく。その際、とも

するとチェック機関みたいな感じになってしまうのですが、そうではなくて、ディベロッ

パーとよく協調していただいて、最終的にはエンドユーザーである船橋市民の皆さんに非

常に喜んでいただく、すばらしいものができたと、さらに地域としての価値が高まるとい

うことを目指すためにも、ぜひ事業者とよく連携して進めていっていただきたい。決定さ

れることになりましたら、そういうことで事業を進めていただきたいと思います。 

 

○議長 

 ほかに何かご発言はございましょうか。 

 

○委員 

 市議会議員の○○と申します。質問項目のうちの、自治会との関係の部分で３点ほど確

認をさせていただきたいことがあります。 

 先ほどのご説明では、自治会の皆さんからのご意見やご要望を伺った時点というのは、

平成２５年に地元１７自治会の皆さんとというようなお話だったかと思います。そうしま

すと、ちょっと時間がたっているような気がいたします。１０年スパンで見るほどではな

いにしても、この間、社会情勢ですとか、特に私が一番気にしているのは災害なのですが、

そういった観点で言うと、地元の皆さんのご意見やご要望が変わってきているのではない

か、あるいは追加といったことがあるのではないかということが気になります。まず、そ

れを把握していらっしゃるのかというのが一点。 

 それと、今回、再開発等促進区の新たな地区計画を張るわけなのですが、いろいろ見せ

ていただくと、当日配付資料の３ページ、４ページを見れば、地元の皆さんが福祉施設を

要望されたり、医療機関の要望をされた場合にも対応ができるのだろうと思いますが、こ

の地区計画をやったことによって関係地域の町会の皆さんのご要望が一定制限されたり、

意に沿わないことが起きてしまったりということが本当に起きないかというのが懸念され、

心配したものです。さっきの１問目の質問と絡んでくるのですが、地元の要望がこの地区

計画を行ったことによって促進されたり、より生かされる、都市計画ですから１年、２年

の話ではないと思いますので、先々お困りにならないということが大事かと思います。そ

の辺りが気になりました。 

 最後ですが、この間、意表を突いたような災害がいろいろ発生しております。ご承知か

と思いますが、若松団地は３．１１のときに液状化を起こしまして、外から助けに行けな

い、団地の皆さんは外に出られないというような、非常に孤立した地域であります。です

から、この地区計画なども、そういった災害対応、今一番新しいもので言えば、千葉県が

新しく出してきたハザードマップ等があるかと思いますが、実は南船橋駅前も浸水想定区

域になっているかと思います。そうなってくると、促進区域にするのはいいのだけれども、

そこに建設する建築物に対して一定のルールを設けておかないと、災害に対して、とりわ
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け水の災害に対して、脆弱なまちになってしまうのではないかと。地区計画は、建築物そ

のものにはいろいろな縛りはかけないだろうと思うのですが、何か地区計画上で工夫でき

ることがあればやっていく必要があるのではないかというのを心配しています。 

 その３点、お答えいただければと思います。 

 

○都市計画課長 

 まず最初の質問の、平成２５年に意見交換会を行ってから時間がたっているのではとい

うことですけれども、平成２５年は市有地になった年で、そこから意見交換会を始めてい

ますので、２５年に聞いたきりご意見を聞いていないということではないです。引き続き、

それは周辺の意見交換会とか、ほかの団体等にもいろいろ話合いとか打合せは重ねてきて

おりますので、その点は、その時点からやっていないということはないです。 

 ２点目は、こういった要望が来ているのだけれども、地区計画で逆に足かせになってい

くのではないかというご質問だったと思います。当然そこの部分は皆さんの意見とか、市

のやっていきたいというビジョンの中で地区計画を定めていますので、この地区にそぐわ

ないようなものは建築に制限をかけております。例えば、パチンコや麻雀など、風営法に

かかるようなもので、そぐわないものは建築できないという制限をかけていますので、逆

にそれは皆さんの意向に合うようなものになっていると思います。 

 

○都市計画課長補佐 

 ３点目については、災害時を想定したような建築物のルールという形なのでしょうけれ

ども、ちょっと難しい話だとは思います。何かしら建物に対して規制するというよりは、

どちらかというとソフト面で避難路とかそういうものに対して、今後やっていかなければ

ならないとは思うのですが、建物自体を災害に対応した建物というのは、研究していかな

ければいけないかとは思います。まず災害時を想定したまちをつくっていくには、災害が

起きた場合はまず避難ということでしょうから、そういう観点からソフト的な要素という

のはこの南船橋だけではなく、これから必要になってくるのではないかと思います。 

 

○委員 

 どうもありがとうございました。一番大事なのは、地元の皆さんのご意見がちゃんと反

映されるまちづくりであっていただきたいという要望なので、今後もよろしくお願いしま

す。私も素人なので、これを見ただけで大丈夫そうだと言いにくいところもあるのは、浸

水想定地域で８０センチメートルから３メートルの間というのが出ている部分が多いです。

そういう中に、本当であれば、まちづくりは大丈夫なのかという心配なところがあります。 

 今、ご指摘のあった避難路の確保といった場合に、先ほど回遊性のお話もありましたが、

この地域の渋滞はものすごいです。ですから、いざ災害が発生したときの避難経路の確保、

建屋の中ではなく、あの地域が例えば大きな水が出てしまうなどが発生したときに、そう
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ではない海水面から高い地域に避難しようとするときに、ものすごく不便になるというこ

ともあります。考え過ぎかもしれないのですが。ただ、災害のときに命を守るという観点

からは、避難経路の確保が非常に難しい地域になるであろうと思いますので、今回、地区

計画をやること自体は必要なことだと思うのですが、災害時の備えに近いような、何か手

法なりを検討すべき地域だというのを私は非常に感じたところです。 

 

○議長 

 ○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 今の議案に関連する避難ですが、ここに三井不動産を含めてというか、三井不動産がや

るマンション等が結構あります。この地域で、地盤をかさ上げして水害から守るというの

は物理的に無理だと思います。ですから、不動産と協議して、人命に関わるような被害、

高波とか津波とかいろいろあると思うのですが、万が一そういった場合には緊急避難とい

うことで、居住者の方を高い位置に移動させるという互助協力を事業者と市との間で結ん

でおくというのも、ソフトの面で効果があるのではないかと私は考えます。物理的な処理

は現実的に無理だと思います。ですから、そういった高い建物に避難できるような、事業

者と行政との間で協力し合う協定みたいなものをつくっておくといいのではないか。今み

たいなものについては対応できるのではないかという気がしますので、一つ提案しておき

ます。 

 それと、液状化というのは浦安でいい例がありまして、まさにあそこは海水をほっくり

返して干上がらせてつくった、専門的に見ると液状化してくださいという地盤です。砂の

地盤ですから。揺すられたら水が出て、乳液と同じになります。ただ、乾いているときは

非常に強いのですが、ああいう地震で揺すられるともう手の打ちようがない。 

 どうしたかというと、結局、地盤改良して周りに砂の杭を打って、現状の地盤を締め固

める。サンドクィック方式というのですが、そういうことで後からすごく金がかかるとい

うことになりますから、埋め立て地に建つ建物というのは、特に戸建てみたいな場合は難

しい。技術的な処理はいくらでもできるのですが、非常に高価、金がかかるということが

あります。あの地区で戸建てを考えたら、売るほうも買うほうも覚悟してやらなければし

ょうがないだろうということです。 

 そんなようなことで、水とか高潮、津波だとか――津波というのは僕は東京湾の中まで

はあまり来ないような気がしますが、高潮は３メートル、５メートルというのは出てきて、

低気圧と満潮時がぶつかると５メートルぐらい海面が上がってしまいます。そういった場

合は、この辺はもろにやられるということが想定できるのですが、それは今申し上げたよ

うに、民間との協定で対応するというのも行政のやり方かなという気がします。 
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○議長 

 お待たせしました。どうぞ。 

 

○委員 

 長くなってきてしまったので、短めでお伝えしたいと思います。 

 整備イメージ図を頂いて、これから恐らく実証実験をするとか、もしくはこの後いろい

ろな意見を踏まえてブラッシュアップしていくという段階に入っていくと思います。今見

ている整備イメージ図、特に今日議題に上がったのは、黄色のラインや茶色のライン、緑

のラインということで、自転車や歩行やバスのラインの引き方というところでいろいろ指

摘もあったと思うのですが、それに加えて一つ、今後ブラッシュアップしていくに当たっ

てお伝えしたらいいかと思ったことは、モードごとのリンクというのがあるかなと思いま

した。それに関しては、バスと水上バスのリンクというところで、例えば、水上バス発着

場の京葉食品コンビナート協議会のところと、サッポロビール園のバスの終わりのところ

が離れているので、ここをリンクさせるとより水上バスの利用者が増えるということもあ

るかと思います。 

 あとはモードごとの特性で、利用者層はどういった方がいるのか。その利用者層に合わ

せて、例えばサイクルポートでいえばどこに設置したらいいのかということが決まってく

ると思います。そういったところを考えていくと、恐らく線の引き方というのは限界があ

ると思うので、そこを補うような形でポートの置き方やモードのリンクということで、地

理的なリミテーションを補完していくということが可能かと思っています。 

 例えば、サイクルポートの置き方で言えば、市民文化ホールは船橋駅から歩いて行かれ

る方が多いのと、今はコロナなので難しいと思うのですが、割と高齢の方も含めてコンサ

ートを聞きに行かれることが多いので、ここにサイクルポートを置く意味を考えられたら

もしかしたらいいのかもしれないです。代わりに南船橋の駅の南口と北口というのは駅を

またいで、ＩＫＥＡの前を通って、高架下を通ってという形になるので、例えば小さくて

も構わないので、サイクルポートは場所を取らないものですから、南口と北口の両方に設

けるとか、もしくは自転車を利用する層というのは、割と若い方、身動きが取りやすい方

が多いと思うので、商業施設の前、ららぽーとやビビッドの近くにも少し置くとか、回遊

性の向上というところも踏まえると、ソフト面の置き方で補完できるところもあるかと思

います。例えばこの実証実験などをなされる際に、そういったいろいろなユーザーの方に

意見を聞いて、置き方やもののリンクというところで補完できるところ、より利便性が高

まる、回遊性が高まるというところの目的を達成されていくと今後いいのかなと感じて、

イメージ図を拝見しておりました。 

 

○議長 

 実は、私が申し上げたのも２つあったのですが、その１つは船橋市の西南のエリアのう
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ち中心部というのは、ＪＲ総武線船橋駅の南口からＩＫＥＡの前のところまでのエリアで、

本町通りであるとか、その他つなぎをしながらここまで回遊をつくるかという委員会があ

り、素案のようなものがあったり、検討されたという歴史があったようであります。 

 実は、私が勉強してみて気になったのは、今回の対象地域に隣接して習志野市の住宅団

地があり、さらにその南側に工業系の埋立地があるわけですが、ここにも間違いなく南船

橋駅を利用する人々がいるわけですが、その配慮が見受けられないのでは？ 

 そして、とても気になったのは、若松小学校の通学路がどうなっているのかなというこ

とです。そもそも船橋小学校、そして宮本小学校という歴史のある小学校が分校をつくり、

新しくなっていく中で、駅ができる、ここに鉄道が入ってくるというのを含めて、若松小

学校があそこに移ってきた。その頃は、団地に住んでいる方たちの子供さんたちがここに

通ったのだろうと思うのですが、住宅団地の宿命でありまして、そこの居住者がお年を取

ってくると同時に小学校を卒業してしまいます。そうすると、学校が要らなくなってきま

す。しかし、そうは言っていられないので、若松小学校の歴史をブログでずっと調べまし

たら、ららぽーとの西側にできたマンションから子供が通ってくるのだけれども、転入学

させていいか。２年ぐらいたってから、さらにその隣のところに何階建てかのマンション

ができたのだけれども、そこの子供も通学圏として広げていいかという案件が出て、それ

でこれまで、子供たちは通学したわけです。そこに例のサザンが相当の世帯数を持ち込ん

できます。あそこからの子供の通学路を当然配慮しなければならないでしょう。 

 もう一つ、既存の学校区の一部の若松の１丁目、２丁目、３丁目といったときに、線路

の下をくぐって通ってくるのかなと思ったときに、実はどっきりしました。ＩＫＥＡのほ

うを通ってくるのではなくて、東口のところのガード下を通ってくるのだとすると、今は

建物が建っていないからくぐり抜ければ空が見えるのですが、もし今度の案のような形で

あそこに高い住宅等が建ったりしますと、間違いなく日陰が出てきます。子供は通学路に

慣れるのだけれども、誰にも行き合わないような通学路というのは一番怖いわけでありま

す。何とかそこは上手に、「都市の中の間違った空間」（犯罪を呼び起こしやすいような

間違った空間）を作らないよう、都市設計としてはそこに目を光らせなければいけないで

す。何が一番安全かというと、誰かの目がそこを見ている、どこから見られているか分か

らない、ということがあると安全が保てるというような社会心理もあります。ぜひ、ディ

テールになったらそこのところを考えてほしいと思います。 

西側のＩＫＥＡの前のところもガードの下は高さが２メートル１０センチメートルしか

ないですよね。そこをくぐり抜けてこのエリアに入ってくる。門がまえの下を抜けてさっ

と来たときに、どう空が広がって、目がどちらのほうにどう向くかというようなことなど

をイメージすると、ここに文章で書いてある「海浜地区の玄関口として」というのは、ど

ちらを向いている玄関なのかなと思ったら、どうも船橋の内陸のほうに向かって玄関があ

って、その玄関をくぐると臨港区に入っていくということらしいです。ベニスなどは、海

のほうから入ってきて、玄関が海に向いているのですが、ここで言っている玄関口はそう
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ではないというのが分かりまして、そうした中で、先ほどの水上バスの話が出てきました。

いろいろな形で沿岸から入ってこられるというようなことが出てきます。 

 不動産の物件案内で、「駅から３分」というときの３分が何メートルか。大体１分とい

うのは８０メートルです。大体そのぐらいでやっています。回遊という言葉は、入口があ

って出口があります。元へ戻ってくるから回遊というので、行きっぱなしのことは回遊と

言わないです。回遊という言葉がとても使われておりますが、どこがスタートで、そこに

どうやったら戻ってくるか？何時間も歩いた結果、別の駅から電車に乗っていくのなら回

遊とは言わないです。 

 “デコイ”(decoy＝おびきよせる仕掛け)，アイ・ストップ(視線の突き当たり)を上手

に配置して、ここまで来たらあの角まで歩いていこうかな、あそこまで行ったら何かある

かなと誘引する仕掛けを街の空間に創り込む。しかし、どれぐらい歩くかというと、やは

り限度があります。ショッピングアーケード、札幌の大通り公園などもそうですが、工夫

無しに一直線の商店街をつくりますと、スタートが１か所だというのが分かっていれば、

そろそろこの辺で帰ろうかなと戻る。これを折り返し地点といいます。その折り返し地点

をいかに長くするか。そして、そこの道にどのぐらいの時間人々を留まらせるかという滞

留時間を増やすというのが、商業のモールの考え方の基本になります。 

 ぜひ、歩く時間というものと、バスに乗ったらバス停の間隔というのは何メートルかと

か、皆様、ご利用になるほうですからあまりお考えにならなくてもいいかもしれませんが、

計画を立てるほうは必ずそういう物差しで考えます。この埋立地は、道路形態としては市

があまりつくらなくて、民間の、特に住都公団が通路のような形で道路をつくったという

経緯があります。しかし、随分新住民の人口が増えてきます。ぜひ自治会のあり方も、い

ろいろなあり方がありましょうけれども、お互いの使い勝手を考えてやっていただければ

と思います。 

 昨年来のコロナ禍で、今、商業施設の計画・設計者は困惑しています。買物客は店舗に

出向くことを躊躇して、ネット販売やデリバリーに頼る生活に移行しつつある。そうする

と、店舗として売場面積をどうつくったらいいか。要するに建築化、フロア化ができない。

大変みんな苦しんでいます。 

 ですから、そんなことも含めて、「ウィズコロナ」と言う方がおられますが、これから

何年か後に、元のようなというか、歩き回りたいということになってきた時に、また一つ

状況が変わるかもしれません。地方百貨店は今、軒並み左前になってきています。お客さ

んが来ないんです。 

 そんなことも含めて、大変難しいときに手をつけていきますが、はっきり言って５年、

１０年で使い捨てる空間ではありません。都市空間というのはずっと代が変わりながらつ

ながっていきますので、また事情の読み方が社会要請で出てきたら、それを含むだけのア

ローアンスを用意しておけばというような気がいたします。 

 本日、皆さんのご心配として、流動化の問題、高潮の問題、洪水の問題が指摘されまし
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た。また１００年に一度というような言い方で豪雨がものすごいので、堤防をつくってぐ

るりと囲むと水たまりができてしまうという困った現象が起きています。以前、高知県知

事から伺ったのですが、高いところへ逃げるといってもうちは高いところがないと。少な

くとも１００メートルぐらい横に歩いていったら高い塔に登りたい。避難塔をつくり、そ

して、ビルがあったら、外階段を使わせてくれるよう協定を結んでいる。垂直避難をどう

するかというのを真剣に考えています。今回の対象地にも幼稚園がありますし、子供たち

の逃げ方の問題がいっぱいありますので、ぜひそういうのも含めて、これからの歩行、そ

して先程○○委員が言われたウォーカブルです。苦痛に思わないで楽しく歩けるようなま

ちをつくらなければいけないというのが一つです。 

 さて、この議案は都計審でまず認めておいてほしいというのは、現在は第一種住居地域

に指定されていて、第二種高度地区がかかっている。これを、再開発促進区という形で地

区計画という手法を使って、ここの市有地の活用方法を民間力を活用してやっていきたい

と。ついては、容積が今２００％で指定されていますが、これを４００％にしたいという

のと、第二種高度地区でやると、北側からの斜線のほかに、絶対高３１メートルで止まっ

ていますが、それを排除することによって最高限４５メートルということでこのエリアを

抑えていただいて、具体の展開をここからその中でやっていきたいという提案です。これ

は都市計画審議会の議を経てということになる都市計画決定です。上程者はそういうこと

をここで言っているわけで、これをお認めいただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 

 よろしゅうございますね。今までの地区計画とちょっと違いましたでしょう。姿が少し

見えにくい。今日の説明で幾分見えましたが、このとおりつくりますというわけではない

ので、一つのイメージとして、いろいろ提案していただきたいと思います。 

 では、議案第１号はこれで、提案どおりということでよろしくお願いします。 

 民間力を使ってというのは、とても簡単そうに見えるのですが、難しいんですよ。駄目

なものは駄目、規制するものは規制する。これは役所の仕事ですから、きっちりした市の

意向をつくり上げるような努力をぜひしていただきたい。そのためには、住民並びに利用

者、いろいろな声をできるだけ聞いて、反映させるように努力をしていただきたいと思い

ます。 

 では、この件はこれでよろしゅうございましょうか。 

 久しぶりにお目にかかっているので、たくさん意見をお持ちで、とてもすてきだなと思

うのですが、時間だけどんどん回るのはまずいわけで、ちょっとお休みをいただいて、次

の議題は報告ですね。海老川関係です。どのぐらいでしょうか。その壁の時計で４５分ま

で。しばし休憩です。 

 

（ 休憩 ） 



27 

 

＜ 報告事項 報告１ ＞ 

○議長 

 再開しましょう。 

 報告事項、項目数がいっぱい書いてありますけれども、「海老川上流地区土地区画整理

事業に関する報告事項」ということです。 

 事務局、順に。 

 

○都市計画部参事 

 都市政策課でございます。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。 

 海老川上流地区のまちづくりにつきましては、これまで平成３０年２月の第１３０回都

市計画審議会と令和元年８月の第１３５回都市計画審議会の都合２回、進捗についてのご

報告をさせていただいてございます。今回の報告のうち、２から６の都市計画決定及び変

更につきましては、海老川上流地区のまちづくりを進める上で区域区分の編入と併せて行

う都市計画手続の内容でございます。令和２年１１月に、これらの都市計画につきまして

各関係機関の事前調整が整ったことから、都市計画の手続を開始いたしました。令和２年

１２月には、都市計画の案の概要縦覧を行い、現在、国土交通省関東地方整備局と法定の

事前協議を千葉県が行っております。これらのことから、今回はこの原案を報告させてい

ただくものでございます。今後、都市計画の案の縦覧を行った後、都市計画審議会には付

議させていただく予定でございます。予定といたしましては、次回５月の都市計画審議会

に付議させていただくというところで進めているところでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、内容のほうに入らせていただきます。 

 まず、報告１「海老川上流地区土地区画整理事業について」でございます。 

 １ページに、報告内容を「１ 海老川上流地区の概要」「２ 土地区画整理事業につい

て」という形で書かせていただいております。これに沿ってご説明をさせていただきます。 

 ２ページをご覧ください。海老川上流地区の位置でございます。海老川上流地区は市の

中央部、中心市街地の近くに位置しておりまして、東葉高速線が東西に走り、海老川が南

北に流れる自然環境の豊かな地区でございます。また、地区内には都市計画道路３・３・

８号線、３・４・２５号線、地区の東側を都市計画道路３・１・３号線、俗に言います船

取線（県道船橋我孫子線）が通っているところでございます。 

 ３ページをご覧ください。海老川上流地区の現状と課題でございます。 

 海老川上流地区は、平成８年に地権者の皆様による土地区画整理組合設立準備会が発足

し、約２０年が経過する中、休耕地や耕作放棄地が目立つようになり、小規模な宅地開発

や墓地の造成、資材置き場、作業場などが混在した土地利用が進んでおります。このまま

では道路、公園などの公共施設が不十分なまちとなるおそれがあり、市としては当地区に

おいて本市の将来に役立つ実現性のあるまちづくりを行う必要があると考え、組合施行で
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の土地区画整理事業を積極的に支援していくことといたしました。 

 右下の図が現況を表している図でございます。オレンジ色が休耕地・耕作放棄地を表し

ております。このように休耕地・耕作放棄地が目立つようになり、墓地の造成や資材置き

場、作業場などが混在した土地利用が進んでいる状況でございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。土地区画整理事業の計画についてご説明いたし

ます。 

 土地区画整理事業は、基本構想の作成から始まり、関係機関との協議や各種調査、地権

者意向などを経て、段階的に精度を上げた事業計画を作成いたします。平成２８年度から

平成２９年度上半期にかけて、市がまちづくりの基本構想を作成し、地権者の意向を踏ま

え、概略事業計画を作成しました。平成２９年度下半期から平成３１年度初めにかけて、

関係機関（県、市の内部、インフラ事業者など）との協議や測量などを行い、概略事業計

画を精査し、確度を上げた事業計画（素案）を作成いたしました。令和元年度からは業務

代行予定者となった株式会社フジタが事務局となり、関係機関協議や地権者の意向把握を

踏まえ、事業計画（案）を作成いたしました。令和３年９月の設立認可に向け、事業計画

（案）の事前協議を実施し、現在、準備会が地権者の同意を取得しているところでござい

ます。 

 ５ページをご覧ください。先ほどご説明いたしました関係機関協議や地権者意向調査を

踏まえ、前回の１３５回の都市計画審議会でご報告をいたしました事業計画（素案）の土

地利用計画図を変更したものが事業計画（案）の土地利用計画図でございます。この図で

言いますと、左側の図が前の図面で、新しいものが右側の図面になります。主な変更点は、

医療センター移転予定地を都市計画道路沿いから地区の北側へ移動、新たに医療健康拠点

施設用地を計画して、また、駅前広場を鉄道北側から南側へ移動いたしました。 

 続きまして、６ページをご覧ください。前回の報告でご質問の多かった浸水対策につい

て特にご説明いたします。 

 船橋市洪水・内水ハザードマップでは、これは令和２年８月に作成したものですが、土

地区画整理事業区域は浸水することが想定されております。 

 ７ページをご覧ください。近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザ

ードエリアにおける新規立地の抑制や防災まちづくりの推進などの観点から、都市計画法、

都市再生特別措置法の改正がなされました。災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制

として開発許可制度の見直しが行われました。災害ハザードエリアは２つに分類され、災

害レッドゾーンでは都市計画区域全域で開発を原則禁止、浸水ハザードエリア等では市街

化調整区域の開発許可が厳格化されました。災害レッドゾーンとは、災害危険区域や土砂

災害特別警戒区域などのことです。海老川上流地区は浸水ハザードエリアに含まれます。

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりとして、立地適正化計画の居住誘導区域か

ら災害レッドゾーンを原則除外、居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定める防

災指針の作成など、立地適正化計画が強化されました。本市におきましても、来年度末策
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定予定の立地適正化計画で防災指針の作成を現在行っているところでございます。 

 続きまして、８ページをご覧ください。海老川上流地区は、現在、市街化調整区域です

が、市街化区域編入に当たり、都市計画の技術的基準が都市計画法施行令及び通達で示さ

れております。都市計画法施行令では、市街化区域の編入に当たり、溢水、湛水等による

災害の発生のおそれのある土地の区域については、原則含まないとされております。また、

区域区分と治水事業との調整措置などに関する方針では、溢水、湛水等による災害の発生

のおそれのある土地の区域とは、５０ｍｍ/ｈｒ程度の降雨を対象として河道が整備され

ないものと認められる河川の氾濫区域及び０．５メートル以上の湛水が予測される区域は

原則として市街化区域に含めないとされております。 

 ９ページをご覧ください。浸水に対する検討についてご説明いたします。 

 ５０ｍｍ/ｈｒの降雨（年超過確立１/１０程度）が発生するような降雨に対する検討で

ございます。 

 洪水対策として、地区内を流れる二級河川海老川水系の整備計画では、５０ｍｍ/ｈｒ

の降雨に対応した河道及び調節池の整備を千葉県が行います。 

 内水対策として、土地区画整理事業で５０ｍｍ/ｈｒの降雨に対応した管渠、調整池の

整備を行います。 

 次に、想定し得る最大規模の降雨（年超過確率１/１，０００程度）が発生するような

降雨に対する検討でございます。 

 洪水、内水対策として、想定し得る最大規模の降雨でも、宅地の浸水深が０．５メート

ル以下、床上浸水にならないように土地区画整理事業で宅盤のかさ上げを検討していると

ころでございます。 

 最後に、土地区画整理事業のスケジュールでございますが、令和３年９月の組合設立認

可に向け、先ほどもお話ししましたが、現在、準備会が同意の取得をしているところでご

ざいます。 

 報告１についてのご説明は以上でございます。 

 

＜ 報告事項 報告２～報告６ ＞ 

○都市計画課長 

 報告１に続きまして、報告２から６について都市計画課よりご説明したいと思います。

資料は、「船橋都市計画の決定・変更について」というパワーポイントの資料になります。

これに沿ってご説明していきます。前のスクリーンにも同じものを出しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、２ページ目をご覧ください。本日報告いたしますのは、「船橋都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針の変更」、市街化調整区域から市街化区域へと変更する「船

橋都市計画区域区分の変更」、用途地域や建ぺい率、容積率を定める「船橋都市計画用途

地域の変更」、土地区画整理事業の区域を定める「船橋都市計画土地区画整理事業の決
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定」、区域区分の変更に伴い、海老川上流地区を下水道処理区域とする「船橋都市計画下

水道の変更」の５つです。そのうち、ＡとＢは県の決定事項となります。Ｃ、Ｄ、Ｅは市

の決定事項となります。 

 次、３ページをご覧ください。船橋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針ですが、

これは市町村の域を超えた広域の見地から千葉県が定めるもので、都市の将来像を表すと

ともに個々の都市計画がその都市像の実現のためどのような役割を果たすか示すものです。 

 資料の４ページをご覧ください。図でオレンジ色に着色されております都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針は、ご覧のとおり市が定める市町村マスタープランより上位に

位置づけるものです。この方針は、県マスタープランとか区域マスタープランなどと呼ば

れているものですが、市町村の区域を超える影響を持つ広域的・根幹的な都市計画の内容

であることから、千葉県が決定するものです。この都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針と市のマスタープランの２つの都市計画のビジョンを共有することで、一体的なまち

づくりが可能となります。 

 次に、５ページをご覧ください。船橋市は住宅都市として発展する一方、交通、商業、

港湾等の機能、市域北部に残る良好な自然と農地、総武線及び京葉線沿いの一大商業地や

臨海部の工場・港湾等により、本市独自の魅力が形成されております。そして、活気に満

ちたまちとして、さらなる発展が期待されております。今回、市の総合計画や立地適正化

計画などの各種計画の策定、区域区分などの都市計画の変更が必要となる本市については、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更するよう県より通知があったことから、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更を行い、さらに本市の目指す将来都市像

を更新していきます。 

 今回更新する主なものは、北千葉道路、南船橋駅南口地区、海老川上流地区の３点です。

このたび、それぞれの計画が具体化し、各種都市計画の手続に着手または完了したことか

ら、船橋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についても変更を行うものであります。

次期船橋市都市計画マスタープランについては、策定時期が令和３年度末に既に延期され

たところですが、表記のとおり、現行船橋市都市計画マスタープランにおいても位置づけ

がされていることから、上位計画に即したものとなっております。 

 次に、「船橋都市計画区域区分の変更」についてご説明いたします。８ページをご覧く

ださい。 

 区域区分とは、都市計画区域において無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る

ため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めるものです。現在の海老川上

流地区は市街化を抑制する市街化調整区域ですが、区域区分の変更を行い、市街化調整区

域から市街化区域へ編入いたします。 

 ８ページの写真は、船橋市の坪井地区、船橋日大前駅周辺において実施された土地区画

整理事業の写真ですが、左側の写真は市街化区域に編入される前の航空写真です。右側の

写真は市街化区域に編入され区画整理事業が実施された後の航空写真です。こちらも海老
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川上流地区同様に市街化調整区域から市街化区域へ編入し、新たなまちづくりを行った事

例です。 

 次に、９ページに移ります。左側が船橋市の全体図ですが、このうち赤い枠で囲まれた

部分が海老川上流地区になりますが、この区域が市街化編入する区域です。本地区の面積

は約４２．３ヘクタールで、これは東京ドーム９個分の広さになります。本市のほぼ中央

部に位置し、中心市街地にも近く、また、東葉高速線が地区内を東西に走るなど、多くの

地理的利点があります。 

 続いて、船橋都市計画用途地域の変更についてご説明いたします。１１ページをご覧く

ださい。 

 区域区分の変更によって市街化区域に編入されますと、適正な土地利用を誘導するため

に用途地域を指定する必要があります。海老川上流地区においては、地区全体に適切な用

途地域と建ぺい率、容積率を定めるのは、土地区画整理事業の施行により道路や公園が整

備され、土地の区画が形成される頃を予定しております。それまでの期間については、一

時的な用途地域として現実的に建築物を建築することが困難な用途地域を指定いたします。

これは、暫定用途地域と呼ばれるものであり、計画的なまちづくりを進めるために指定す

るものです。当地区では、暫定用途地域として第一種低層住居専用地域を指定いたします。

これは、法律上、一番土地利用に制限がかかるものです。また、建ぺい率、容積率につい

ても法律で定められたうちの一番低い値を採用し、建ぺい率３０％、容積率５０％としま

す。 

 ただ、医療センターの予定地につきましては、将来の土地利用に即した準住居地域、建

ぺい率６０％、容積率２００％を指定いたします。これは、医療センターが市域の医療支

援病院であることに併せて、東葛南部医療圏の三次救急医療機関であり、当地区内に移転

することで市民の皆様はもとより東葛南部地域の皆様に対しても、より充実した医療サー

ビスを一刻も早く提供するためです。 

 続きまして、１２ページからの船橋都市計画土地区画整理事業の決定についてですが、

これは先ほど報告１で説明した海老川上流地区土地区画整理事業を都市計画に位置づける

ための都市計画決定を行うものであります。内容につきましては先ほど報告１で説明いた

しましたので、説明は割愛させていただきます。 

 次に、船橋都市計画下水道の変更についてご説明いたします。１５ページをご覧くださ

い。 

 土地区画整理事業によって新しいまちができるため、下水道を整備し、公衆衛生の向上

や公共用水域の保全に努めます。下水道を整備するためには、市街化区域においては下水

道法の事業計画のほか、都市計画法による都市計画変更が必要です。今回の変更は高瀬処

理区の排水区域の追加をいたします。図の赤い枠が今回追加する排水区域で、先ほど説明

した市街化区域編入と同じ範囲になります。左にあります黒い枠が既に都市計画決定して

いる排水区域です。高瀬処理区の市街化区域は全て既に都市計画決定している排水区域で
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す。また、黒い矢印は既に都市計画決定し、整備済みの高瀬幹線です。 

 最後になります。今後の都市計画手続の流れを説明いたします。１７ページをご覧くだ

さい。 

 都市計画手続の流れは、表記のとおりであります。本日の第１４０回船橋市都市計画審

議会は赤枠の部分になります。 

 これまでの経緯といたしましては、説明会を昨年令和２年１１月２１日に開催し、都市

計画（案）の概要の縦覧を令和２年１２月１１日から令和２年１２月２５日まで行いまし

た。また、令和３年１月１７日に公聴会の開催を予定しておりましたが、案の概要の縦覧

において公述の申し出がありませんでしたので、中止となりました。 

 今後の流れといたしましては、都市計画（案）の縦覧を行い、決定・変更する都市計画

の内容別に船橋市の都市計画審議会と千葉県の都市計画審議会を経ることとなります。ま

た、案の縦覧期間に意見書が提出された場合は、意見書の要旨が市の都市計画審議会へ提

出されます。なお、これら都市計画の決定・変更については、区画整理組合の設立など区

画整理の手続が適切に進んだ場合、令和３年９月頃の告示を目指して進めてまいります。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 ただいまの説明について、ご意見どうぞ。 

 

○委員 

 農業委員会の○○と申します。 

 私はやっぱり農業委員会として農地を保全する立場にいる者でございますので、海老川

上流の区画整理事業計画の素案から今度変更になりました部分、この一種低層住宅の黄色

の部分が保留地になるのか、下のほうの中高層住宅、商業地、そこが保留地になるのか、

私、資金計画というのは分かりませんけれども、黄色の部分がもし農地として換地を受け

る場所であるとすれば、かなり面積は少なくなっております。これは地権者の意見を聞い

た上でというお話がございましたけれども、今現在何％ぐらいの地権者が賛同しているの

か。例えば、そのうち８０％の地権者が賛同していて、そのうちの意見がこれだけですよ

という意見であれば、反対している２０％の方は、私はここで農業をやるんだという意識

のもとだと思うので、その２０％の意見が強制執行みたいな形で９０％を超えたときに、

この面積で足りるのか。その辺りの経緯といいますか、資金計画といいますか、ここは保

留地にはしないとか、その辺のことが理解に苦しむほど一種低層住宅の場所が激減してい

るので、その理由をお聞かせ願いたいと思っています。 

 

○都市計画部参事 

 ご説明いたします。この資料でいいますと５ページをご覧いただければと思いますが、
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この黄色い部分の住宅地区が今回小さくなっているというところがございます。これにつ

きましては、市のほうで左側の図を作成して地元のほうに了解を得た中で組合設立準備会

というのが設立されました。組合設立準備会で議論をした中で、この右側の事業計画

（案）の図面が来たところでございます。 

 これにつきまして地権者の皆様の意見というのは、私ども船橋市が事務局を行っていた

ときもいろいろ意見を聞いておりました。そのとき、まだ農業をやっていきたいという方

もいらっしゃいました。現在につきましては、先ほどもご報告いたしました業務代行予定

者となっている株式会社フジタが、地元の地権者の皆様の意見を伺っているところでござ

います。仮に農業を続けたいという方がいらっしゃった場合は、生産緑地という形でこの

黄色い部分のどこかになるかなと考えられるのですが、生産緑地で畑を残していくという

形が考えられるところでございます。これにつきましては、今後も地権者の皆様の利用の

意向を確認しながら、仮に畑をやりたいという方がいらっしゃった場合に、どういった形

でどこの部分にあてがっていくかというところは、地元の組合設立準備会のほうで検討し

ていく形になるというところでございます。 

 

○委員 

 一応、地権者の意見を聞いて、このぐらいだろうということらしいのですが、先ほど質

問したように、全ての方が賛同しているわけではないと思います。その中で賛同していな

い方は多分農業をやると言っているのだろうと思うので、この計画で準備会をやって、絶

対これで足りないことはないという確信のもとにこの図を作成されているのでしょうか。 

 

○都市計画部参事 

 これで足りる足りないというところではなくて、仮に黄色い部分の面積以上に畑をやり

たいという方がいらっしゃった場合は、その部分をあてがう考え方というか、この土地利

用計画図というところを変えていくことになるかとは思います。現在は、この絵で進めて

いるところではございますが、地権者の皆様の意見を伺いながら進めていくという形にな

ります。 

 

○委員 

 分かりました。結構です。 

 

○委員 

 ○○です。今回、医療センターの位置が北側に移動しましたと。素案の跡地には医療健

康拠点施設をつくりますと。だから、医療センターと健康拠点というのは兄弟みたいなも

のだから設計していたほうがベターだなとは思うのですが、医療センターが駅からかなり

奥に入ったという距離的な不便さというのは、利用者にとっては感じないのかなと。私、
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地図で見る限りは、奥まってちょっと不便だなと。おまけに、びしっとした天下の医療セ

ンターにふさわしいような道路が隣接していないし、この辺がちょっと心配だなと。おま

けに、駅前広場が北から南に移ると、一回南に降りてから医療センターに歩いていく人も

いると思いますし、車で行く人ばかりじゃないと思うので、そういった意味での歩行者の

アクセスがしんどいかなと。その辺はどう検討されたのかというのが質問の１つ目。 

 距離的に遠い場合は、駅と医療センターの間のアクセス、人の流れはどういうサービス

をするのかというのがもう１点。 

 それと、溢水の話が出ていたと思います。海老川からの溢水が１時間５０ミリ程度を想

定していますが、こんなのでいいのかなと。数値的に設定する数値が小さいのではないか、

すぐ溢水しそうな気がするんです。時間１００ミリなんていうのは去年辺りを見ても全然

珍しくない状況で、球磨川なんかでも起きているし、その辺のにらみというか、降雨量の

つかみがこれで大丈夫ですかというところの検討。技術的ないろんな専門家の検討を経て

いるだろうけれども、この文面からでは私的には不安かなと。それが３つ目です。 

 それから、事業計画の中で、河川の色がいろいろあるから分かりにくいけれども、調整

池というのが結構ありますね。医療センターの前の海老川沿いにもあるのかな。この調整

池というのは海老川とどういう関係があるのか。海老川からの溢水をここで蓄えるのか、

下流へ流さないために調整池をつくって溢水する川の水をためるのか、あるいは、これが

湛水になったらどうするのか、医療センターの地盤高というのはどういうふうに想定して

いるのか、これが４つ目。 

 その辺をどう考えて、どういうふうな計画にしたのか、ちょっと説明をしていただきた

いということです。溢水と湛水というのは専門用語みたいだから、一回説明しておいたほ

うがいいと思うので、その辺も含めて説明してください。 

 

○都市計画部参事 

 ご質問が多岐にわたりましたので、全てお答えできるかどうかというところがあります

ので、もし抜けていたらごめんなさい。また改めてご説明させていただきます。 

 まず、医療センターが北に移ったというところで、駅から医療センターの距離というと

ころがございます。当時の医療センターの位置ですと駅から１５０メートル程度のところ

ではあったのですが、現状としては駅から４００メートル程度離れているところでござい

ます。その医療センターと駅の間の部分につきましては、先ほどもちょっとお話ししまし

た医療健康拠点施設用地ということで、医療に関連した施設をここに持ってくるという形

で考えております。 

 あと、駅前広場が北側から南側に移ったので、歩行者の動線というか距離というお話だ

ったかと思いますが、この駅の北側に緑色に塗ってある部分、５ページの右側の図面です

が、この緑色の部分につきましては公園を予定しております。この東葉高速鉄道は高架の

鉄道でございますので、駅を降りましたら下に降りて改札がございます。改札を出ました
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ら南側の駅前広場のほうに出ることもできますし、北側の公園のほうに出て、そこから道

路を歩行して医療センターへ向かうという歩行者動線を検討しているところでございます。

いずれにしましても、ここの歩行者動線等につきましては、今後まだまだ検討が必要なと

ころというふうに考えているところでございます。 

 現在のところ、ここの部分は歩行以外にどういった交通かというお話ですが、まだ詳細

は検討していないところではあるのですが、現在、医療センターに向かっている既存バス

路線がございますので、バス事業者と協議は進めているところでございます。駅から医療

センターへのアクセスも含めた路線バスの運行もできればというふうに考えているところ

でございます。 

 続きまして、海老川の溢水のことでございます。これにつきましては先ほどもちょっと

ご説明いたしましたが、千葉県のほうが出したデータをもとに船橋市でつくりました洪

水・内水ハザードマップ、これをもとに検討しているところでございます。この洪水・内

水ハザードマップでは１，０００分の１の確率でのハザードが記載されておりまして、そ

れに基づいて検討しているところでございます。 

 調整池のお話でございますが、この右側の図の明るいブルーになっているところが調整

池になっております。ここの部分は海老川もありますし飯山満川という川もあり、その川

のほぼわきにこの調整池をつくるような形になっております。これにつきましては、通常

の開発行為と同じ考えのもとにヘクタール当たり１，３００立米、プラス土砂のたまり等

を考えて１，３７０立米たまるという形で調整池をつくっております。これは市街化にな

ることによって内水が川に流れていくのを抑制するためにつくっているものでありますの

で、これは規定どおりの量をためる調整池をつくっているというところでございます。 

 あと、医療センターの予定地の高さというところですね。これにつきましても、このハ

ザードマップの１，０００分の１の確率でどこまでの高さに上がるかというところで、こ

の組合設立準備会のほうで検討している中では、先ほどもご説明いたしましたが、１，０

００分の１の確率で水が溢水した場合に、それぞれの宅地につきましては５０センチメー

トルまでたまる。しかし、床上浸水まではいかないという形で検討しているところでござ

います。また、医療センターにつきましては、今後、医療センターのほうで設計を行って

いきますので、かさ上げの高さにつきましても、検討していく形になるというところでご

ざいます。 

 このような形でしょうか。 

 

○委員 

 説明は分かりました。かさ上げというのが、何をもってかさ上げするかということです。

間違っていたらごめんなさいですが、「溢水」というのは、たしか河川の堤防をつくって

いない、いわゆる土手みたいになっている状態で水があふれるのを溢水と言うんですね。

もしあれでしたら調べてください。間違えていたらごめんなさい。また、「越水」という
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のがあって、これは堤防がちゃんとつくられていて、そこからあふれた水を越水と言うん

です。今ここで使っているのは「溢水」という言葉なので、ここにある海老川というのは

現状はたしか土手になっていると思うのですが、このままなのか。医療センターをつくる

に当たって越水が起こらないような整備の仕方をするのか、その辺は興味があるので聞い

てみたいということです。 

 もう一つ、一緒に説明してください。ここに描かれている、そばに接近する市街化調整

区域、田んぼとかいろんなものになっていると思いますが、田んぼも湛水の能力があるん

です。「湛水」というのは水をためるという言葉ですから、そういったところに何百ミリ

もの雨がわーっとたまると、逆に今度開発されたここの中に入ってくるという危険性も当

然考えられるので、その辺の湛水についての考え方も聞かせてもらいたい。それも含めて

周辺の地盤よりも５０センチメートルかさ上げするということなのか、その辺を説明して

いただければ理解しやすいかなということです。 

 

○都市計画部参事 

 まず、ここの海老川、飯山満川ですが、船橋市内の川の特徴というところではあるので

すが、築堤型の川ではなくて堀込型の河川という形になります。これは船橋市内全てそう

いう形になっています。昨年、一昨年、台風等で水害があったところは築堤型になってお

りますので、それとはちょっと違うかなという形になっているところでございます。 

 湛水の考え方といいますと、確かにここの上流部分はまだ田が残っていたりするところ

もございます。すみません、これが答えになっているかですが、この土地利用計画の図面

の南側の部分に、現在、千葉県のほうで海老川の調節池を築造していく計画にもなってお

りまして、この区画整理と併せて今一緒に進めていただいているところでございます。調

節池ですので、治水の関係でここに水をためるということも今検討しているところではご

ざいます。 

 

○委員 

 地図で見ると海老川ポンプ場というのがあるのですが、それが今説明された意味合いの

ものですか。 

 

○都市計画部参事 

 すみません、海老川ポンプ場というのがどこに。 

 

○委員 

 １４号の、海老川ポンプ場というのがありますよね。そのことが今の開発に絡んで県だ

か国だかで進めているのかなという余分な質問です。それとは別で計画しているのであれ

ば、それで結構です。 
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○都市計画部参事 

 すみません、それは海老川排水機場…… 

 

○委員 

 ではない。あれは海老川の河口だから、排水機場ではない。 

 

○都市計画部参事 

 公共下水道でいいますと宮本ポンプ場というところがあったりはするのですが、そこは

公共汚水のポンプ場になりますので雨水とは別のところになりまして、海老川の下流にな

りますと海老川排水機場の水門がございまして、そこで水門の開け閉め、あとはそこでの

ポンプ排水という形を行っているところではございます。 

 

○委員 

 排水機場は分かっています。ポンプ場というのは下水ですね。分かりました。 

 

○委員 

 土地区画整理事業の件でございます。ご存じだと思いますが、今、国会に流域治水法と

いう法律が提出されていて、趣旨は、今までこういった治水というのは河川管理者、また

は下水道管理者なりが協力して治水対策をやっていたわけですけれども、この激甚化する

災害に対しては、市町村とか関係権利者、いろんな人がみんなで治水対策をやらないと間

に合わない状況になってきたというのが法律の改正の趣旨です。その点から見ると、この

海老川の上流地区は先ほどご説明いただいたように、かさ上げであるとか一定の対策をさ

れ、調節池もつくるということでいいと思うのですが、海老川流域全体で下流域にいろい

ろと負荷をかけるような形になっていないかというのは、ちょっとチェックはしておいた

ほうがいいのではないかと思います。仮に出るのであれば、例えばもっと上流域の水田を

調節池代わりに使うとか、そんなことができるのかどうか、県の仕事になるのかもしれま

せんが、少なくとも、この海老川流域というようなことでの総合的な治水のことは考えら

れたほうがいいと思います。考えているのかもしれませんけれども、そこが１点気になっ

た点でございます。 

 あと、もう１点、この土地区画整理事業の現状と課題が３ページにあります。その中で、

ここの場所が休耕地であるとか耕作放棄地、また、開発許可の対象にならないような資材

置き場、このようなものが出てきて今のような土地利用になってしまったということなの

ですが、船橋市の調整区域というのはかなり市街地に近くて、かなり開発圧力が強い場所

なのですが、本当に調整区域は大事にした方がいいと思います。そういう意味ではこうい

った開発許可の対象にならないような資材置き場とか耕作放棄地が起きないようにする努

力も一方でしておいたほうがいいのではないかと。これは当該地区の話ではないのですが、
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そういうこともセットで考えておかれたほうがいいのではないかなと思います。 

 そのために何ができるのかというと、例えば景観法という法律があります。景観法では、

こういう物件の堆積みたいなものも土地利用コントロールできます。開発許可はできませ

んけれども、例えば景観法を使うとそういうものを置かないようにするということもでき

ます。もっと大事なのは、農業側がきちんと農業をしやすいような環境を整えるというこ

とも大事で、調整区域でちゃんと農業を営むことができるような形にするということも、

局が違うのかもしれませんけれども、そういうものと連携を取るのも大事だと思います。 

 ということで２点、流域治水法関係の話と、ほかの調整区域の土地利用コントロールに

ついて、意見といいましょうか、要望をさせていただきました。ありがとうございます。 

 

○委員 

 千葉県の葛南土木事務所と申します。河川はうちのほうで調節池等を整備していますけ

れども、この流域でいいますと飯山満川というのがこの中を通っているのですが、東葉高

速線沿線に飯山満駅というのがございまして、今、市のほうで同じように区画整理の整備

がされています。区画整理でつくられた調節池とは別に、上流のほうの流域の水を拾うと

いうことで飯山満川第二調節池というのを今整備しておりまして、今年の台風シーズン前

の８月中には水を受けられるような状況で整備を行っております。 

 それから、海老川についてはおおむね河川改修が終わっているのですが、当然この河道

内で水を全て受けることはできませんので、今度計画されている赤い区域内のちょうど下

側ですが、こちらにも海老川の調整池を計画しておりまして、９０％以上の用地はもう取

得が終わっています。あとは、ちょっと難しい地権者等の協力を得られるように用地買収

を行っている状況です。 

 そういうことで、治水整備は県のほうが頑張っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○委員 

 ○○です。この新たな拠点の創出として医療センター等がということはやりましたけれ

ども、先ほどのお話の中で、新しい東葉高速の駅をつくり、そこからということがありま

したが、私は北部に住んでいるのですが、ここにバスで通うには極めて困難です。道路は

夏見小室線はありますけれども、非常にひどい渋滞の道路でありまして、もちろん緊急車

両は関係ないのですが、これからますます高齢化が進み、公共交通機関を使おうとしたと

きにバスを使っていくのはかなり困難です。自分の病気を抱えて、なおかつ渋滞に巻き込

まれたということが起こるわけです。ちょうど新しくできる広域交通ネットワークの拠点

である北千葉道路のことも話しましたけれども、ここと新しくできる医療の拠点と、その

南、まちづくりの南船橋ですか、５ページの資料でも分かるとおり、これを結んでいる背

骨となる幹線道路がありますけれども、うまく機能していないんですよ。ここを何とかす
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ることは多分いろんな意味でメリットがあると思うのですが、こういう視点もいかないと、

利用する人たちの利便性、あるいは、この地域に出てくる人のことも考えていく必要があ

るような気がしてならないですね。 

 

○委員 

 ○○です。まず、先ほど○○委員がお話をされたところとちょっとかぶるような形で恐

縮ですが、いろいろ検討されている中で、船橋市も千葉県内も全部３月いっぱいでという

ことで出てくると思いますが、国土強靭化計画が動き出しています。船橋はもうつくって

恐らくパブコメも終わっている状況で、たしか市の広報にも上がっていたと思うのですが、

その国土強靭化計画の中で位置づけられる拠点病院というのが恐らくこの病院だろうと私

は思ってはいます。 

 そうすると、拠点病院というのはどういう機能を持つかといったときに、災害で本当に

機能しなければ意味がない。そういったときにこの現状の仕組みの中で強靭化に耐えられ

る状況があるかということを事務局のほうできちんと精査されているのか。先ほど１，０

００分の１といった条件は言われていましたけれども、それが本当にこの地域の中で求め

る水準なのかということを、もう少し検討してほしいと思っています。 

 といいますのも、都市計画道路から離れたといったところで、離れても全然構わないの

ですが、つないだところが都市計画道路の基準と同規模の規格としてきちんと位置づけら

れたネットワークで補完されているかどうか。前回も私、この案が出てきたときに、ハザ

ードマップでなるような地域にそもそも持ってくること自体がかなり心配だよねと。特に

拠点病院として位置づけられるのであれば、住宅地のかさ上げももちろんあるけれども、

基本的には道路のかさ上げを含めたところまで議論しないと、なかなかネットワークとし

ての担保ができないのではないかというお話もさせていただきました。それが現実的かど

うかは別として、調整池をつくることによって５０センチメートルの浸水がなくなってく

るという規模に収まれば、道路のかさ上げ等の必要性はなくなってきますので、それら全

体のバランスでものを見たときに、本当にこの拠点病院として機能するような位置づけと

してこの区域を開発できるかということを、ぜひ注意して検討してほしいなと思います。

ここにつくることが駄目とはもちろん言いません。私も技術的なサポートを土木チックで

やりますので、改良すればできる、自然に立ち向かうことは難しいけれども、自然に向き

合った形でつくり上げることはいくらでもできる話だと思いますので、そのための用心を

考えるということが必要だろうと思います。 

 それと、今、○○委員から出てきた縦軸の話です。私は小室に住んでいるのですが、以

前の都市計画審議会でも、私も言葉がひどいものですから、「船橋市は白鳥座構想といっ

たものを持っているけど、県道はもちろんあるにしても頸椎損傷の道路構造だ」という話

をさせていただいたことがあります。やはり道路のネットワークといったときに、どうし

ても白鳥の首の部分に北千葉道路沿線が出てきますので、そういったときに船橋市内とし
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てそのネットワークをどう活用するのか。都市計画道路としての位置づけがないという形

の中でも、県の方もいらっしゃいますので、県に対する要望をきちんと上げていった、そ

れこそ市のネットワーク基軸としてそれを位置づけるかといったところも含めて、ぜひ検

討していただきたいなとは思います。 

 

○都市計画部参事 

 都市政策課でございます。今お話のありました、拠点病院のハザード対策というところ

だったかと思いますが、確かにこの病院は船橋市立の病院とは言っておりますが、市民だ

けではなくて東葛南部医療圏の第三次救急医療を担う病院ということで、かなり重要な位

置にある病院ではございます。 

 この病院を市の中心部に持ってくるというところで、このハザード関係のこともあるの

ですが、現在、救急車両がこの病院に行くために３方向から、南側、北西部、北東部から

アクセスができるようにと考えているところがまず１つございます。この中で、既存でで

きている都市計画道路３・４・２５号線等につきましては、この区画整理の中でかさ上げ

ができない厳しいところもあります。ただ、新しく北側に予定します医療センターの北東

側の都市計画道路３・１・３号線、俗に言います船取線ですが、そちらのほうからのアク

セスの部分につきましては、ハザードエリアではないという形になっておりますので、最

悪この１，０００分の１のハザードが起きたときにつきましても、この病院へのアクセス

道路というのを少なくとも１つは確保できるという形で考えているところでございます。 

 病院につきましては、先ほどもお話しさせていただきましたが、今後設計をしていく中

でかさ上げ等をどれぐらいしたらいいか、そういうところも検討していく形になっている

ところでございます。 

 

○委員 

 突然、爆弾発言してすみませんが、この医療センターが動いたことで、まず、「なにこ

れ」という印象なんですね。ぶっちゃけた言い方をすると、ポジショニングがよくない。

前の位置のほうが幹線道路に面していて、アプローチもまあまあいいかと思っていた。奥

のほうへ引っ込んだら幹線道路からのアプローチが悪いので、船取線からつながる細い道

路がありますが、思い切ってここを拡幅して船取線にどんとぶつけて、船取線からじかに

ここへ入れるようなアプローチを考えたほうがいいのではないかなと、今突然ですが思い

つきました。その辺の思い切った策というのも、これだけの病院をつくるのであれば検討

に値するのではないのかなという爆弾的な発言なのですが、ちょっと提案というか、考え

てみたらいかがなものでしょうか。まだ時間はあるでしょうから。 

 言っている意味、分かりますか。 
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○都市計画部参事 

 はい。５ページの右側の図の医療センターの北側の位置がございますね。そこの北側の

道路、黄色い住宅の部分の上の部分、ここの部分を救急搬送路の１つとして今計画はして

おります。ですので、９．５メートルの幅員の道路で、ここの部分につきまして先ほどお

話しさせていただきましたハザードエリアには入っていないというところで、１，０００

分の１の雨が降った場合であっても、医療センターにアクセスすることは可能という形に

なっているところでございます。 

 

○委員 

 どうせやるなら１２メートルとか、もうちょっと広げて立派な道路にしたほうが、天下

の医療センターに行くのにふさわしいなという感じで申し上げた次第です。 

 

○議長 

 私も１つだけ。５ページの医療健康拠点施設、これは何ですか。 

 

○都市計画部参事 

 ここは医療関連、医療とか、あとは健康になれる施設というところを誘致していこうと

考えているところでございます。 

 

○議長 

 ちょっと日本語が通じない。 

 

○都市計画部参事 

 医療センターが三次救急なので、小さなクリニックモールをつくったり、あとはスポー

ツジムとかそういうものを持ってくる拠点、要は人が住むというよりも、健康に関連した

施設とか、そういうものを持ってこようと考えているゾーンでございます。 

 

○議長 

 私は以前、病院の設計も手伝ったことがあるので勉強しましたが、その頃「驚異の２０

日間」という言葉があって、今はもう違っているかもしれませんが、大学病院で経営もや

ったものですから、救急で入ってきた患者さんが２０日間以上いると採算が合わないとい

うのです。２０日間たったら次の病院に移っていただく。その次の病院があるんです。そ

の後は介護をする。最後は老人施設に近づくような格好で。これが実は医療における人生

との関係の流れです。昔、医薬分業というので大騒ぎしました。そのときに病院の前に薬

局がわーっと出ました。これは医療関係の施設です。ところが、今私がお話ししたような

ことは、大きな医療法人だとこの数段階に対応する施設を持つ組織もあります。しかし、
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市でやった場合どうするか。 

 例えば、今コロナで騒いでいるのも、病院がどうのこうのと言っているのは、救急車で

運んでこられた人を次の病院へ移す受け手の病院がないので大騒ぎしている。コロナとい

うパンデミックの極端な話は抜きにして穏やかなときの話をしても、だんだんと年齢に関

係なく寝たきりになったり横になったり健康を害していく。そうしたときに、栄養剤を点

滴で入れているところまでは医療なのだけれども、そのうち薬を入れないで水分だけ、そ

ういう施設がある段階に出てくるんです。その後は、起きているか寝ているかをチェック

するだけの介護付きの云々というものまで、これは実は全部医療と健康の話なので、これ

が集まっているまちというのも海外に実際いくらもあるんです。都市計画でいうエリアと

してのメディカルセンターという使い方のほうがピンと来る。数棟の病院を一敷地につく

ってメディカルセンターと命名するのか？まだ構想がイメージアップされていないのでし

ょうか？単体の施設だけの話になると、細かいことを言うとお亡くなりになった人を搬出

するときの車は、患者さんが入ってくる玄関口に回らないように設計するんです。すれ違

わないように。そうすると表と裏の話が道路でちゃんと処理できていないと駄目なので、

そういう細かい話が実はある。 

 

○委員 

 しつこく言って申し訳ないのですが、事業計画の案というのは、北に移したらどうもし

っくりしない、ぱっと見て。まず、ゾーニングが何でこんな奥まったところへ移してしま

ったのかというのが１つある。 

 それから、今、会長がおっしゃっていた拠点というのは、僕はリハビリセンターかなと

思ったんです。全然違うんですね。健康センターなんですね。事務局に質問ですが、新し

い医療センターにはリハビリも含めてキャパシティがあるんですか。 

 今のセンターのところは離れたところにリハビリセンターというのがあります。これか

らの医療は、よくなった人は次の施設でリハビリをじっくりやって健康を回復してくださ

いと。それは使う側からすると病院のすぐお隣がすごく便利なのですが、そういう意味で

ここがリハビリセンターと私は勝手に思っていたので、勝手に思ってはいけないなと。ア

スレチックなんていうのをここにつくる必要はないので、もっと医療センターのポジショ

ニングに重点を置いて、ここだという考え方にしたほうが、私は個人的にベストなプラン

ができると思います。 

 ということで、この事業計画（案）については、あまり芳しい案ではないなというのが

率直な意見です。 

 

 

○委員 

 議会のほうで細かく聞いてきたこともあるので、スケジュール感のことだけちょっと確
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認をしたいんです。 

 この間、いろいろな問題が発生していて、事業計画の新しい案というのが出されてきて、

当初予定よりも大幅に金額が上がってしまったというので、我々はいろいろ文句を言って、

とにかく１６６億円という新たな負担増になるのだから何とかならないのかと、与党・野

党問わずいろいろな話をさせていただいているのですが、それもこれも今年の９月に組合

を設立するんだよというところからスケジュール感が始まっているわけじゃないですか。

さっきご説明のあったように、５月の都計審のときに付議がされる。重要な案件なので２

回目の説明を受けているという状態になっている。でも、本当に９月に設立できるのかと

いうのも、皆さんのところではもう分からなくなっているわけじゃないですか。業務代行

がフジタになっていて、地権者の同意状況がどうなのかというのは、事務局なら分かりま

すよ。でも事務局でも何でもない皆さんが組合の状況がどうなっているのかは全然つかめ

ないわけでしょう。だから、さっきご説明いただいたスケジュール感は現実的ではないの

ではないですかと私は思ったんです。 

 今のスケジュール感でいくと、今日報告がありました、どこかで縦覧するわけですよね。

１４日間の告示日があって２週間縦覧する。それが終わると５月辺りに都計審でしょう。

そうすると４月のどこかで２週間を使うわけですよ。間にゴールデンウイークが入ったり

するじゃないですか。すごく差し迫ったスケジュール感でやるんです。８月に９月の総会

設立の直前で県の都計審にかけるという、ものすごいぎゅうぎゅうのスピードなんですよ

ね。でも、これだってフジタが言ってきている話だから、フジタがそうやって無理無理言

ってきていることに対して、市は「本当？ それ」「どうなの？ それ」って全然聞けな

いことじゃないですか。 

 私、この無理無理なスケジュール感は現実的ではない。もしこの無理無理なスケジュー

ル感をどうしても市にやれと言うのなら、フジタに今の同意状況はどうなのかとちゃんと

聞くべきだと思うし、教えなさいと言わなきゃいけない。私、これだけ皆さんから意見を

もらって、うちも会派としてはそう思っていますし、こんな無理なスケジューリング自体、

押しつけられるのはどうかと思いますが、その辺りは全然確認されていないですか。すご

く気になるんですが、どうなんですか。本当に９月にできるんですか。 

 

○都市計画部参事 

 目標として９月というお話は議会のほうでもさせていただいているところであります。

それに向けてフジタと、組合設立準備会のほうと協議をしながら進めているところではご

ざいます。ですので、私どもとしては９月に組合設立というところを目標に進めていって

いるところではございます。 

 

○委員 

 では、９月に設立できる見込みがあるのかないのか、同意者がどのぐらいなのかという
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パーセンテージとか、そもそも前の大成のときもそうでしたけれども、不動産屋さんがい

っぱい土地を買ってしまって、不動産屋さんが地権者みたいになっているようなところが

結構あったりして、それと同じようなことが起きかねないところじゃないですか。だって

市街化編入が進めばそこは農地とはいえ宅地並み課税になるわけですよ。売ってしまいた

いと思う人がいたっておかしくないと思うんです。そういった状況をつかんで、９月に本

当になるのかというのをつかまなければいけないと思うんですよ。つかめる、つかめない、

いつ分かる。 

 

○都市計画部長 

 都市計画部長でございます。議会でもご答弁さしあげているところでございますけれど

も、今、業務代行予定者と組合設立準備会で地権者に対して同意を取得しているところで

ございます。その同意の取得状況についてでございますが、組合設立準備会におきまして

も、現在の同意率につきましては、地権者様にはお知らせしていないと聞いておりますの

で、現段階では、大変申し訳ないですけれども、我々のほうから現在の同意率をお伝えす

ることは差し控えさせていただきたいということでございます。 

 

○委員 

 同意については公表できないと言っているんだけれども、内々に市のほうには来ている

んですか。その感触でしゃべっているんですか、ということを聞きたいんですが。 

 地権者の同意ですが、公開できないというのは分かっているのですが、市のほうに内々

にそういう情報が来ていて、その情報に基づいてこのスケジュール感が提案されているの

かということを聞きたいんです。 

 

○都市計画部長 

 組合とは日々調整はしております。 

 

○委員 

 質問にちゃんと答えてください。 

 

○都市計画部長 

 今の同意の状況等も含めて調整をしているところでございます。 

 

○委員 

 いつになったら我々にその状況は公開できるんですか。 
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○都市計画部長 

 ３月いっぱいをもって同意取得という目標で進めておりますけれども、それを今まさに

調整しているところでございます。 

 

○委員 

 だから、いずれは皆さんに公開するんでしょう。それはいつ頃になりますか。 

 

○都市計画部長 

 ４月になってからになると思います。それを今、組合と市で調整しているという状況で

ございます。 

 

○委員 

 いつ公開するかを調整しているという意味ですか。 

 

○都市計画部長 

 はい、それも含めて調整しているところでございます。 

 

○議長 

 ご経験のある方、土地区画整理というのは昔の耕地整理法から始まって、その手法を都

市で応用しようというので土地区画整理なのですが、これはものすごいドラマの連続なん

ですね。そして、もつれると刃物が飛び交うぐらいすごい話になった例も散見できるので

す。ですから、以前は土地区画整理ができると記念の石碑が建ったんです。というのは、

複数の人々の各々の個人の土地の所有権に深く関係する事業だからです。 

 飯山満のときだって、スタート時にはまさかあんなに年月がかかると思わなかったと思

いますが、いざやり始めてみると大変だったですね。ですから、責任を担う組合長になる

人は本当に大変な話なんです。その辺をよく捉えて、これは本当に都市計画の中でもむず

かしい厄介な仕事です。ですから慌てない。しかし、ゆっくりすればいいかというと、世

代が変わっていくとまた話が変わってしまう。その辺はじっくりと。見切り発車でやれる

事業ではないのですね。 

 大学の卒業生で土木関係のある有名なコンサルタントに入社したら、４月からあそこの

土地区画整理だぞって言われて、以来３年間ぐらい本社に行ったことがない。要するに現

場に毎日通うという格好になったという。それが土木のコンサルで土地区画整理にかかわ

った人の仕事振りなんですね。 

 市施行の場合とはちょっと違いますけれども、民間の組合施行でやるときにも、市がし

かるべくサポートすることが必要です。 

今日は報告という格好で議題になっております。ですから、いつも申し上げているよう
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に、報告は受けましたという答えしかできません。報告を聞いたから了承しましたという

のではないです。報告なしでいきなり今日結審してくださいと言われても、例の８時間や

ったって間に合いませんということになる。今日も思わず長い時間かかってしまいました。

それほど２つとも大きな仕事でしたね。久しぶりと言ってはいけませんけれども、大変大

きな仕事のスタンスです。担当の人たち、その間に人事異動があったことも知っています。

コロナ禍に加えて大変難しい時期にぶつかりましたけれども・・・。 

 

○委員 

 船橋の命運を制する議題ですよ。 

 

６．閉  会 

○議長 

 事務局のほう、議事をこれで閉めたいと思いますが、どうですか。 

 

○事務局 

 事務局より次回審議会の開催についてご連絡申し上げます。 

 次回の都市計画審議会は、現在のところ５月１０日（月曜日）午後２時から予定してお

ります。繰り返します。５月１０日（月曜日）午後２時から開催の予定です。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の状況により審議会の日程及び開催方法については、

変更となる場合があります。詳細は、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 

 会長が招集するという規約になっていますから、私の名前で皆さんにも通知を出すこと

になるのですが、二転三転というか、延期、延期、延期させていただきました。冒頭に申

し上げましたように、コロナと話し合いがついていないものですから、どういう状況が来

るかよく分かりません。みんな命あっての物種だし、未来を考えて語る都市計画でありま

す。スタートが大変難しいのですが、本当に船橋にとってとても大きな仕事が今始まろう

としている時期ぶつかりました。 

 次回の開催については、また間近になったらご通知を申し上げます。スケジュールがた

てにくくて申し訳ありませんが、皆さんの幸せのためだと思ってお許しください。「猪突

猛進で行け」とは私は滅多にお誘いしませんので、元気で頑張りましょう。 

 これで閉めますが、ようございましょうか。 

 長時間にわたりましてありがとうございました。どうぞ皆さん、お気をつけて。 


