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第１４１回船橋市都市計画審議会  議 事 日 程 

 

令和３年９月１５日（水） 

午後２時０４分～午後５時４７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  副会長の選出 

 

６  議題 

 

議案第１号 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（千葉県決定）（付議） 

議案第２号 船橋都市計画区域区分の変更（千葉県決定）（付議） 

議案第３号 船橋都市計画用途地域の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第４号 船橋都市計画土地区画整理事業の決定（船橋市決定） 

（付議） 

議案第５号 船橋都市計画下水道の変更（船橋市決定）（付議） 

 

 ７  閉   会 
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＜ 議 題 一 覧 ＞ 

 

議案第１号 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 

（千葉県決定）（付議） 

議案第２号 船橋都市計画区域区分の変更（千葉県決定）（付議） 

議案第３号 船橋都市計画用途地域の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第４号 船橋都市計画土地区画整理事業の決定（船橋市決定）（付議） 

議案第５号 船橋都市計画下水道の変更（船橋市決定）（付議） 

 

＜ 審 議 結 果 ＞ 

 

議案第１号 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 

（千葉県決定）（付議） 

 

原案のとおり了承された。 

なお、参考として、委員より下記意見があったことを付しておく。 

 

・「船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び 

「船橋市総合計画」の内容との整合を図られたい。（１名） 

 

議案第２号 船橋都市計画区域区分の変更（千葉県決定）（付議） 

議案第３号 船橋都市計画用途地域の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第４号 船橋都市計画土地区画整理事業の決定（船橋市決定）（付議） 

議案第５号 船橋都市計画下水道の変更（船橋市決定）（付議） 

 

      原案のとおり了承された。 

なお、参考として、すべての決定事項に対して、委員より下

記意見があったことを付しておく。 

     

 ・組合施行の土地区画整理事業には賛成だが、医療センターの

移転候補地は、第１３５回都市計画審議会（令和元年８月５ 

日開催）で報告のあった事業計画（素案）で予定されていた

建設予定新駅の北側直近が市としてふさわしい位置と思って

いるので、現在の案の医療センター位置については賛成しか

ねる。（若干名） 

・浸水想定区域内での土地区画整理事業等には反対する。（１

名） 

 



 

3 

 

〈 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 

大矢 敏子  自 由 市 政 会 出席 

○岡田 とおる  市 民 民 主 連 合 出席 

 桜井 信明  公 明 党 出席 

島田 たいぞう 船 橋 清 風 会 出席 

 松崎 さち  日 本 共 産 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 
欠席 

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 欠席 

 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： １５名   欠席委員： ４名 

 

※職業・役職については委嘱時点のものです 
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〈 傍 聴 者 数 〉  

 議案第１号  ２名 

 議案第２号  ２名 

 議案第３号  ２名 

議案第４号  ２名 

 議案第５号  ２名 

 

 

〈 市 出 席 者 一 覧 〉 

＜ 建設局 ＞ 

鈴 木 建設局長 

 

＜ 都市計画部 ＞ 

村 田 都市計画部長 

 

（議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号） 

＜ 都市政策課 ＞ 

杉 原 都市計画部参事 

村 上 都市政策課長補佐 

 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

山 口 都市計画課長補佐 

 

＜ 下水道部 ＞ 

植 田 下水道部長 

 

＜ 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 

 

＜ 事務局（都市計画部都市政策課）＞ 

杉 原 都市計画部参事 

村 上 都市政策課長補佐 

香 河 都市政策課係長 

日 髙 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。 

 定刻を過ぎましたので、ただいまより、第１４１回船橋市都市計画審議会を開催いたし

ます。 

 開催に先立ちまして事務連絡をさせていただきます。 

 本日、緊急事態宣言下の開催ということで皆様にはご不便をおかけしております。お手

元にフェイスシールドをお配りさせていただきます。基本的には着用は任意とさせていた

だきますが、発言時にはマイクに向かって真正面にご発言をいただくように、ご留意だけ

よろしくお願いいたします。 

 

２．定足数の報告及び会議の公開の説明 

○事務局 

 それでは、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、○○委員、○○委員、〇〇委員から、都合により欠席のご連絡をい

ただいております。また、○○委員からは約１時間程度遅れて出席される旨のご連絡をあ

らかじめいただいております。したがいまして、本日は、１９名の委員中１５名の委員の

皆様がご出席していただいておりますので、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。本日の審議会につきましては、事前の予約制とさせて

いただいておりまして、２名の方が傍聴を希望されておられます。議案第１号「船橋都市

計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」から議案第５号「船橋都市計画下水道の

変更」までの５つの議案につきまして、２名が傍聴することを報告いたします。 

 続きまして、令和３年７月に一部委員の交代がございましたので、課長の○○から、新

しい委員のご紹介をさせていただきます。 

 

○事務局 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、今回の第１４１回審議会の開催につきまして、当初開催予定でございまし

た５月、８月は延期とさせていただきまして本日の開催となりました。延期のお知らせが

直前になってしまったことにつきまして、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

申し訳ございませんでした。 

 それでは、私のほうから、７月から新たに委員となられた方をご紹介させていただきま

す。お手元の委員名簿をご覧いただければと存じます。 

 市議会議員の役職交代に伴いまして、７月１日付で１号委員５名のうち４名の委員が交
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代されました。５０音順でご紹介させていただきます。 

 まず、○○委員でございます。 

 

○委員 

 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 

 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 

 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 

 よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 ありがとうございました。新任委員のご紹介は以上でございます。 

 続きまして、事務局職員の変更がございましたので、ご紹介させていただきます。 

 まず、都市計画部長の○○でございます。 

 

○事務局（都市計画部長） 

 都市計画部長の○○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、事務局担当の○○でございます。 
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○事務局（都市政策課係長） 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 事務局職員の交代の紹介につきましては以上でございます。 

 

３．配付資料の確認 

○事務局 

 続きまして、お手元にお配りしております資料、今見ていただいたものを含めて確認さ

せていただきます。 

 本日お手元に、まず一番上に本日の次第、次に委員名簿、席次表、これが１枚ずつござ

います。続けて、本日説明用に配付させていただいたパワーポイントの資料、ホチキス留

めのＡ４横で２０ページぐらいあるものです。それと、平成３０年９月、「ふなばしメデ

ィカルタウン構想」の冊子です。また、意見書をたくさんいただいております。事前にお

送りしておりますものに加えて、市の考え方を加えた意見書の整理したもの、これはＡ４

横の白黒のものです。最後に、Ａ３横のホチキス留めでお配りしているもので、一番上が

家とか水面とか建物配置図などと書いてある５～６枚の資料です。以上７点でございます。

ない委員の方がいらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 続けて、事前にお送りしました資料は、黄色い表紙の付議書、それぞれ黄色い表紙がつ

いているものが５部、及び資料が２部、これは意見書に係る全体のものと要約したもので

す。以上が本日使わせていただく予定の資料でございます。お手元にない方、大丈夫でい

らっしゃいますか。 

 続きまして、マイクの使用に関しまして簡単に説明させていただきます。ご発言の際は、

目の前のマイクのスイッチ、「ＴＡＬＫ」と書いてありますが、ここを押すと赤くなりま

すので、発声時には押した上でご発声いただいて、終わりましたら、再び「ＴＡＬＫ」と

書いてあるところをもう一度押していただくと赤が消えますので、よろしくお願いいたし

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、○○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思います。会長、よろしくお願いい

たします。 

 

○議長 

 ○○でございますが、ちょっとマスクを外して顔だけお見せいたします。 

 できるだけ短い挨拶をしたいと思いますが、初めてお目にかかる委員の方たちもおられ

ます。○○と申しますが、現在の肩書きは建築・まちづくりのお手伝いをするという組織

をつくっておりまして、それの理事長をいたしております。平仮名の「まちづくり」とい
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う概念は大変幅が広くて、どのようにでも理解でき、どのようにでも聞き取れてしまうも

のですから、建築出身で長いこと都市計画に関わってきましたので、わざわざ建築・まち

づくりと書いております。 

 ちょうど３日ぐらい前から、テレビ、その他新聞等のニュースで私の母校の話題が取り

沙汰されております。私が日本大学の総長・理事長を務めたのが今から１４年ほど前の話

でございまして、その後２代ほど総長・学長も変わりました。かつての状態とは今はちょ

っと違っております。１０年ひと昔とはよく言ったものですね。 

 その話はもうこれでやめますが、船橋市には大学時代から関係は深く、その後、理工学

部にお茶の水キャンパスの他に船橋キャンパスが開設されたことから、長いことお世話に

なっておりました。教授になってからしばらくして理工学部長を９年ほど務めて、週一日

は船橋キャンパスの学部長室に来ていて、その後の総長・理事長の時には、千代田区市が

谷の本部に務めて、つつがなく無事に定年退職させていただきました。 

今日まで都市計画を専門と定めて、大学の頃を含めて５０年余りやっていることになり

ます。建築の設計もいたしますし、姿の見える、都市の社会生活を支えるステージをつく

るということで、図面を引いたり模型をつくったり。姿の見える都市計画の部分。本来、

都市計画というのは、そういう世界を担っているハード系（施設計画・物的計画）を担っ

ています。 

 長いことお世話になりました船橋ですが、あるとき、そろそろこの辺で失礼しようかな

と言ったら、「私どもは年齢差別はいたしません」との御返事を頂きました。それでは、

これまで勉強で知り得た明治・大正時代からの日本の近代都市計画の流れと戦後の話、そ

して、同時代を生きた高度成長期の話、バブルがはじけたときの話等々、できるだけそれ

をお伝えしながら、これからの船橋市の姿を考えるお手伝いをするのが私の仕事かなと思

って引き受けましたら、コロナ禍という大変難しい時期にぶつかりました。これはもう逃

げるに逃げられませんので、お手伝いを精いっぱいさせていただければと思った次第です。 

 平時と違って、御出席下さる委員の皆様方にも大変難しいときにお集まりいただくので、

このごろ「不要不急」という言葉が使われますが、本来は「不要」と「不急」の間には

「・」があって、不要の話と不急の話は別なんですね。世の中には「有要・不急」の場合

もあると思い、判断を要します。ものすごく大切なのだけれども、命がけで今やらなくて

はいけないのか、臨時にでも会議を開かなければならないのかというと、そうでもない場

合もある。都市計画審議会条例では「会議は会長が招集する」ということになっておりま

す。コロナ禍の影響が極めて不透明であったため、有要なのだけれども、ちょっと不急と

いうことで、４月が５月、６月、７月、そして、今日というここまで参りました。今も決

して油断のできる時期ではないので、お集まりいただくことに大変気を病みました。しか

し、今回は上程してきた市のほうが、ぜひ、とにかくキックオフしたいので開いてくれと

いうので、決死の覚悟で皆様においでいただくようにご通知をさせていただいた次第です。

命がけで集まっていただいたことに大変感謝すると同時に心からご同情申し上げます。 
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 本来、私はお集まりいただいた委員の方たちに必ず一人一言ということで、できるだけ

ご発言いただくように努めてまいりました。素晴らしいことに皆さん大変よく発言されま

すので、黙って３時間ぐらいは行ってしまいます。しかし、今回は会合そのものを極力短

くしなければ、そして、願わくば２時間ぐらいというふうに思っております。 

 

４．議事録署名人の指名 

○議長 

 さて、本日の議事録の署名人を先に決めさせていただきます。 

 通例でございますので、こちらから候補としてお名前を呼ばせていただきます。○○委

員、それから、○○委員のお二人にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますか。

よろしくお願いいたします。 

 

５．副会長の選出 

○議長 

 では早速、議題１にございます副会長の選出に移ります。 

 従来は１号委員の中の交代をというふうに捉えておりまして、選んでいただく方法は、

互選もしくはご推薦いただいてというふうに捉えておりますが、１号委員の方々、よろし

ゅうございますか。 

 どなたかご推薦いただけますか。 

 

○委員 

 ○○委員を推薦させていただきたいと思います。 

 

○議長 

 １号委員、よろしゅうございますか。 

 皆さん、そのようなご発言がございました。よろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

 では、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。こちらのほうへ。 

 

（○○委員、副会長席へ移動） 

 

○議長 

 それでは、一言ご挨拶を。 



 

10 

 

○副会長 

 皆様、こんにちは。改めまして、副会長に推薦をいただきました○○でございます。着

座にて失礼します。 

 会長を補佐しまして、スムーズな運営になるように努めてまいりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○議長 

 それでは、傍聴人の入室をお願いしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

 

（傍聴人入室） 

 

○議長 

 毎回熱心に傍聴にご出席いただいている常連のお二人でございますが、ご案内のとおり

注意事項が書いてございますので、お読みいただいて。 

 実は私、お願いしておりますのは、ここで審議することは、例えば結審されて議会でし

っかり定まって、そして、しかるべく市の立場から広報されたら決まったんだなというふ

うにご理解いただきたいのです。途中ということもあるし、いろんなことがあります。で

すから、今はやりのようにご自分のブログで途中段階の議論を勝手に報告というのは、願

わくばやめていただきたい。都市計画は、決まっていないものを決まったという情報で流

れた瞬間に、例えば土地建物に関係する不動産屋さん等が一気にその方向で仕事をし始め

たりして、開けてみたら答えが違いましたというようなことになると変なことになります。

毎回のお願いなのでお二人はもう十分に分かっておられますが、早とちりをしないこと、

それから、写真撮影並びに録音はぜひしないでいただきたい。委員の皆さんの安全と名誉

を保つように努力するのが会長の責務でございますので、そのようにしたいと思います。 

 それでは、早速次第に沿って進めて行きたいと思います。まずは、今回なぜ市は都計審

を開いてほしいと思われたのかを含めて、関連する議案全体の位置づけが分かるような説

明をしてくれることから始めるのが一番早いのではないかなと思いましたので、事務局の

ほうにはそのようにお願いをしたところであります。 

 

６．議題 

＜ 付議事項 議案第１号～議案第５号 ＞ 

○都市計画部長 

 都市計画部長の○○でございます。私のほうからご用意いたしました海老川上流地区の

まちづくりについてというスライドでご説明させていただきます。 

 委員の皆様の前に感染防止用の衝立があるもので、ちょっとスライドが見づらくなって

ございますので、お手元にもスライドと同じペーパーを用意させていただいておりますの
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で、スライドとお手元の資料を適宜ご確認いただきながらお聞きになっていただきたいと

思います。それと、遅れましたが、申し訳ございません、着座にて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。 

 それでは、１ページ目、海老川上流地区の位置づけについて、まずご説明いたします。 

 初めに、１点目でございますが、都市マスタープランへの位置づけのところでございま

す。市の中央に位置する海老川上流地区でございますが、船橋市都市計画マスタープラン

では、東葉高速線の新駅設置の可能性も含め、防災機能・医療福祉機能など、将来にわた

り必要とされる機能確保・充実を考慮した新たなまちづくりの実現というように記載され

てございます。 

 続いて、２つ目の平成２８年度市政執行方針というところでございます。ここに記載は

ないのですが、実は病院に関することがここの部分でございます。昭和５８年に船橋市立

医療センターをオープンいたしたわけですが、施設設備の老朽化でございますとか狭隘化

等々、患者の皆さんにご不便をかけている状態でございます。このことから、当地区内に

医療センターを移設いたしまして、医療福祉機能をまちの中核とするメディカルタウンの

ようなまちをつくるということを、平成２８年度の市政執行方針に掲げたところでござい

ます。メディカルタウンにつきましては、後で少しだけお時間を割かせていただきます。 

 ちなみに、海老川上流地区の面積が７８．５ヘクタールになってございます。 

 次のスライドになります。続いて、この地区の現状と課題についてご説明いたします。

こちらの海老川上流地区でございますが、海老川が北から南に流れ、かつては水田として

利用されておりました。しかしながら、現在は休耕地や耕作放棄地が目立つようになり、

また、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とな

ってございます。 

 右の下の図、少し小さくて見づらいのですが、これは色で現況を表しているものになり

ます。このオレンジ色が休耕地や耕作放棄地を表してございます。それと、この西側に多

くある黄色い部分が住宅用地、色がはっきりしませんが灰色のところが資材置き場や作業

所、駐車場などになります。 

 市といたしましては、当地区におきまし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、組合施行での土地区画整理事業を積極的に支援していくことと

した次第でございます。 

 次に、３ページになります。まちづくりとは直接関係ないところではございますが、医

療センターの現状について少しご説明させていただきます。 

 医療センターでございますが、昭和５８年１０月、１５２床、診療科９科で開院いたし

ました。その後、救命救急センターや緩和ケア病棟などを増設するなどしまして、現在、

病床数４４９床、診療科３１科の東葛南部保健医療圏の三次救急を担う中核病院としてそ

の役割を担っているところでございます。 

 下の部分でございますが、医療センターの建替えのために策定いたしました建替基本構
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想の中でも、設備の老朽化、施設の狭隘化がもたらす影響が大きく、救急部門の一部機能

停止のおそれや医療サービスへの対応が困難など、いろんな問題が出てございます。それ

で全面的な建替えが必要であるというふうに述べられているところでございます。 

 ４ページになります。続きまして、この地区の今までのまちづくりの経緯について説明

いたします。 

 初めに、この上のところの平成８年度でございますが、この地区に土地区画整理組合設

立準備委員会が発足いたしまして、平成１６年度、準備委員会と業代が今後事業を進めて

いくことについての仮同意の取得を開始いたしました。こちら書いてございませんが、し

かしながら、平成２１年度の同意率が人数割で７８．８％、地積割で７４．５％というこ

とになりまして、県の指導基準９０％とは大きく隔たりがあったため、業務代行予定者が

撤退を表明したところでございます。 

 続きまして、平成２３年度でございますが、準備委員会が新たな事業協力者を決定し、

基本構想案を準備委員会へ提示いたしましたけれども、承認されなかったという経緯がご

ざいます。 

 その後、一番下のところでございますが、２６年度に市におきまして今後の事業実施方

策の検討を開始し、先ほどご案内の２８年度の市政執行方針でメディカルタウンのような

まちづくりを進めることを表明したところでございます。 

 続きまして、５ページ目になります。ここで、ふなばしメディカルタウン構想について、

ごく簡単にご説明させていただきます。 

 お手元にふなばしメディカルタウン構想の冊子をお配りしてございます。そちらを使わ

せていただきたいと思います。お手元のほうにございますでしょうか。こちらの３ページ

をお開けいただきたいのですが、３ページの右下、こちらに６色に着色された部分がござ

います。こちらは海老川上流地区のまちづくりにおいて、医療や健康をテーマとした新た

なまちづくりの考え方をまとめたものでございまして、目指すまちの姿として、「１ 健

康意識の高揚」から「６ 身体活動の推進」までを掲げさせていただいております。この

６つの目指すまちの姿を基に、説明は省略させていただきますが、４ページ以降に記載が

ございますように、まちづくりについて具体的な施策を今後検討してまいるという形にな

ります。 

 では、スライドのほうにお戻りください。６ページになります。 

 こちらは、メディカルタウン構想を実現していく区域をまちづくり方針図として示した

図になります。ふなばしメディカルタウン構想は、赤でくくりました土地区画整理事業区

域約４２．３ヘクタールと、青い枠でくくりました海老川上流西部地区約３６．２ヘクタ

ール、その下の黄緑色の海老川調節池約２２ヘクタールを核といたしまして、それらと連

携する周辺施設などを含めて検討してございます。また、この区画整理地内の北のほうに

医療センターを移転するという計画でございます。 

 ここで、今回の土地区画整理事業についてご説明いたします。こちらの絵の右のほうの
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部分になります。平成３０年３月に、海老川上流地区土地区画整理組合設立準備会が結成

され、令和元年６月にこの準備会と業務代行予定者「株式会社フジタ」が基本協定を締結

してございます。令和３年１月から本同意の取得を開始し、現在までの本同意率でござい

ますが、人数割が９０．１％、地積割が８７．３％となってございます。 

 また、スライドに記載がなく申し訳ございませんが、今回の土地区画整理事業は面積が

５０ヘクタールを超えないため、法アセス、条例アセスには該当いたしませんが、周辺環

境への影響を配慮することが望ましいと考え、自主的に環境影響調査を実施してございま

す。事業によって発生する環境影響をできる限り回避・低減するため、環境保全措置を実

施する計画となってございます。 

 続きまして、７ページをご覧ください。こちらが今回の土地区画整理事業地の土地利用

計画図となります。前回の都市計画審議会でご報告をいたしましたが、関係機関協議や地

権者意向調査等を踏まえまして、１３５回の都市計画審議会で報告をした事業計画（素

案）を変更してございます。左側が変更前、右側が変更後となってございます。主な変更

点を申し上げますと、図の下のところに主な変更点ということで３点記載がございますが、

１つ目が、医療センター予定地を都市計画道路沿いから地区の北側へ移したこと。ここに

なります。２つ目が、新駅から医療センター予定地の間に医療健康拠点施設用地を計画し

たこと。それがこちらの真ん中になります。３番目、駅前広場を交通安全上の配慮から鉄

道北側から南側へ移動したこと。こちらです。この３点になります。 

 続きまして、８ページのほうをご覧ください。１３５回、１４０回都市計画審議会でご

質問の多かった浸水対策につきまして、再度ご説明をさせていただきます。 

 こちらの絵でございますけれども、船橋市洪水・内水ハザードマップに今回の土地区画

整理事業地を重ねた図になります。見ていただければ分かりますように、想定し得る最大

規模の降雨があった場合は、この地区は浸水することが想定されてございます。 

 ちなみに、想定し得る最大規模の降雨というのがどのぐらいの降雨かと申し上げますと、

１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１，０００分の１の降雨量を上回る降雨

ということになってございます。今回の土地区画整理事業では、この想定し得る最大規模

の降雨ではない通常の降雨につきましては、浸水しないよう整備を行いますけれども、想

定し得る最大規模の降雨につきましては、床上浸水しないような対策を講じていく予定で

ございます。次のスライドでもう少し詳しく説明いたします。 

 ９ページになります。初めに、「通常降雨に対する対策」でございます。 

 地区内を流れる二級河川飯山満川につきまして、千葉県が二級河川海老川水系の整備計

画により、時間約５０ミリの降雨、年超過確率１０分の１程度に対応した河道の整備を行

います。併せまして、河川管理者と協議の上、時間７０ミリの降雨、年超過確率５０分の

１程度に対応した調整池の整備を土地区画整理事業で行います。 

 次に、雨水管渠につきましては、船橋市公共下水道事業計画により、時間５６ミリの降

雨、年超過確率５分の１に対応いたしました雨水管渠の整備を土地区画整理事業で行いま
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す。これによりまして、通常降雨では浸水しないものとなります。 

 次に、下の「想定し得る最大規模の降雨」に対する検討でございます。当該土地区画整

理事業では、洪水・内水対策としまして、宅地の浸水深が０．５メートル以下、一般的な

住宅が床上浸水にならないぐらいとなるよう、宅盤のかさ上げにつきまして土地区画整理

組合へ強く指導・協議をしていく予定でございます。 

 最後に、１０ページのスケジュールをご覧ください。こちらが全体のスケジュールにな

ってございます。土地区画整理事業でございますが、今年度中に組合の設立をいたしまし

て、翌年度令和４年度から令和５年度にかけまして、換地設計及び医療センター用地など

を先行して造成いたします。令和５年９月を目途に仮換地指定を行い、保留地予定地の引

渡し、その後、令和１２年度まで造成工事、令和１３年度と１４年度に清算を行う予定で

ございます。 

 また、医療センターと新駅につきましては、令和４年度から設計に着手いたしまして、

令和８年度の開院、開業を予定しているところでございます。 

 スライドを使った説明は以上となります。 

 

○都市計画部参事 

 続きまして、本日お手元にお配りさせていただきました図面関係につきましてご説明さ

せていただきます。 

 まず、お手元にございますＡ４の紙、これがご説明の内容になっておりまして、これに

ついてご説明させていただきたいと思います。 

 

○都市計画部長 

 こちらになります。まず、Ａ３の上についているＡ４のペーパーです。 

 

○委員 

 すみません。説明は要点だけに絞って、我々の審議する時間をもうちょっと割くように

してください。 

 

○都市計画部長 

 はい。申し訳ございません。 

 

○都市計画部参事 

 それでは、簡単にご説明させていただきます。 

 まず、資料の１枚目につきましては、先ほどご説明いたしましたパワーポイントの７ペ

ージにございます土地利用計画図を拡大したものでございます。これにつきましては、医

療センターの位置ですとか、ちょっと見づらいのですが、このところに走っている東葉高
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速鉄道が右から左に横に流れているグレーの部分になりまして、そこの部分の左側のとこ

ろに鉄道駅舎と書かれております。ここが駅になる部分でございます。その南側に駅前広

場があるというような図面になっているところでございます。 

 続きまして、資料の２、資料の３についてでございます。かさ上げ、周辺道路との取り

合いの高さ関係につきまして、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、資料をお出しし

ております。 

 まず、資料の２につきましては、先ほどご説明しました１，０００分の１の最大規模の

浸水想定の水面の高さ、浸水したときの水面の高さを表しているものでございます。これ

は標高で表しているものでございます。 

 資料の３につきましては、今度は内水、要は川以外のところであふれた水について、浸

水した場合の水面の高さを表しているところでございます。 

 このＡ４の資料の下のところに書いてございます１つ目の四角の中ですが、今の図面が

表しているところの断面を書かせていただいたところでございます。この資料２、資料３

に色づけされているところが水面の高さ、標高でいうと約５メートルから７メートルのと

ころですが、そこの部分がどのような形で出されているかというところを書かせていただ

いております。この道路や畔や田んぼから浸水する深さを足し上げたところが水面の高さ

になっているという形になってございます。 

 この最大の浸水する水面の高さ、ここまで浸水してしまうという形なので、それを浸水

しないように、この下の四角の中の絵ですが、浸水想定ラインと書いてございますところ

が水面の高さになりますので、先ほどもご説明があったように、最大の浸水があったとき

も床上（人が立っている床の部分）までは水が来ない、床下浸水まで区画整理のほうでか

さ上げを行うように私どもも指導しておりますし、組合設立準備会のほうとも協議を行っ

ているところでございます。 

 続きまして、資料の４、液状化対策とその範囲についてでございます。 

 これにつきましては、この区画整理地内で液状化が予想される箇所、これは業務代行予

定者が約４０本ほどボーリング調査を行い、土質の調査をした中で、液状化するであろう

箇所について地盤改良を行うという図面になっているところでございます。 

 続きまして、資料の５番目でございます。雨水の排水計画の図面でございます。 

 この区画整理の中に、水色で書かせていただいた調整池を配置いたします。この調整池

には、区画整理地内に降った雨を雨水管に流し込みまして、まず調整池の中に流し込む形

になります。 

 Ａ４の図面の裏をご覧いただければと思います。雨水排水計画と書かれているところで

すが、今、私がお話ししました雨水管に水を集めるというところのイメージ図を、上の四

角に書かせていただいております。この雨水桝というものですが、これは道路の側溝など

についている雨の桝です。この雨の桝で雨水を集めたものを道路の下に埋められている雨

水管という本管にまず流します。この本管は調整池のほうに流れていく形になります。 
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 このＡ４の下の四角の中、まず流入管というところ、図で行きますと右側から左側に流

れる矢印で書かせていただいていますが、この流入管というところに、雨水管で道路など

の雨水を集めたものが流れてきます。それが流れ着くところが調整池になっているところ

でございます。この調整池に流れ着いた雨水につきましては、そのまま川に同じ勢いで流

してしまうのではなく、放流管というのがございますが、この放流管というものをかなり

直径の小さな管に絞って、時間をかけて時間差をつけて川に流すような形になります。と

いうことで、ここの部分で降った雨が川に直接すぐに流れ着かないという形になっている

ものでございます。 

 最後になりますが、周辺図といたしまして資料６をご用意させていただきました。 

 先ほどご説明いたしました資料１の土地利用計画図の部分がこの赤いハッチがかかって

いる部分、これが区画整理を行う区域になります。ここと周辺の土地の関係を広域的に表

わしたものがこの図面でございます。この区画整理の下側には千葉県が施行します海老川

の調節池が約２２ヘクタールございます。その右側には、現在あります集落も存在してお

ります。さらに南側の下側に行きますと、現在の市街化区域がございまして、色のついて

いるところにそれぞれの用途に基づいた市街地が広がっているという形になっております。 

 最後になりますが、先ほどご説明いたしました雨水排水の平面図、資料５のほうをご覧

いただきたいのですが、これにつきましては雨水のみの絵になってございます。ここの区

画整理地内に流れます汚水につきましては、今回付議させていただいています議案第５号

にある付議書、黄色い表紙のところにございますが、そこの図面の中、この後ご説明いた

しますが、そこに書いてございます汚水の本管に流れるような形になりますので、ここの

区画整理につきましては分流の下水道になりまして、汚水と雨水を分けて流す形になりま

すので、雨水についてはこの調整池を通して川に流すような形になります。汚水につきま

しては、汚水管を通って汚水本管につなぐという形になっているところでございます。 

 追加の資料のご説明につきましては以上でございます。 

 

○都市計画課長 

 続きまして、ここからは付議いたします各議案についてご説明させていただきます。 

 すみません、またスライドのほうに戻りまして、１１ページをご覧ください。スライド

には１１ページと書いていないのですが、１２ページの前の１１ページをお願いします。

ご覧の５議案が本日付議いたします議案となります。 

 それでは、１２ページをご覧ください。まず、付議いたします都市計画の体系について

ご説明いたします。 

 上段に記載しています「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、これは都市計画

区域マスタープランや県のマスタープランと呼ばれていますが、千葉県が広域的な見地か

ら市街化区域と市街化調整区域を定める区域区分や主要な都市計画決定の基本的な方針を

定めるものです。 
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 中段の市町村マスタープラン、船橋市のマスタープランですが、この方針のもと、より

地域に密着した見地から、まちづくりのより具体的な将来ビジョンを示し、地域の都市生

活や経済活動を支える諸施設の計画等をきめ細かく総合的に定める都市計画の方針です。

赤く記載されているところが今回の都市計画の決定及び計画を予定している箇所になりま

す。 

 今回付議を行う理由ですが、千葉県が定めます議案第１号と議案第２号については、千

葉県から意見照会があったことから、回答作成に当たって本審議会に意見を伺うものです。

また、議案第３号、第４号、第５号は、本市が定める都市計画であることから、ご審議を

お願いするものです。 

 それでは、各議案の内容についてご説明いたします。１３ページをご覧ください。 

 議案第１号の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の主な変更内容です。先ほども

ご説明いたしましたが、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、本市の都市計画の

基本的な方向性を示すための方針です。そこで、本市において実施されます各種計画の進

捗状況や策定変更の状況を踏まえて、主な変更点といたしまして、新たな拠点の創出であ

る海老川上流地区、官民連携のまちづくりである南船橋駅南口地区、広域交通ネットワー

クの充実である北千葉道路、また、新たな湾岸道路については現在行っていることを踏ま

えて表現を更新しております。 

 次に、１４ページをご覧ください。議案第２号の区域区分の変更についてご説明いたし

ます。 

 まず、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域を定めるものです。都市計画

法の運用指針では、市街化区域とすべき区域として土地区画整理事業の組合設立認可が確

実となり、計画的な開発の見通しのある区域を掲げております。そこで、今回の区域区分

の変更では、後ほど説明する海老川上流地区における土地区画整理事業の見通しが立った

ことから、運用指針に基づき施行区域を市街化区域へ編入いたします。 

 次に、１５ページをご覧ください。議案第３号の用途地域の変更についてのご説明です。 

 まず、用途地域とは、市街化区域においてその土地に建てられる建物の制限をかけるこ

とで、計画的なまちづくりを可能とするものです。 

 今回の変更では、船橋市用途指定基準に基づいて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。この目的は、区画整理の換地が完了するまでに予定されていな

い用途の建築物を制限するためのものです。ただし、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をあらかじめ指定いたします。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、東葛南部保健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。 

 次に、１６ページをご覧ください。議案第４号の土地区画整理事業の決定についてご説
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明いたします。 

 船橋都市計画土地区画整理事業の決定については、都市計画マスタープランにおいて目

指すまちづくりを実現するため、区画整理事業を位置づける都市計画決定を行うものであ

ります。範囲については区域区分の変更範囲と同一となります。 

 最後ですが、１７ページをご覧ください。議案第５号の都市計画下水道の変更です。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

共用水域の水質の保全に努めます。下水道を整備するために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を変更い

たします。図の赤い枠が今回変更する排水区域で、先に説明した市街化区域編入と同じ範

囲となります。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、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。 

 付議の説明は以上です。 

 

○都市計画部参事 

 それでは、最後になりますが、今回付議した５つの都市計画変更などにつきまして、令

和３年７月２日から７月１６日まで案の縦覧を行いました。このうち、この意見とそれに

対する市の見解についてご説明させていただきます。 

 この５つの都市計画案を縦覧させていただいたもののうち、整開保と言われている整備、

開発及び保全の方針の変更、区域区分の変更につきましては、千葉県が決定を行う都市計

画であることから、千葉県知事宛てに意見書が提出されております。残りの３つにつきま

しては船橋市が行う都市計画決定でございますので、市長に対し４１名の方から６６通の

意見が提出されました。 

 都市計画法１９条第２項によりまして、市町村は縦覧により提出された意見書の要旨を

市町村都市計画審議会に提出しなければならないということになってございます。今回多

数の方から意見が提出されている中、内容が類似しているものが複数ございましたので、

要旨の作成に当たりまして、各意見を内容ごとにまとめさせていただきました。委員の皆

様には、事前に要旨をご郵送させていただいておりますが、併せて、どのような意見があ

ったかという意見の全文につきましても、参考として送付させていただいているところで

ございます。意見書の要旨の左側に記載してあります件数につきましては、各趣旨の内容

を含む意見書の通数を数えておりまして、意見書の内容が多岐にわたるものが多かったた

め、合計すると意見書の数よりもかなり多くなっております。 

 本日は、この意見書の要旨に加えまして、これに対する市の見解を記載した資料をお配

りしておりますので、この中で特に意見が多かったものにつきましてピックアップしてご

説明させていただきます。 

 まず、１番目に多かったものにつきましては、ハザードエリアに関するものでございま
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す。要旨及び市の見解の１ページをご覧ください。一番左に書いてございますＮＯ．１の

ところでございます。意見の要旨といたしましては、「海老川上流地域は、船橋市が作成

したハザードマップで浸水想定区域であり、液状化の心配もあるので、今回の都市計画変

更は中止すべきである。令和２年９月７日施行の都市計画法、都市再生特別措置法の改正

の趣旨にも反している」という意見がございました。 

 これに対して市の見解でございます。事業区域内の浸水対策につきましては、雨水管や

調整池、二級河川飯山満川の改修を行うことにより治水の安全性を高める計画であり、宅

盤についてはかさ上げを計画してございます。液状化対策については、土地区画整理組合

設立準備会において地質調査を行った上で、必要な箇所に対し地盤改良工事等を実施する

計画となってございます。 

 続きまして、意見要旨が次に多かった土地区画整理事業に伴う下流域への影響について

でございます。 

 まず、１ページのＮＯ．２をご覧ください。「区域内の遊水地等の計画が具体的に明記

されていない。千葉県の海老川調節池の計画が破綻すれば、下流域で水害が起きる可能性

がある」という意見でございました。 

 これに対して市の見解でございます。河川管理者である千葉県とも協議の上、事業区域

内の調整池の整備を計画しており、千葉県が作成している二級河川海老川水系河川整備計

画で整備目標としている規模の降雨であれば、土地区画整理事業により下流への流出量は

少なくなることから、下流の被害は軽減されると考えてございます。 

 同じく２ページの、一番上のＮＯ．３をご覧ください。「千葉県の都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針において、海老川沿いの水田を市街化した際の災害発生及び下流域へ

の影響が指摘されている。地形的にも水が集まる区域で、この区域がよくなっても周りが

水没し孤立する。洪水時の調整池として今のまま残すべきである」。 

 これに対して、市の見解でございます。船橋都市計画の都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針では、「海老川沿いの水田は、これらの区域が市街化した場合、溢水や湛水の

災害発生が予想され、かつ、下流の既成市街地への影響も著しいものがある。これらの区

域については、広域河川改修事業等の治水対策と調整を図りつつ計画的な開発以外極力保

全に努める。」としております。このことから、本事業では土地区画整理事業において千

葉県と調整を図り、公共施設の整備や河川の改修等により治水対策を行い、計画的なまち

づくりを行うものであります。 

 続きまして、意見の多かったものの３つ目、医療センター及びメディカルタウンをハザ

ードエリアに設置することについてでございます。これについて、３ページのＮＯ．８を

ご覧ください。意見書の要旨といたしましては、「浸水と液状化が想定されている場所に

医療センターやメディカルタウンを設置すべきではない。浸水想定区域であり、医療セン

ター用地をかさ上げした場合に既存道路との接道や浸水時の接道が困難であれば、拠点病

院の役割は果たせない」という意見書に対して市の見解でございます。 
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 事業区域内の浸水対策につきましては、先ほどもお話ししましたとおり雨水管、調整池、

飯山満川の改修で治水の安全性を高めます。宅盤についてはかさ上げを計画しております。

液状化対策については、先ほどもお話ししたとおり、組合設立準備会において地盤改良工

事等を実施する計画となっております。医療センターにつきましては、浸水の可能性が低

いルートを緊急時の動線として想定し、その上で、大災害があっても病院機能が維持でき

るよう敷地のかさ上げや救急車の動線など、必要な箇所への災害対策を行うよう今後の計

画の中で検討してまいります。 

 続きまして、４番目に多かったもの、「土地区画整理事業ではなく、公園を整備すべき

とするもの」ということでございます。これについては４ページのＮＯ．１２をご覧くだ

さい。要旨といたしまして、「宅地にするのではなく、公園を整備するべきである」とい

う意見に対しまして、市の見解でございます。 

 今回、併せて変更する予定の船橋都市計画の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

では、変更後において、「飯山満地区及び海老川上流地区においては、土地区画整理事業

の促進を図り、良好な住宅地として配置する。」としておりまして、土地区画整理事業に

おいて区域内に周辺住民やまちを訪れる人々が利用できる公園等を整備する計画となって

ございます。 

 次に多かった自然保護に関するものでございます。これにつきましては４ページのＮＯ．

１３、一番下の部分をご覧ください。「自然破壊はやめるべきである。自然を生かしたま

ちづくりをすることがＳＤＧｓなど世界の流れに沿っている」という意見に対しての市の

見解でございます。 

 本市が実施した海老川上流地区における環境影響調査におきまして、事業の実施に伴う

影響について検証しており、生息する動物の周辺地域への逃避促進と周辺林への工事の影

響抑制に努めることなどの対策を行うことにより、事業者の実行可能な範囲において、で

きる限りの低減が図られていると評価されております。事業の影響があることが考えられ

る重要な植物種につきましては、生育の適地への移植を検討しているところでございます。 

 最後になりますけれども、市の財政負担に関するものでございます。５ページのＮＯ．

１７、１８をご覧ください。 

 まず、ＮＯ．１７です。「土地区画整理事業及び新駅設置に市の予算を投じる公益性は

ない。市の財政負担への市民理解が得られていない。現在の居住者が少ないので新駅設置

は不合理である」。 

 これに対しての市の見解といたしまして、土地区画整理事業については、組合に対し助

成等を行うことにより、事業を円滑に促進させ健全な市街地の造成を図ることを目的とし

ております。新駅の建設は、医療センターへのアクセスだけでなく、居住や業務等で行き

交う方々にとっての利便性の向上にも資するものであり、このまちづくりの核としては必

要なものであると考えております。駅の設置は、居住者だけでなく地域経済活性化や社会

活動、にぎわいの創出など様々な効果を生み出し、面的な市街地形成に重要な役割を果た



 

21 

 

します。 

 次の意見、「市の財政が苦しい中、財政的にも行うべきではない」という意見に対して

の市の見解でございます。 

 このまちづくりは組合が進める事業ではありますが、市といたしましても、この地区が

市の中心に位置して、船橋の新たなまちづくりの核として船橋の将来を支える重要な事業

であると考えております。休耕地が増えてきているなどの地区の現況からも今実現すべき

事業であるため、財政的に厳しい中でも進めるものでございます。 

 市に届けられました意見の要旨及び市の見解のご説明については以上でございます。 

 長くなりましたが、事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 一気に説明を固めてしていただきましたが、趣旨は本日お集まりいただいたご審議いた

だくテーマそのものがどういうことかというのを、一応全貌をまず把握していただくため

に細かいところまで入りましたけれども、この議題についての審議でございます。 

 今、約１時間ほど使いました。これからご発言をいただきたいと思いますが、休憩を取

らずに進めてようございますか。できれば、１時間ぐらいでやりたいなと思います。 

 どうしましょう。どこからでもいいということにいたしましょうか。お気づきの点から

まずは。それで、交通整理しなければならなくなったら、私がいたします。どうでしょう、

全体をお聞きになって、まずご発言したい方。○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 議案の内容については、また後ほどお話しするのですが、事務局から大変ご丁寧な説明

が１時間余りありました。これは配付されている資料なので、前もって見れば、クエスチ

ョン・アンド・アンサーは全部分かるので、これはもう時間節約上、「読んでいただいた

とおりでございます」で我々はいいと思うのです。 

 というようなことで、同じようなことが今後もあると思いますので、事前に意見書等が

あったものに対する回答は資料でお配りをしていただいて、会議の中では説明は省略でも

いいのではないか。どうしても分からない部分は、個別の委員からの発言を拾うというよ

うな形で、時間を効率的に使っていただきたいという提案でございます。 

 

○議長 

 内容的には特段のご発言はありませんか。○○委員。 

 

○委員 

 内容的には、しゃべると時間を食ってしまうので。 
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○議長 

 一番気になっているところは。 

 

○委員 

 時間を短くしてねとお願いして、私がしゃべると少し長くなって申し訳ないのですが、

会長も冒頭挨拶にありましたように、命をかけてやっている会議ということなので、では、

あえて申し上げさせていただきます。 

 海老川上流区域の開発についてですが、用途地域の変更、あるいは土地区画整理事業に

ついては肯定的なのですが、内容についていくつか問題があるなということで申し上げさ

せていただきたい。 

 当該計画の重要性については、既に審議に上がっている船橋駅の南口再開発とか南船橋

駅の開発とか、私的には思うのですが、あるいはもっと先に行けば、中央卸売市場の再開

発とか、いろんな大きなプロジェクトが浮かんでくると思うのですが、当面はそれに先駆

ける船橋としては、当該案件は非常に大きなプロジェクトであると認識しています。 

 このプロジェクトのハブになるのは、やはり医療センターだと思うんです。船橋の医療

センターは、ご存じのとおり、高度医療の救命救急センターで三次病院です。言うなれば、

病院の中の病院というような存在ではないかと私は思います。その核となる病院が、資料

７、土地区画利用計画図に素案と現状の案というのがありまして、素案のときにはこれに

ついてあまり異議というのはなかったと思います。 

 私が申し上げたのは、この斜めに走る新しい計画道路が、直角というのがまちづくりの

安定した形態なので、真っすぐならないのかという提案をしましたが、鉄道橋の物理的な

条件でならないんですということで、「ああ、そうか。じゃあしようがないな」というこ

とで納得はしましたが、右側にある変更案といいますか、つまり医療センターがちょうど

核にある位置が北側の隅に追いやられたという配置を見て、これはいけないと感じました。 

 やはりせっかく新しい駅ができるわけですから、その駅前にやはり三次病院としての位

置づけの姿をしっかり見せるというのが、船橋の医療の本来の姿ではないか。いわゆる広

域の救命救急センターですから、新駅を降りたら、メディカルセンター駅を降りたら、

「立派な病院があるね。船橋市民はいいね」と言われるような姿を見せるべきであろうと

思っていましたが、これが何と北の隅のほうへ計画案で押しやられてしまった。 

 どういうことか、私は土地区画整理事業の地主でもありませんし、委員でもありません

から理由は分かりませんが、押しやられた病院の手前に、今回出てきた新しい計画図を見

ると、医療健康拠点施設などというのが、でかい面積であるんですね。５か所もあるんで

す。本来、病院をつくるべき位置にあったもの。これは何だと言ったら、どうも人集めの

健康センターで、フィットネスクラブだとかヨガ教室だとか、そんなような商業施設がど

うもできそうな雰囲気なのかなと。それが駅前からすぐ、歩いて二、三百メーターもない

ようなところにあって、肝心の医療センターが駅から５００メーターも離れているところ
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にある。これはおかしな計画だねと、誰が見てもそう思うのではないかなと。 

 私自身は非常にこの配置計画に疑問を持って、言うならば素案に戻してほしいというこ

とを市には強く申し上げて、市は土地区画整理事業をしっかりと動かして、何十年に一回

あるかないかの大きな計画に対して、しっかりと本来あるべき姿を示してほしいと思うわ

けです。それが１点です。 

 それから、浸水のことについてなのですが、浸水・洪水のハザードマップで見ると、３

メーターから５メーターぐらいが浸水領域になっているという地図を見た記憶があるんで

すが、今回それは盛土かさ上げによって浸水をしないというようなことを計画しているよ

うなので、それについては安全かなと。ただし、既存の道路とどのようにかさ上げする部

分をつなげるのか。つまり、道路も大幅にわたってかさ上げしないと、計画の土地だけか

さ上げしても、道路が浸水してしまって３メーターも水がたまってしまったら、もう動き

がとれないわけです。これは秀吉さんではないけれども、高松城の水攻めみたいになって

しまって動きがとれない。その辺の計画道路との取り合いはどのようになるのか。 

 これは文章で言っても駄目なんですね。私も建築屋の１人なので、要は図面を描いて、

断面図を描いて、ここにちょっと断面図がありますが、この断面図も浸水深さであって、

かさ上げして浸水ラインがどの辺というのは、現状の地盤からどれだけ盛土するのかとい

う数値が全然ないので、訳が分からない。説得力がないというかな。現状はこういう断面

で、計画している断面はこういう断面になりますというのが一番素人に分かりいいんです。

私も素人といえば素人ですけれども、そういう図面の示し方をしてほしい。 

 というようなことで、浸水対策についても、市民の方の意見書からダブるところがあり

ますけれども、もう少し具体的に審議会の皆様が分かるような提案の仕方をしていただき

たい。 

 液状化についても、盛土をいくらするか知りませんけれども、盛土した部分って必ず液

状化します。液状化対策はどういう盛土をするのか、これはなかなか難しい技術ですよ。

だから、土地区画整理事業が盛土をして液状化を防ぎますと言ったって、ちゃんと技術的

な裏づけをとらないと、土を盛っただけで、「はい、できました」では後でとんでもない

ことが起きるので、しっかりとした技術的な裏づけでやっていただきたいと感じています。 

 そんな２点が今回の議案の中で気になったところなので、特にハブとしての船橋医療セ

ンターについては、これは市長も含めて真剣に取り組んでほしい。核ですよ。ハブですよ。

こんな機会はもう二度とないんだから、やはりその辺を踏まえて、土地区画整理事業の損

得で動かしては駄目ですよ。ということを強く申し上げてお願いをしたいということでご

ざいます。 

 ちょっと余分な話をさせてもらうと、私も十七、八年前に、少し用事があって、ドイツ

のハンブルグというハンザ同盟で有名な都市ですけど、行ったことがあるんです。何がす

ごかったかというと、あそこはエルベ川の下流なんだけれども、北海に面しているより少

し内陸に入ったところで、川が網の目のようにあるんです。建物はどうやっているかとい
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ったら、１階の部分を全部ピロティにして、かさ上げしているんですよ。居住部分という

のは２階から上。それは住宅であってもオフィスビルであって何であっても。１階のピロ

ティの部分は駐車場で、大水が出たら車は諦める。しかし、床上浸水はさせないよという、

これがドイツのやり方なんだなと思って、すごく感心したのを今思い出しました。 

 日本はなかなかそんな計画は無理でしょうけれども、浸水というのはやはり命が助かれ

ばいいというものではなくて、物理的な経済的な大きな損失を出さないということが非常

に大事だと思うので、何千万もかけてつくった家が一瞬にしてお釈迦になって、残ったの

は借金だけという、そういうことは絶対にないようにしないといけないなと。そういう意

味で、浸水というのは本当に命がけでやらなければいけないと感じました。 

 少し蛇足的なことも話しましたけれども、そんな感じで、ぜひ後々評価される、そんな

計画でひとつ進めていっていただきたいと思います。 

 

○議長 

 事務局は今のことで何か。どうぞ。 

 

○都市計画部長 

 都市計画部長でございます。ご質問ありがとうございます。 

 １つ目の病院の位置につきまして、お答えになるか分からないのですが、少し説明をさ

せていただきます。 

 病院の位置につきましては、今、委員おっしゃられたように、最初は駅前にありまして、

病院といたしましても駅から至近で、いい立地だなとずっと思ってございました。場所を

選定していく中で、今回この区画整理事業は、先ほど言いましたように、まだ同意９０％

ということで、地権者の中に同意を取れていない方もいらっしゃいます。ただ、医療セン

ターの現行の北の場所につきましては、実は地元の地権者、反対している方がいらっしゃ

らなくて、真ん中の当初の案のところには、まだ反対している地権者がいたというのがそ

のときの現状でございます。 

 そういった中で、医療センターにつきましては、初めにこのメディカルタウン構想を出

したときに、令和５年度中の完成を目指すということでアナウンスしていたのですが、そ

の令和５年度中の完成というのは、実はもう築４０年近くになりまして、先ほど少し説明

を割愛しましたけれども、かなり老朽化が著しくて、すぐにでもつくらなくてはいけない

ということで急いでいたものでございます。 

 そういった中で、真ん中につくることによって地権者の反対が多く、完成が遅れてしま

うということがございまして、ここにつきましては、先ほど市長にもということですが、

市長、病院、都市計画部、全部が入りまして再三協議をいたしまして、北に移るのもやむ

なしといった結論を出してございます。 

 それと、これは結論が出た後のお話でございますけれども、実は浸水の想定につきまし
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ても、この当該地区の南側より北側のほうが高い位置にありまして、実際、北に移ったほ

うが、先ほど説明にございましたが、緊急の道路的には北東に高台からの道が延びてござ

いまして、それが緊急の道路にも使えるというメリットも後々判明してございました。 

 そういったことから、本来的に時間の軸をなくして、病院であれば真ん中ということが

あったのですけれども、仮定の中でそういう検討をした上で今の北側に移っているという

のが経緯でございます。 

 場所についての経緯は、以上になります。 

 

○委員 

 今の説明で、もうほぼ決定事項ということのようなのですが、ともあれ○○委員からそ

ういう提言があったということは伝えておいていただきたい。これで文句なし、賛成では

ないよと。事業のことではないですよ。位置取りについては非常にまずいと、シンボリッ

クではないということをしっかりと伝えておいてほしいということでございます。 

 

○都市計画部参事 

 続きまして、○○委員から２つ目、３つ目のご質問がありましたので、それについてご

説明させていただきます。 

 今、パワーポイントで映させていただいている図をご覧いただきたいと思うのですけれ

ども、まず、かさ上げと道路の高さとの取り合いについてというご質問だったのですけれ

ども、まずこの土地区画整理事業の中で、今現在もう既にできている道路というのが、今、

私がなぞらせていただきますこの道路です。この東西に走っている道路、これが名前で言

いますと都市計画道路３・４・２５号線というのですけれども、これは既に開通している

道路でございます。 

 この道路につきましては、かさ上げすることができないところがございますので、この

高さは現状と変わらない状況になります。ただ、この周辺、この道路の両サイドの土地も

含めてですけれども、ほかの部分については、道路も含めてかさ上げをしようと考えてい

ます。 

 この道路も含めてになりますので、道路のかさ上げしたところと今ある道路については、

すりつけをしなくてはいけないことになるのですけれども、基本的に今ある道路だけは、

高さ的には今と同じになるので、ほかの道路については道路も含めてかさ上げになります

ので、宅地と道路の位置は同じという形になってきます。 

 かさ上げと道路の位置との取り合いについては、以上でございます。 

 液状化対策についてでございますが、まず初めにこの液状化については、セメント系の

これを攪拌して混ぜて、強度を増すという形で考えているというところは、組合設立準備

会のほうから聞いているところでございます。これにつきまして、今日お配りした資料４

のオレンジ色でハッチングがかかっている部分については、液状化の可能性があるという
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ところで、攪拌による液状化対策を行うというところでございます。 

 ほかのかさ上げをする部分につきましては、かさ上げということですので土を盛るので

すけれども、これをプレロードと言いまして、土を多く盛って、その土の自重、重さで圧

密をする。説明で言いますと、お豆腐の水を抜くときに、豆腐の上に食器とか重たいもの

を置いて、時間をかけて水を抜くという形。女性の方ですと料理をされるときにやられる

かと思いますけれども、そのような形で上に重い、ここの場合は土ですけれども、土を載

せて圧密、要はギュッと時間をかけてゆっくりゆっくり重さをかけ水を抜くということで

圧密をする、地盤の強度を増すということも全体的に行うところでございます。宅地に関

して、道路ではなく宅地に関してはそのような形で行おうと考えているところでございま

す。 

 

○委員 

 分かりました。今のプレロードというのは住宅、この黄色い部分ですか。説明で、資料

１の黄色い住宅地というところの部分だけを指しているんですか。 

 

○都市計画部参事 

 いえ、この部分、基本的に全体でございます。 

 

○委員 

 計画地全体を。 

 

○都市計画部参事 

 道路を除いた部分ですけれども、宅地の部分になりますけれども、宅地の部分の強度を

増すためにプレロードをかけるというところで考えています。 

 

○委員 

 それによって液状化を抑えようと。 

 

○都市計画部参事 

 はい。あと、液状化対策が必要なところは、資料４にございますこのオレンジ色がつい

ている部分です。ここについては、このプレロードだけでは液状化の可能性が拭えないと

いうことで、別の、要はセメント系のものと撹拌という形での液状化対策を施すという形

になっているところでございます。 

 

○委員 

 そうですか。よく分かりました。プレロードというから、要はてんこ盛りにして、圧密
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によって地盤を固めるという、サーチャージというやつですね。それをやりますというこ

とですね。 

 

○都市計画部参事 

 そのとおりでございます。 

 

○委員 

 分かりました。 

 

○議長 

 さて、もし別な角度からでもご発言がありましたら。 

 

○委員 

 葛南土木事務所の所長の○○と申します。 

 私からもちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、近年の想定外の豪雨とい

うことで、長野や九州地方、東北地方、たくさんの地域で未曽有の災害があります。特に

大河川によっては、それによって今生きている方たちが経験したことのないものが起きて、

たくさんの方が亡くなるということで、数百年から千年に一度ぐらい起きるような最大限

のものを想定してハザードマップをつくられていると思うのです。そのハザードマップで

想定されるものが来ても、今回の区画整理の中にある宅地にまで、家の中にまでは入って

こないということで計画されているということでよろしいでしょうか。 

 

○都市計画部参事 

 今、委員がおっしゃられたとおり、先ほどの今日お配りしたＡ４の資料に書いてござい

ます。ページを書いていないところなのですが、「かさ上げ、周辺道路との取り合い」と

いうところに書かせていただいております図面です。この下の図面のとおりですけれども、

お家が書いてあって、人が書いてあって、浸水想定ラインという青い点線が書いてあるも

のがございます。この浸水想定ラインというのが、ハザードマップに示されている１，０

００分の１、１年のうちで０．１％の確率で起きるであろうと考えられている最大の降雨

のときの浸水のラインになりますので、要は家の床下まではというところで考えていると

ころでございます。 

 

○委員 

 今の説明をお聞きすると、やはり東北や長野県や九州で、本来であればそんな想定外の、

数百年から千年に一度の豪雨の場合は、生命、財産を守るために、こういう場合は逃げな

さいと、本当は高いところに逃げなさいというような状況が起こり得る地域もたくさんあ
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る中で、この区画整理で盛土を行うことによって、基本的には自分の家の中にいれば水に

つかることもないし、生命、財産がなくなることもない。そういうことで計画をされてい

るということでよろしいんですかね。 

 

○都市計画部参事 

 最大の降雨につきましては、やはりハード面だけではなかなか守ることはできないとい

うところもあるので、今委員おっしゃられたような、命を守る、逃げるというところも含

めたソフトの面も考えなくてはいけないというところはあります。ただ、ここの区画整理

については、それもありますけれども、このかさ上げを施すことによって、建物をハード

面からなるべく守れるようにということで計画をしているところでございます。 

 

○議長 

 ○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 第１４０回、前回の都計審のときに、この災害対策についての報告がありまして、その

中で想定し得る最大規模の降雨を想定して、１０分の１の年超過確率を１，０００分の１

にすると。ちょっとここの部分が分からなかったのですけれども、今日いろいろとご説明

をいただいて、「ああ、そうか、そういうことかな」と理解してきたのですが、今日の説

明の中で、本当に市民の視点で見ると、先ほど葛南土木の所長さんが疑問を提起されたよ

うに、九州でも、あるいは西日本豪雨も、毎年のようにある。そういう中でこの対策だっ

たら安心できるかどうかというのは、我々市民では率直に言ってよく分からないです。 

 国も県の基準も、時間当たり５０ミリの降雨を想定して、１０分の１の年超過確率とい

うことになっているんです。それを、調整池の整備などは時間当たり７０ミリの降雨、そ

して超過確率を５０分の１、さらに当該地の想定し得る最大規模の降雨量を想定して１，

０００分の１の超過確率と。市民としてはこの１，０００分の１の確率、そして地盤かさ

上げと、こういう対策を取っているのだから、これを信じるよりほかにはないのですが、

非常に単純な疑問として、今、時間当たり７０ミリの降雨なんていうのはそんなに珍しく

ないように思います。今、西のほうは大体もう１００ミリですよね。そういう中で依然と

して、多くなって７０ミリの調整池の整備だと言っていていいのだろうかと。 

 さらに、雨水管量なんていうのは、７０ミリの降雨を想定しておきながら５０ミリで整

備していこうというような計画になっている。市民としての非常に単純な疑問ですけれど

も、そういうことでよろしいのでしょうかね。ちょっとここのところだけ確認をさせてい

ただきたいと思います。 
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○議長 

 いいですか。関連で。 

 

○委員 

 再び葛南土木事務所の所長の○○です。 

 県のほうでいろんな疑問の中で出てくるのは、海老川の河川整備ということになります。

昭和になりまして東京から千葉県へたくさんの方が住まわれてきて、昭和から平成の前半

１桁ぐらいまではたくさんの雨が降ったこともありますし、宅地開発されて、田んぼが宅

地化されて水が河川に流れることが多くて、数年に１回は水が住宅地にあふれ出るという

ことがございました。 

 県のほうで、河川の整備と、それから調整池を整備するということで、時間当たり５０

ミリの降雨に対して対応できるように河川整備を行っております。 

 海老川につきましては、河口から富士見橋まで、市場町通りの橋梁ですけれども、その

区間につきまして、河川整備については平成６年におおむね概成しております。この概成

によって、それからは堤防から越水するような水害は起きていないのかなと思っておりま

す。 

 それで、皆様言われるように、これからこの区画整理の下流部に県では海老川の調整池

を計画しておりまして、時間は随分かかりましたけれども、現在、用地買収率は買収面積

として９５％になっております。計画面積２２．４ヘクタールに対して２１．４ヘクター

ル買収を終わりまして、あと１ヘクタールの方たちに協力いただければ事業化できるとい

う形になっています。 

 昨年からは、地下水が湧いてこないかどうか、遮水の試験施工もしておりまして、あと

数年たてばその確認もできるかと思っております。だから、河道の整備はおおむね終わっ

ておりまして、調整池もできれば、さらに治水に対して安全度が増すのかなと思っており

ます。 

 あと、支川の飯山満川につきましては、この区画整理に合わせて河道を広げてもらうの

と、現在うちのほうで上流の東葉高速沿線の市の区画整理に合わせて、飯山満駅の目の前

に同じく調整池を整備しておりまして、９月現在おおむね概成しました。実際には先日の

雨で降った水も、調整池の中に入ってためているような状況ですので、今聞くと、１，０

００分の１というのに対してハザードマップをつくっているものと、ハード面でやってい

く、５０ミリが１０分の１という形になってしまい、ちょっと貧弱に聞こえるかもしれま

せんけれども、かなり皆様の安全・安心に寄与すると思って私たちも整備しておりますの

で、ご理解いただければありがたいかなと思っております。 

 

○議長 

 ○○さん。 



 

30 

 

○委員 

 委員の○○です。いろいろ資料を読ませてもらって、今日お話を聞かせていただいて、

一つまずお聞きしたいことがあります。このメディカルタウン構想、とてもすごいなと思

いながら見ているのですが、今度できる東葉高速の新駅がありますよね。この新駅は公共

交通環境の向上のところに書いてございます。この資料の中に書いていますけれども、こ

れだけなんですか、意味は。というのは、確かにここから新しくできる高度な医療センタ

ーまで、直線で行きやすいかもしれないけれども、病院のためだけにこの新駅が考えられ

ているのかどうか。 

 実はこれ、前から僕もいろいろなところで話をしているのですが、北部の例えば小室地

区だって、今度県の指定でもって非常に大事にされていますよね。３つのたしかポイント

がありましたね。メディカルタウンもありますし、南のほうもあります。もう一つ、同時

に北のほうの地域の、あの新しくできる北総線のラインをきちんとつなげていくというよ

うなことがあるのにかかわらず、この新駅はそのためだけに新しく駅をつくるのかどうか。

この新しい駅を北部とこの地域をつなぐ新たな、きちんとした幹線の中継駅として機能す

ることを考えていけば、その間にたくさんの船橋の貴重な財産というか、自慢できるもの

がたくさんあるのにかかわらず、うまく生かされないのではないかと思います。 

 だから、この駅と同時に、下にできる調整池をどんなふうにして市民の憩いの場所にし

ていくのかとか、そういうことも含めていかないと、本当の健康とか、よりよい幸せ感の

ある市民のものにならないのではないかという気がしてならないです。この新駅をどのよ

うにイメージしているのか、ちょっとお聞かせ願えればと思うのですが。 

 

○都市計画部参事 

 事務局でございます。ご質問ありがとうございます。 

 新駅についてのご質問でございますが、まず、本日お配りいたしましたお手元の資料の

６をご覧いただければと思います。私どもが考えているこの新駅につきましては、医療セ

ンターのためにつくる新駅ではなく、新しくつくる区画整理のまちと、その周辺も含めた、

ここの周辺地域の利便性を高めるためにつくることも考えているところでございます。 

 資料の６にありますように、区画整理の１、赤い部分ですね、この下には海老川の調節

池がございます。この海老川の調節池につきましても、調節池というのは雨が降ったとき

に水をためるものであって、平時、雨が降らない、今日のように晴れているときは水がた

まっていない状態になっておりますので、ここの部分につきましては、市といたしまして

も活用は考えてございます。上部利用と言っているのですけれども、調節池の上部、ここ

をどのように使えるかというところについては、千葉県と協議を進めているところでござ

います。ですので、ここに集まる方々のためというところもありますし、この調節池の絵

でいきますと、右側には既に昔からの住宅街もあります。これは昔からの居住地ですけれ

ども、そういうものもあったりもします。というので、ここのまち、その周辺のための駅
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と考えているところが一つあります。 

 それと同時に、今、ＪＲの船橋駅から現在の医療センターを通っているバスなどもござ

います。こういうバスの結節機能というところも将来的にできるのではないかということ

も含めまして、バス事業者との協議も進めているところでございます。ですので、ここの

新しい駅というものが、将来の船橋に非常に重要な駅の一つになると考えているところで

ございます。 

 

○委員 

 ありがとうございました。この前の会議だったか、農地がどんどん今宅地化されている

という話がありましたね。今、本当に、例えばこの海老川の上流域、ずっと金杉から通っ

て、さらに二和、三咲といいますと、畑がどんどん宅地化されています。この人たちは駅

まで、船橋に直線で出ればわずか１０キロ弱。もっと少ないかもしれない。にもかかわら

ず、ずっと遠回りをしながら出てこなければならないという状況。あとはバスを使う。バ

スは混んで混んで、時間が何分かかるか分からない状況になっている。 

 これは日大校地といって、先生はご存じかもしれませんが、広大な、何も手つかずの土

地が残っています。金杉台団地もあります。さて、そこからさらに行けば、アンデルセン

公園があって、非常に魅力的な場所がいっぱいあるのにもかかわらず、例えばまちづくり

の資料の 13 ページに「整備・開発及び保全の方針」ということが書いてあって、３つの

オレンジ色のマークが載っていますよね。さっきも言いましたけれども、「広域交通ネッ

トワークの充実（北千葉道路）」と書いてあるけれども、北総線も関わってきます。それ

で、今話しているのは「新たな拠点の創出」ですよね。さらに、その下には「南船橋駅南

口地区」があります。 

 これを例えばつなぐというアイデアはないのかとおっしゃって、バスのことをおっしゃ

いましたけれども、例えばＢＲＴというバス高速輸送システムということを考えている市

町村もありますよね。渋滞にもかかわらずきちんと定時に運行ができて、通勤に極めて便

利ということが、もし北部の小室と国際ゲートウェイの、あの小室の北総とつながるよう

なことができれば、これは極めて面白いことが船橋で起きるのではないかなと実は思って

いるんです。そのためにもこの駅とこの周辺の開発というのは、とても意味があるのでは

ないかと思って実はご質問させていただきました。 

 

○議長 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 公募委員の○○です。今日はありがとうございます。３つコメントがあって、１つが大

きめのコメントで、２つが小さなコメントです。 
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 一市民として単純に考えると、医療がすごく逼迫しているとか、医療資源が足りないと

いう社会情勢になっている中で、１４０回の都計審もそうですし、今回の都計審もそうで

すし、市民の方々からの６６通の意見書もそうなのですが、メディカルファシリティーが

必要だよねという声がなかなか聞こえてこないことをすごく不思議に思っています。そも

そも２週間に６６通の意見書が集まるというのも、船橋市民は随分意識が高いなと思いま

した。それだけ市民の関心を集めていて、かつこの都計審でもこんなに長い時間話をして

いて、結局議論されているのはハザードマップ的な話や洪水対策や治水対策の話です。で

も、本当は、今、我々がこの状況にいて一番必要なのはメディカルファシリティーの話の

はずで、かつこれだけ立派なものができると言ったら、割と受け入れてくれるような社会

情勢になっているはずなのに、こういった意見になっている。きっとふなばしメディカル

タウン構想というものが、市民に伝わりきれていないところが根本的な原因なのではない

かと思って今回話を聞いていました。 

 ふなばしメディカルタウン構想の中で、ヘルス、メディカルケア、ネーチャー、フィジ

カルアクティビティー、パブリックトランスポート、コミュニティーの６つあるのですが、

メディカルの部分とタウンの構想の部分がごちゃごちゃになっているので、市民の皆さん

も分かりにくい。 

 ヘルスとメディカルケアに関しては、恐らく今一番説明しやすい状況のはずで、今、船

橋にはこれだけの医療ファシリティーが足りなくて、保健所はこのようなことに困ってい

て、こういった問題が船橋にはあって、救急搬送ができないものがこれだけあると。もち

ろんこんな不測の事態は二度と来ないかもしれないけれども、この教訓を踏まえて、具体

的な数値を基に、このファシリティーがあればヘルスとメディカルケアをこれだけ充実さ

せることができるということを説明すれば、１００年に一度の災害を考えるよりも、医療

のほうがより優位性が高いという説明はつくような気がします。メディカルタウン構想の

メディカルの部分をもう少し充実させるような内容にしていただけると、こんな意見には

ならないのではないかと思って話を聞いていました。 

 タウン構想に関しては、メディカルのファシリティーを海老川上流地区でこれだけ充実

させることによって、タウンがこれだけメリットを受けることができるということを並べ

ていくことになると思うのですが、具体的なイメージをイメージ図という形でたくさん載

せてくださっているのですが、恐らくこれが海老川上流地域に具体的なイメージとして落

ちていないことが問題です。柏のアーバンデザインセンターのものとかいろいろ載せてく

ださっていて、私自身も参画しているプロジェクトなのですごくよく分かっているのです

が、こういう事例をイメージとして載せるのはいいのですが、メディカルタウンができる

ことによって船橋市がこうなるというのをもう少し載せていただけると、タウン構想とし

て分かりやすいものになると思います。そういった形をつくっていただけるようなメディ

カルタウン構想を今後期待したいと思っています。 

 もう２つは大変小さなコメントなのですが、私自身がサステナビリティ学の研究を大学
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で勉強していて、どうしてもＳＤＧｓの記述は気になってしまうので、一つコメントです。 

 ＳＤＧｓは１７の目標で、広く大きな目標としているので、「ＳＤＧｓ達成に向けた取

組を促進するための施策を検討し、方向性を取りまとめることとなっています」と１４ペ

ージには書いてありますが、恐らくこのメディカルタウン構想は、ゴール１１の「住み続

けられるまちづくりを」というところをターゲットとしているはずなので、そこがターゲ

ットですと言い切ることが大事だと思います。もう一つは、このメディカルタウン構想で、

ターゲットに対してどういうメリットが実現される、もしくは、ターゲット１１に寄与し

ますということを明記できるような形で書くと、タウン構想がより充実するかなと思って

います。 

 同じく１４ページの Age Friendly City に関して、あくまでスペリングの問題ですが、

Age Friendly City というのは今結構多く議論されていて、例えばメルボルン大学で Age-

Friendly Smart City とか、ここにも書かれていますが、ＷＨＯの Global Age-Friendly 

Cities という形で書かれています。Age と Friendly の間にハイフンが入ることが恐らく

グローバルスタンダードで適切なので、Age Friendly City というものを使うのであれば、

Age-Friendly Cityにするほうが外国の方も分かりやすいかなと思います。 

 

○議長 

 ほかに。どうぞ。 

 

○委員 

 お時間を取っていただいてありがとうございます。議員の○○と申します。いくつかお

伺いしたいと思います。 

 今、医療逼迫の話も大変大事だと思いますが、私はやはり災害、水害の面、それから、

ＳＤＧｓにも絡んで伺いたい。 

 それと、まず今日ですが、本来１０月に延期されると言われていたのですが、組合設立

準備会から、今日開催してほしいという要望があったということなんですね。どういう要

請があったのかをまずお伺いしたい。というのは、組合設立の日程を遅らせたくないとい

うのが恐らくあったと思うのですが、船橋市の今後を左右する都市計画審議会の開催を組

合の都合で変更させられてしまうというのは、本市の都市計画を民間事業者にゆがめられ

てしまう、船橋市がそれに便宜を図ったことになるのではないかというのがまず一つ疑問

ですので、前提でお伺いしたいと思います。 

 それから、この間、この計画に関わりまして、さっき公告もありましたけれども、海老

川上流地区の環境影響評価書がまとまっており、洪水・内水ハザードマップも話が出てい

ますけれども、公表されている。この２つは、過去に正式に都市計画審議会に報告されて

いたのでしょうか。その点もお伺いしておきたいと思います。 

 中身に入る前に、そちらをお願いします。 
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○都市計画部参事 

 事務局でございます。 

 まず初めに、本日のこの都市計画審議会は、当初は１０月の頭に開催を予定していたと

ころでございます。８月５日、２３日は延期させていただきました。今現在もそうなので

すけれども、やはりそのときは緊急事態宣言下であったというところがございます。８月

の緊急事態宣言のときは、感染者が急増しているという状況があり、やはりこの状況下で

行うことは厳しい。それと同時に、市役所の庁内でもクラスターが発生していたというこ

とがございまして、その中で開催することは厳しいということで、８月に開催の都市計画

審議会は延期させていただいたというところがございます。 

 現在は議会の開催中でもございますので、一号委員の方々もいらっしゃる中、議会開催

中にこの都市計画審議会を開くのはかなり難しいのではないかと私たちも考えておりまし

た。ただ、先ほど来お話しさせていただいております医療センターの開院の時期は、船橋

市としても非常に重要なところでございまして、スケジュールを再度見直したところ、少

しでも早くやらないと医療センターの開院時期に影響してくるということが分かったとこ

ろでございます。そういうところがございましたので、皆さんに無理を申しているところ

ではございますが、本日の開催に至ったということでございます。 

 コロナの影響でどんどん遅れていくというところ、地元の皆さんとしては、自分たちの

財産を削ってこの区画整理をやるので、なるべく早くやりたいという思いもあり、そうい

う意見もございました。 

 市といたしましては、この医療センターの開院時期を遅らせたくないという思いがござ

いまして、今回至急ではございましたが、開催させていただいたところでございます。 

 続きまして、環境影響調査とハザードマップが都市計画審議会に報告があったのかとい

うところでございます。 

 ハザードマップにつきましては、前回の１４０回の都市計画審議会で報告させていただ

いている中で触れさせていただいています。 

 環境影響調査につきましては、昨年度中に完成はしており、ホームページに載せさせて

いただいていますが、この都市計画審議会の中ではご報告はしていないというところが事

実でございます。 

 

○委員 

 ありがとうございます。 

 環境影響評価書はホームページに載せていらっしゃるということですが、実際に読ませ

ていただきますと、カヤネズミやニホンイシガメなど、千葉県のレッドリストに載ってい

るような重要生物が見つかっているということが記載されております。評価として、生息

地がなくなっても、移動していけるから影響は少ないと。今日も報告がございましたけれ

ども、その評価自体、自然環境を保全する立場からは受け入れられないと考えます。 
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 まちづくりに関する指標にＳＤＧｓがありますね。先ほどもありましたが、この中の目

標の１５に「陸の豊かさも守ろう」というのがありまして、生物多様性について触れられ

ております。ＳＤＧｓにはいろんな目標がありますけれども、ウエディングケーキと言わ

れており、いろんな目標の実現の基礎になる部分が生物多様性や温暖化問題、気候変動の

問題になっておりますので、そもそもこういうところをないがしろにしてしまうと、目標

自体が形骸化するのではないかと考えます。前提については以上にいたします。 

 中身についてお伺いをしていきたいと思います。 

 さっきドイツのお話がありましたけれども、今回のドイツの総選挙では、気候変動の問

題が最大争点になっていると。日本よりもかなりいろんな対策が進んでいるようなところ

であっても、大洪水がこの間起きていたりで危機感を強めております。そういう中でも、

日本ではあまり議論にはなっていないねという話があるのですが、そうした温暖化の下で、

千年に一度の雨、９時間に５１６ミリということなのですが、実際にこれを超えるような

雨が２０１７年に福岡県の朝倉市で降っております。９時間で７７８ミリ降って、３４名

が亡くなったと。 

 この間、ＩＰＣＣが第６次報告書を出しまして、地球の平均気温が上がっていけば、気

候変動は勢いを増していくと言っておりますので、これを来ないのではないかという前提

の下で進めてしまうというのは楽観論ではないか、危険な話ではないかなと思っておりま

す。 

 さっき下流部の件が出ました。先ほど千葉県の方から、今、海老川調節池が整備中で、

９５％用地買収が進んでいるというお話がございましたが、完成は保証されているものな

のでしょうか。その点をちょっとお伺いしたいなと。 

 下流部の本町地域などの海老川の氾濫は実はリアルな話です。２０１９年に台風１５号

が来ました。そのときにツイッターでアップされていたのが、海老川の水位が堤防すれす

れまで上がっていたと。そのときの時間雨量最大は、１時間３５．５ミリでした。ですか

ら、それぐらいの雨であっても、あれぐらいになってしまうと。そういう中で、海老川調

節池が本当にできればいいのですが、４０年たっても完成していない。それについて、本

当に進めてしまっていいのか、完成するという保証があるのか。そのことをお伺いしたい

と思います。 

 それから、財政負担なのですが、いかに財政負担があろうが、これは船橋の非常に重要

な事業であるから進めなくてはいけないという話がございました。しかし、東葉高速鉄道

の建設費用は当初５０億円と言われていたのが、６月過ぎでしたか、６５億円になったと

突如発表されておりまして、いとも簡単に増えていくわけですね。本当にこのまま進めて

いっていいのかというところも疑問に感じます。 

 それから、さっきＳＤＧｓの話が途中になってしまったのですが、この意見書で、「自

然破壊をやめるべき」という意見が１４件ありました。２２番ですか、「重要な哺乳類の

カヤネズミや、コチドリなどの重要な鳥類、ニホンイシガメなどの重要な爬虫類の生息が
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確認され、事業によって現在の生息場所を失うことが明らかにされている。しかし『影響

は小さいものと予測する』との評価となっており」とあります。あくまで船橋市自体が出

してきた意見であって、果たして客観的にこのまま１００％正しいと受け取っていいのか。

第三者的な検証が要るのではないかと思います。意見書の中には、「田畑がなくなること

で、餌場などの生存条件が奪われ、減少につながる」という意見もありました。実際それ

は否定できないと思うんですよね。このことについて、もう少し第三者的検証が要るので

はないかと思います。ご見解を伺います。 

 

○都市計画部参事 

 事務局でございます。いくつかご質問があったかと思います。 

 まず駅の費用のお話が出たのですが、これにつきましては、現在まだ精査中であるのと

同時に、最終的に設計もできていないところがございます。現時点で、当初お話ししてい

た金額よりも上がってきているということは出てきているので、それをご説明したところ

ではございますが、これにつきましては、まだ正確にいくらになるというところは決まっ

たわけではございません。 

 あと、環境影響調査の結果についてでございますが、委員おっしゃったように、先ほど

私どものほうからもお伝えしていますとおり、確かに最重要種ではないのですが、重要な

種というのが出てきています。コチドリや、今お話があったようなカヤネズミというのも

ありました。しかしながら、植物以外の動けるものにつきましては、開発を行うことでそ

の外側に逃げていく形になるということで、問題はないという結果になっております。 

 それと同時に、植物は逃げていくことができませんので、重要なものにつきましては、

同じような条件の場所を探して、それを移植することを検討しているところでございます。 

 この結果につきましては、専門分野のコンサルタントに委託して出しているところもあ

るのですが、まずはどういう調査を行うかという調査計画をつくったときに、市の環境部

を含む関係各課に照会をかけたのと同時に、有識者の方にヒアリングを行っております。

このような調査でよろしいかというところをヒアリングさせていただいております。その

ヒアリングの中で、この区画整理の区域内だけの調査を行おうとしていたのですが、この

区画整理を行うことで、その外側にも影響があるということで、もうちょっと調査範囲を

広げたほうがよろしいというご意見をいただきまして、この区画整理の区域から外側に約

２００メートルのプラスアルファの広さの部分を含めた調査を行ったというのがまず一つ

ございます。 

 それと、同じくこの評価結果について、市の環境部を含む関係課に照会を行うとともに、

これは調査前、調査後も同じなのですが、東京農工大学農学研究院自然環境保全学部門の

教授でいらっしゃった星野先生にヒアリングをして、今回の結果、この評価の仕方、植物

の移植なども含めた中で、よろしいのではないかという評価をいただいています。 
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○委員 

 葛南土木事務所のほうからは、堤防の近くまで水位が上がったことについてご説明をさ

せていただきます。 

 ２０１９年９月９日、４時３０分から６時ぐらいの間、県が計画している計画高水位よ

り１６センチ高く、堤防より４４センチ低いところまで水位が上がったということになっ

ております。これにつきましては、当然強い降雨があったことと、併せて高潮の時間が合

ってしまった。船橋市の河口付近はゼロメートル地帯ですから、潮位が２メートル以上に

なった場合は、まず水門を閉めて、海老川の排水機場を回します。それによって水をかき

出すのですが、水をかき出す途中であったために、水位が高くなったのがその部分です。

だから、その前後はかなり水位が低くなっておりますので、そんなに心配されなくても大

丈夫なのかなと思っております。 

 先ほどの３５．５ミリというのは市の広報に載っている推計なのですが、県の葛南土木

事務所の上にも降雨計がございまして、うちの事務所で記録されている一番のものは５７

ミリです。だから、３５．５ミリでこのくらいだと、地点ごとに違いますので、それが全

部正しいとは言えませんけれども、葛南土木事務所では５７ミリという結構強い降雨があ

ったという記録になっています。 

 水位が高くなったことについては、たまたま雨が降ったときと高潮や満潮が重なって、

水門を閉めて排水機場を動かしたときが重なったので、一時的に水位が高くなったという

ことになっております。運転して１時間半後には水位がかなりぐっと下がっておりますの

で、安全・安心は守られているかなと県としては考えております。 

 

○委員 

 ありがとうございます。 

 ５７ミリというのは初めて伺ったのですが、場所はどこだったのかというのを伺いたい

のと、さっきお答えいただかなかった、海老川調節池は完成するのかどうか、その保証は

あるのか、完成しない可能性があるのかを伺いたいと思います。 

 高潮と時間が合ったということなのですが、先ほどから言っています温暖化というのは、

海面も上昇します。何十年も先を見越して、今この都市計画案を出されていると思うので

すが、早ければ２０３０年代には気温上昇がかなり進むと世界中の科学者が言っている中

で、海面上昇のリスクとかを考えなくていいのか。その点についてはどのようにお考えな

のか、伺いたいと思います。 

 それから、区域内なのですが、かさ上げがＡ４の紙に何メートルとか数値が書いていな

いので、私も本当に分かりにくいと思いました。かさ上げは何メートルを想定しているの

か伺いたいと思います。 

 それから、さっきのメディカルタウン、医療資源が増えていくということであれば、こ

れは船橋の最重要課題とも言えると思います。今後感染症も増えていくだろうと言われて
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いる中で、船橋の最大の問題は、住民の人口当たりの医師や看護師の数が非常に少ない。

千葉県が全国でも最下位クラスなのですが、船橋はその中でも最下位クラスなんです。メ

ディカルタウン構想は、医師や看護師などの医療従事者を増やすとか、医療資源を増やし

ていくというものが含まれている構想なんでしょうか。伺いたいと思います。 

 

○議長 

 ごめんなさい。ご発言を妨げるのではありませんよ。だけれども、今のお話を聞いてい

て、ご発言の場所が違います。 

 

○委員 

 分かりました。 

 

○議長 

 そして、一つだけ。今の医療センターが老朽化しているというのは冒頭からございまし

た。普通の建物ですと、その場で壊して工事期間を取って建て直すということをやるので

すが、休めない。病院というのは、出来上がったらその新しい病院へ短時間で全員引っ越

すというイメージではないでしょうか。とりわけ、今は医療システムがこれだけ問題にな

っていますから、休めないのですね。そういう認識で私は受け取っていました。そうでな

くても、今は医療について、欲しいなという空気でしょう。 

 「自宅待機」という言葉を聞くと、私は建築家ですから、どういう住宅にお住まいです

かと聞きたくなるくらい、その屋内環境が心配です。昔、個室への「ひきこもり」が問題

となって以来、ドアのない子供部屋も増えたように思います。状況によっては、１人が感

染して帰ったら、家族全部にうつるのではないかと心配になってしまいます。 

 それと、もう一つだけ。自然の植生保護の関係の仕事もしましたので、いろいろ教えて

もらった事があるのですが、ものすごい豪雨で根こそぎ流れてしまうこともあるのですね。

また、川辺、溜め池の蚊の発生防止にも対策が必要なのですね。そして外来種が出てくる

と、以前、印旛沼・手賀沼で見られたように対策が必要なのですね。 

 

○委員 

 先ほど○○委員からご質問のあった駅の建設費が膨張云々と。私も建築屋で経営的なも

のをやっているものですから、これは気になるところなのですが、お金に絡むというか、

建設費が膨張云々というのは議会的なことであって、この都市計画審議会の中ではあまり

なじまない内容かなと、私は審議会の委員としてそういう感じがします。できたら、議会

のことは議会でやっていただきたいというのが気持ちでございます。悪い印象を受けない

ように、ひとつ真意を酌み取ってよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、蚊の話というか、会長と打合せをしたわけではないのですが、先に取られて
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しまったかなという感じがしました。思わぬ話が出てしまって、あれっと思いました。 

 海老川上流の開発計画の区域内のかさ上げで、浸水の心配がどうだこうだという話が確

かにあるのですが、ざっくばらんに全体を見て、私も今日ここへ来るときに道路沿いをず

っと見てきたのですが、計画区域を、例えばウオーターハザードで浸水する３メートルな

りかさ上げしたとする。かさ上げの高さは、次回事務局のほうで、私、断面図を出してく

ださいという提案をしておきましたから出てくると思うのですが、例えば３メートルある

と、現状、市街化調整区域で残っている部分が、船取線までの間にまだ相当な面積がある

んですね。あそこが低い部分で、自然の調整池みたいな役割になってしまうのかなという

感じでした。車を走らせながら。ここに調整池という計画がありますけれども、多分こん

な容量では足りないと思います。足りない分はどうするんだろうなというのは、米ケ崎の

市街化調整区域が自然のため池っぽいと言ったら変なのですが、いっときのたまり水を受

けるような役割をするのかなと。だから、３メートルぐらいあると、大ざっぱにぱっとに

らんで何とかいけるのかなという感じがしました。感じでものを言ってはいけないのです

が、もうちょっと物理的に雨量だ何だを計算して浸透量を測ってやれば出てくるんですけ

れども、そんな感じがしました。 

 あと、海老川、海老川と言うんですが、上流は北何とか川というのがあるんですよね。

滝不動のほうへつながっている。多分あの辺から源流があると思うんです。そうすると、

ずっとあれが流れてきたのが、計画地の現状の医療センターの前を通ってくると海老川と

いう名前に変わるのかなという気がします。その辺の長さを含めても、球磨川とか信濃川

とか利根川とか、ああいう大河とは違うから、あふれ出てきてもまち中水浸しになるよう

なことは。そうなると、市街地のほうが逆に問題なんですね。駅前のほうが問題になって

しまう。 

 そういうことで、こことここだけ取り上げてやれば、３メートルかさ上げするのは納得

かなという感じもしなくはないということで、雑談的な感想になってしまいましたけれど

も、そんな感じがいたしました。 

 

○委員 

 農業委員会の○○です。 

 これは質問ではなく、農業委員会として耕作放棄地を利用するというか、そういう形な

ので、現状といいますか、お知らせしたい部分がございまして、一言申し上げます。 

 実際、船橋の耕作放棄地の大体９割は田んぼです。なぜ田んぼができないのかといいま

すと、やはり水ですね。この米ケ崎地区も昔は海老川の水を使ってやっていたのですが、

やはり生活雑排水が多いということで、井戸でポンプアップしてつくっていましたが、水

利組合が電気代だけで年間３００万円とか４００万円かかる。農家がだんだん減ってくる

と、それを４軒で負担しなければいけないとか、３軒で負担しなければいけないというこ

とで、結局もうもたないということで解散してしまいました。 
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 つまり、あそこは農地をやりたくてもやれない土地なんです。私たちも指導しますので、

草刈りをしてください、ぼうぼうにしないでくださいと言っていますけれども、田んぼを

埋め立てないと農地としてできないんですよ。 

 ですから、あの土地をどうにかしたいと思うときに、やはりどうしてもこういう区画整

理というのは、私も肯定的な立場です。売れないとかどうしようもないところのほうが、

耕作放棄地が多いという現状がございます。船橋市で、北部地域の農振地域が一番耕作放

棄地が多いんです。売れない土地のほうが耕作放棄地が多くて、かえって西船地区の市街

化のところがしっかり残っている。 

 つまり、私が言いたいのは、あそこを区画整理して、市街化になっても、生産緑地を受

けて農地として残してもらったほうが、あのまま耕作放棄地でつくれない土地であるより

も、大きな目で見て農地は残る方向に行くと考えております。 

 そういう意味で、今の医療センターの前に農地がありますね。あれは医療センターをつ

くるときに崩したやつで埋めたんです。あそこの地域は。ちょっと高台になっていますよ

ね。医療センターの今回の開発の間です。あそこには耕作放棄地がないんですよ。畑にな

ったところ。それよりも、こっちの田んぼのところにあるんです。その現状を皆さんに分

かっていただきたいということで、現状のことでこの区画整理をなるべく進めていくほう

に、私は農業者の立場として賛成のほうに回りたいと考えているという意見でございます。

質問ではございません。 

 

○議長 

 どうしてもご発言という方。どうしてもという言い方は変ですね。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 最後にします。 

 医療センターの建て替えは必要ないと受け取られてしまったのならば、私の言葉の使い

方が非常にまずいということで、私も建て替えは必要だという立場です。ただ、今の医療

センターがあるところの近隣の地権者の方に十分当たり切っていないのではないか。議会

でもそういう話が出ましたので、その点で開発ありきになってしまっている。医療センタ

ーをこの区域に移転ありきになっているところに非常に疑問を感じております。 

 それから、自然の問題について不勉強は確かにあるんですけれども、例えば、今、流域

治水という考え方が国交省から出されております。さっきまちのほうに問題があったので

はないかというご意見もありましたけれども、そうは言っても、実態として水害の危険性

が強まっているのであれば、例えば新潟県などでは、田んぼダムとか、いろいろ実証実験

が始まっているという話も聞いております。今ある条件を生かして、流域治水を進めてい

くべきではないかと思いますので、この都市計画案については、私は反対をいたします。 
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○議長 

 もうちょっと反対の論点を整理して。結論は反対で。 

 

○委員 

 結論は反対です。 

 

○議長 

 その根拠は。今お話を聞いている中で。 

 

○委員 

 根拠は水害の危険性です。区域内についても、１時間７０ミリの調整池をつくる。それ

と、まち全体で１時間５０ミリ対応をするということなのですが、今の時代、それは効果

が微々たるものではないか、不十分であると考えます。先ほどもお答えがなかったのです

が、海老川調節池が本当にできるという確証がないままにこのまま進めていくということ

自体に、倫理的な問題が私あると考えております。ですので、下流部の住民の命を守れば

いいというものではない、さっき財産も守るべきだという大変示唆的なお言葉がありまし

たけれども、そのとおりだと思います。 

 

○議長 

 失礼、倫理的ではなくて、科学的にですよ。今のお話は。倫理的に下流部に云々ではな

くて。要するに、処理していく対応が不十分ですよということで、これは科学的な話なの

で、倫理ではありません。 

 

○委員 

 科学的に捉えて、やるべきではないと捉えております。 

 

○議長 

 そこが処理できるという科学的な技法がもしあったら……。 

 

○委員 

 科学的にそれがクリアできるという証明が不十分だというふうに、いただいた資料の中

だけでは科学的に大丈夫だという証明になっていない。 

 

○議長 

 そうすると、落ち着くまで待っていようという意味の反対。 
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○委員 

 そうです。せめて今の時点では立ち止まるべきだと。 

 

○議長 

 実は、昨今のニュースがやるみたいに「記録的な」というのから始まって「今まで経験

したことのない」というような気象変動ですよ。これで１０月の台風がどうなってくるか、

はっきり言って分かりませんよね。 

 

○委員 

 はい。 

 

○議長 

 ですから、そういう意味で見定めるまでは手をつけないでおこうというスタンスですね。 

 

○委員 

 そんな短期的なお話ではないです。１０月だけで様子を見てという話ではない。 

 

○議長 

 ごめんなさい。だから来年もっとすごいのが来るかもしれないし、今、南極の氷が解け

始めたとなると、船橋では海面を止めることはできませんよ。地球の。だけども、仮に海

面がどんどん上がってくるとか、豪雨がものすごいのが降ってくるということになると、

見えるまではちょっと手をつけるのはよそうというスタンスのご発言と見ていいですか。 

 

○委員 

 開発自体をやめるべきだというふうに。 

 

○議長 

 今のままで、自然災害を受けたら、それはしょうがないじゃないかと。 

 

○委員 

 いえ、そんなこと言っていないです。 

 

○議長 

 いや、論理的に言うとそういう話になりますよ。自然とは戦ったってしょうがないでし

ょうと。 

 



 

43 

 

○委員 

 意見書にもいくつかあったのですが、調整池とか今の条件を生かした保水とか機能を持

った公園にすべきだと。私もそういうふうにすべきだというふうに捉えています。 

 

○議長 

 ご案内と思いますけれども、結論を言うのではなく、ただ事実だけを言いますが、房総

半島というのは、かつて約１２万～１３万年前には島だったんですね。この辺は全部海で

すね。そして、今私たちが直接関係している縄文時代後期以降の新しい地層（沖積層）の

上部の地層で出来上がった陸地で生活を展開していることになるのだと学んだことがあり

ます。 

 東京湾については、私は１０年ぐらい前から、特に都市計画と自然災害との関係に考え

を及ぼし、積極的に資料をいろいろ整理しています。ご興味があったらお見せしますが。

ああ、こんなところまで海だったのかと。 

 海の縁辺の沿って集落ができたところでは、近代的になっていく中で、海辺に近いとこ

ろに、市役所とか消防署とか警察署などの重要な公共施設が、船橋もそうですが、はっき

り言って決して大丈夫ではないところにそろっている。市役所などというのは本当は高台

で、いざという時も情報中枢管理機能として水没しないというぐらいにしなければいけな

い。だけど歴史的に湾岸に来てしまっている。これは一つの宿命で来ているので、これか

らどうするかです。 

 それで、山のほうに行けば大丈夫かというと、山は崩れます。どうやってこの土地に生

きていくかです。近年、地層構造に関する研究は著しく進んできています。また、気象環

境に関する研究も深まりつつあります。ぜひ船橋の地層的歴史をご覧いただきたいと思い

ます。 

 ですから、これから半年とか来年とかの間にも、「今まで記録したことのない」という

ような自然現象がどんどん出てきたら、種々の基準を変えなければなりません。いかにや

られないようにするかというための技術も、改革しながらでも技術で戦うという方途もあ

るのではないでしょうか。 

 

○委員 

 さっきハンブルグの話をしたけど、ハンザ同盟で有名ですよね。中世ヨーロッパだから

１４～１５世紀かな。ハンザ同盟をつくって栄えたまちがハンブルグで、あの当時から水

害があって、それが今のハンブルグの都市計画につながっている。だから、６００年も７

００年もかかって、ああいうまちができているので、日本にはまだそれだけの歴史がない

し、せめて徳川家康が利根川を銚子のほうへ引っ張っていったということぐらいが大事業

で、堤防をつくって統治しようなんていっても、ざっくばらんに言ってそんなのは無理。

だから、そんな金をかけるのなら、高げた式の住宅をつくって、浸水したっていいよ、人
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間は被害受けないよ、車は流されるけど２階に避難すればいいよという、そういう都市を

１００年かかってつくったほうが利口かなと。堤防なんてつくったって、たかが知れてい

ますよ。別に否定するわけではないけどね。取りあえずの絆創膏程度というふうに考えて、

大きな都市計画はやっぱり考えていかなければいけないだろうなという気はしますけどね。 

 

○議長 

 オランダもそうですね。海よりも低いです。日本でいうとご近所の江東区、私は平井の

駅前のところのお手伝いをしたことがあるのですが、駅前でゼロメートル地帯、東京湾よ

り７メートル低いです。そこに建物を建ててどうやっているか。幼稚園やお寺なんかをど

うやってつくっているか。お手伝いをしたので分かっています。頑張ってきた。しかし、

ついこの間、江東区は、いざ自然災害が起きたら区の中にとどまらないで区から逃げろと。

私はあれは一つの見識だと思います。というふうに、この話は一晩中やりたくなってしま

うからやめます。失敬しました。 

 そこで、もちろん反対というのをきちんとされたら、こういう意見がありましたという

のはちゃんと付記したい。ご発言をしたという証も必要でしょうから。いいですか。 

 

○委員 

 はい。お願いします。 

 

○議長 

 あなたが出席してたのに何も発言しなかったのかと言われたら、お立場がないでしょう。

でも議事録にはちゃんと載せるんです。ただ、正規のやり取り、役所だとか県だとか云々、

県だって船橋が勝手なことやっていいとは言いませんから、そうしたときの公文書でもっ

てやり取りするときには細かいことを言いませんが、例えば市長にこれを答申します。今

日は諮問されてきた議案で市が上程してきたから、いささかの専門的な知識を入れながら

議論させていただきました。これでキックオフしたいのでスタートを許してくれないかと

いうふうに事務局からは出されました。スタートは許せないというようなお考えかどうか

というのだけは、ぜひ１～２行でお書きいただいておいて、それは必ず付記いたします。 

 

○委員 

 反対していたと付記していただけますか。 

 

○議長 

 反対意見があったと。こうこうこういうことで反対だと、できれば１行ぐらいでもいい

です。 
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○委員 

 「水害」と書いてください。 

 

○議長 

 皆さんにお諮りしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

○委員 

 今日、賛否を採るんですか。 

 

○議長 

 一応、通ったとやらないと。 

 

○委員 

 通ったというふうにやらないと、と言うんだけど、通すけれども、こういう条件という

か、ここのところはどうも違うんじゃないのということは生かした上で、市の幹部なり上

層部に意見具申が届かないと、無条件降伏は駄目だよということだと思いますよ。 

 

○議長 

 なるほど。そうすると、審議未了ということに。 

 

○委員 

 審議未了なのかどうかは別として、総体的な提案としては賛成するけれども、申し上げ

たように配置的なことでは再考の価値があるだろうし、それがどうしても駄目な場合は、

もう少し知恵があるだろう。私自身もあるし。これで諮ったから突っ走るよという今の会

長の話では、そうじゃないだろうというふうに思いますよ。 

 

○議長 

 なるほど。分かりました。 

 ○○さんはご発言ですか。 

 

○委員 

 いいでしょうか。時間が大分過ぎていますが。 

 第１号議案から第５号議案まで出ていて付議になっていますよね。この１号議案につい

ては整開保です。この整開保は千葉県の決定ですけれども、これは本会議ではどういうふ

うにするのか。これでよろしいかどうかという決議をするのでしょうか。 
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○議長 

 事務局、どうですか。 

 

○都市計画課長 

 意見を伺うということになっています。 

 

○委員 

 分かりました。それでは、１つお願いします。 

 全部目を通して、総体的にはいいんですけれども、総合計画との関係はこれでいいのか

なという疑問が１つ。なぜここのところをこういうふうに修正したのだろうというのが１

つあるんです。それだけ確認させていただいていいでしょうか。 

 議案集の４６ページですけれども、総合計画の中では中部地区とか、あるいは「はくち

ょう座ネットワーク都市」を目指していこうということになっているのですが、今、総合

計画も１年遅れて検討中なんです。この中で、この表現の部分というのは検討されている

のでしょうか。なぜならば総合計画では、例えば「南北環境軸」だとか、あるいは「海老

川軸」だとか、「アンデルセン環境軸」だとか、こういうふうな表現でやっているものを

「南北の環境軸」ということでまとめてしまっているんですよ。我々市民から見ると、現

行のほうが分かりやすいんです。それを「南北の環境軸」という一言でまとめてしまう理

由があったのでしょうか。ここのところだけ確認したかったんです。 

 

○都市計画課長 

 こちらに関しては、その前に緑の基本計画が改定されましたので、緑の基本計画に合わ

せた訂正となっております。 

 

○議長 

 そういう話ではなくて。○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 緑の基本計画に合わせるのは結構なんだけれども、総合計画の検討が遅れに遅れている

んです。１年遅れてしまっているわけですから、この中で総合計画のほうもこういうふう

な修正になっていくんですか。 

 

○議長 

 事務局、今のは分かりましたか。 
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○都市計画課長 

 はい。確認の時間をください。 

 

○委員 

 会長、ちょっといいですか。 

 

○議長 

 はい。 

 

○委員 

 ここで我々いろいろ意見を述べたことがどのように生かされていくか、それを見たいん

ですよ。だから、ここで言いっ放し、聞きっ放し、例えば次回やったときに、○○からこ

ういう質問が出たけれども、こういう対応を取ってみたとか、○○委員から今出たような

ことに対してこういう対応をしてみたとか、そういうＱ＆Ａが我々は欲しいわけ。でない

と、会長の話ではないけれども、命がけでこの会合に出てきたって、「次回もう俺は出な

いよ」ということになってしまうと、船橋市の都市計画審議会って終わりになってしまう。

だから、目に見える形で、駄目なものは駄目です、こういう理由ですとか、聞いたものに

ついては、いろいろ検討してこういうふうに考えてみました、こういうふうに手を加えて

みましたとか、そういうことを私たちは欲したいわけです。そうでないと、マスクをかけ

て手消毒して、こんなところへわざわざ出てきても意味ないですよ。そういうふうに私は

思うので、出た意見を活用して生かしていってもらうと。 

 この計画は駄目ですと言ったものについては、会長の話ではないけど、賛成しますか反

対しますかで、過去の審議会でやってきたように賛成多数で審議会としては賛成というこ

とでまとめます。それはそれでいいんです。だけど、改善してほしいというものは賛成も

くそもなくて、都市計画部として生かした形で表してほしいということを私はしっかり伝

えたいということです。 

 

○議長 

 昔話をして恐縮ですけれども、私、千代田区の都計審をやっていたときに、区長の依頼

を受け都市計画審議会のメンバーで案をつくったことがあるんです。１年間に１５回開き

ました。更に重ねて、３つの専門チームにも分けて検討を行いました。「千代田区住宅基

本計画」（千代田区住宅マスタープラン）です。 

 私たちだってつくりたい気はいっぱいあるけれども、頼まれたわけではないし、それは

しない。 

 どうですか。それで精いっぱいの案をもう一回、今日出たいろんなご意見なんかをどこ

まで改良できるか。 
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○都市計画部長 

 すみません。事務局よろしいでしょうか。 

 医療センターの位置につきましては、○○委員から意見をいただきまして、そういう意

見があることは全部承知はしてございます。ただ、この間、先ほど言いましたように、医

療センターの老朽化がとにかく著しく、確かに都市計画は３０年スパンとかいろんな話は

分かるのですが……。 

 

○委員 

 いいです、いいです、それはもう分かっているから、説明では。それはもう５年も１０

年も前の話だから、そんなの聞いてもしょうがないから、位置はここで変わらないけれど

も、アプローチとしてもうちょっとこういうふうにしますとか、僕はそういったことを要

求しているわけ。船取線からあんな細い道をひょろひょろと入ってくるルートがあります

けれども、あんなしょぼくれた道路じゃ駄目ですよ。船取線からきちんとした道路をじか

に医療センターに入れるようにするとか、「ああ、それならいいね」という話になるじゃ

ない。私も素人じゃないから、やっぱり知恵を絞って、道路を広げれば金もかかるかもし

れない。だけど、そんなものはまちづくりの今回のあれに比べたら屁みたいな金ですよ。

そういったところを私としては期待したいなと。答えを一つ言っちゃったけれども、とい

うことです。 

 

○議長 

 先ほど○○委員がご指摘になったように、駅というのは一方方向にだけ利用者がいるわ

けではないです。できれば駅から何分、ものすごく周りが変わります。という意味の駅な

ので、これは冗談ですけれども、「（仮称）メディカルセンター前」なんていう名前でな

くたって一向に構わないんです。 

 

○委員 

 そういう駅名なんですか。 

 

○議長 

 いや、私が今、考えたんです。そうすると象徴的だという気がしたけど。 

 

○委員 

 それはメディカル的な感じじゃないよね。 

 

○議長 

 だから、そんなのなくたっていいんですよ。ただ、駅ができたら、ぐるりと周辺の地域
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社会が随分変わるということは確かなので、そこをどう読むかというようなこと。 

 

○委員 

 「整備事業組合駅」みたいにしたほうがいいのかもしれない。ちょっと皮肉っぽいか。 

 

○議長 

 というようなことで、皆さんの今日の状態としての合意は大体得たと思うので、今言わ

れた宿題を、これを立案するときのセクションがもう一回額を集めて、説明のできるスト

ーリーをもう一回だけつくってほしい。 

 

○委員 

 すみません、○○です。時間がないのに申し訳ないです。どうしても気になってしょう

がないので、記録に残るのだったら残してもらおうと思って、要望なりを述べさせていた

だきます。 

 今日いただいた追加資料説明のＡ４の裏表のところの「かさ上げ、周辺道路との取り合

い（高さ関係）」というところで、浸水想定ラインというのが書かれています。宅盤のか

さ上げイメージというので、大体どのぐらい上げたらいいかとか数字的なものが書いてい

ないのでイメージ図という形で捉えていますが、住んでいる人間は水が床下だって来てほ

しくないんです。床下まで来ないで敷地の上ぐらいまでで止まるような方法が考えられる

んだったら考えるべきではないかなと感じます。 

 どういうふうにしたらいいかといったら、住宅の基礎を５０センチ上げれば床下に来な

いわけですよ。でも５０センチ上げればお金がかかるんですね。じゃあ、そのお金をどう

するのと。それもみんな個人の負担なの、耐震診断でお金を出しているのだったら、水害

に対してもお金をつけるような努力をするべきじゃないか。市単でできないのだったらど

こかで持ってこられるような、そんな努力をしてもらうべきではないか。これが市民の命

と財産を守ることにつながるのではないかなというふうに考えながらこの絵を見ていまし

た。ですから、そういったこともきちんと頭に入れながら、床下までだから平気でしょと

いうのは、ちょっと違うと思います。住んでいる人は床下までも来てもらいたくないとい

うふうに思っていると思います。 

 それから、この文面ですが、「宅盤のかさ上げを行うように指導・協議をしていきま

す」、ちょっと寂しいかなと。じゃあ、指導と協議に沿わなかったら何の罰則もなく今の

道路のラインで家を建てることも可能なのか。そういうことをして水が出たときに自分は

床上になってしまう。そのときにまた市役所、国、県が見舞金としてお金を出すのなら、

最初からそういう被害に遭わない計画をするべきではないかと思っております。お金の使

い方を前に使うか後に使うか、１００出すところを１０で済むのだったら、１０の使い方

で被害の少ない方法を考えるべきだと思っております。指導・協議、検討という言い方で
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なく、しっかりとした指導ができるような、そこをきちんとやらなければ建築確認を出さ

ないよというぐらいの船橋ルールがあってもいいのかなと。なぜならば、そこはそういう

エリアであるからというふうに思っております。耐震補強等にお金を出すのであれば、水

害に対しても広く見解を持って、水害に強い病院のつくり、病院のかさ上げ、病院につな

がる道路、もう一度しっかりそこまで検討していただけたらありがたいなと思いましたの

で、一言付け加えさせていただきました。 

 

○委員 

 ○○さん、それすごくいい意見だよ。議会で言ってくださいよ。ここで言ってもいいけ

ど、それ議会で言ってよ。ここだけではもったいないよ。議事録に残るだけだもん。私、

傍聴に行きますから。 

 

○議長 

 それをここで議論してしまうと市議会は要らなくなってしまう。 

 くどく申しますが、今日、上程してきたのは市ですよ。ですから、ぜひということで、

一晩中やりたくなるけどやめましょう。さっき言ったような形でもう一回努力をするとい

うことで、とにかく今日はこれで閉会と。 

 

○委員 

 ○○先生のおっしゃったことに答えていないです。 

 

○議長 

 そうか。先ほどの御質問の件で。 

 

○委員 

 何で私がこんな変な質問をしたかと言いますと、現行のいわゆる「旧」という部分に海

老川環境軸構想というのがあるんです。これが「新」のほうでは消えてしまっているわけ

です。海老川環境軸構想というのは総合計画にありますから、こういう部分を市民がさら

っと読んで分からないような新しいほうの文章になぜ変えたんですかというのが私の質問

だったんですよ。今回、海老川上流地区の開発ですから、海老川環境軸構想というのが総

合計画の中でなくなってしまったというなら、いいか悪いかは別として、それも一つの理

由だと思います。その辺を確認したかったので質問させていただきました。 

 

○議長 

 これは事務局だな。どうですか。質問の意味は分かりましたか。 
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○都市計画課長 

 先ほども言ったのですが、こちらの件については、現行の緑の基本計画に沿ってこうい

う形に直しておりますので、総合計画のほうでこの辺をどういうふうに議論されているか

というのは今お答えできないのですが、今の現行プランに合わせて総合計画のほうも検討

していっているとは思います。総合計画で完全にこれがなくなるかというのはちょっと現

時点ではお答えできないのですが、こちらの整開保については現行の緑の基本計画で時点

の修正をして、こういう形で記載をしているというところです。 

 

○議長 

 即答できなければ宿題にしますか。 

 

○建設局長 

 建設局長でございます。基本的には、２４年にできた整開保ですので、緑の基本計画が

その後にできたので、それを反映しているということなのですけれども、総合計画との関

係につきましてはやはり確認が必要ですので、次の機会にこちらからしっかりと総合計画

を所掌している事務局と調整、確認いたしまして、お答えさせていただきます。よろしい

でしょうか。大変申し訳ございません。 

 

○議長 

 では、そういうことにしてもらいましょう。 

 意見交換会のような形になったけれども、どうもこれが今日は一番素直な形だったよう

な気がします。皆さんの大体のお気持ちも読めたし。 

 まだありましたか。どうぞ。 

 

○委員 

 遠いところから来ているものですからお話しする機会がないので、今日は発言させてい

ただこうかと思いました。 

 基本的には、私は今日、市で提出していただいた資料である程度良いのではないかと思

っております。それは、意見書の要旨及び市の見解というペーパーがありましたけれども、

そのＮＯ．３で答えているのが私は全てではないかと思っています。市の見解として、こ

この地域はもともと開発すべき場所ではなくて、計画的な開発以外極力保全に努めると言

っております。これはそのとおりで、問題は今回の案件が計画的な開発であるかどうかと

いうことになろうかと思います。 

 先ほどの市の説明ですと、この区画整理事業において、公共施設の整備や河川改修等に

より治水対策を行い計画的なまちづくりを行うということでした。その内容を拝見いたし

ますと、おおむね妥当な計画ではないかと思いました。その理由としては、区画整理事業
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において、これだけ調整池をつくっていくというのは、あまり一般の土地利用計画では見

られないことです。かなり治水等に配慮した事業計画になっており、計画的なまちづくり

を目指すものといえるのではないかと思います。 

 ただ、先ほど来お話がありましたように、つくり方の問題はこれからの課題としてある

と思います。例えば、先ほど○○委員がおっしゃったピロティ構造にするべきではないか

とか、土地のかさ上げの問題とか、そういうものは都市計画そのものというよりは、計画

を受けてのつくり方の問題であります。例えばこの審議会の中でも次の設計段階ではこう

いう形にしていただきたいとか、というようなことはどんどん言えば良いとは思います。 

 私の立場からすると一点申し上げたいのは、グリーンインフラという考え方であります。

単に三面張りの調整池をつくっていくのではなくて、自然に合ったような調整池をつくっ

ていくということが今の時代としては求められるし、市民の皆さんの意見書の中にも大体

そういう思想が入っていると思いますので、それはつくり方の問題として対応していただ

きたいと思います。 

 あと、もう一つだけ言わせていただきますと、意見書がこれだけ短期間に出てきており

ますので、やはり当局の皆さんはここでの意見とか、あるいはこの事業のメリット、治水

の安全率もかなり向上するとか、医療施設ができるとか、そういった良い部分もぜひ市民

の方にご説明して、理解を深めるということも大事だと思いました。 

 

○議長 

 時間もたちましたので、――ご発言、どうぞ、お願いします。 

 

○建設局長 

 今の○○委員のご意見に補足させていただいてもよろしいでしょうか。建設局長でござ

います。 

 グリーンインフラというお話がございましたけれども、現在、業務代行予定者の方々と

市で、海老川のまちづくりにつきましてどのように深めていくかということを調整させて

いただいております。その中で、親自然ということも考えさせていただいておりますので、

そういうことも含めてご報告させていただきたいと思います。 

 また、お帰りになられてしまいましたが、○○委員にご指摘いただきました、例えば病

院のアクセスということにつきましても調整の論点の一つになってございますので、まち

の骨格軸をどのようにこの区画整理の中で出していくのかということも含めて、お話をさ

せていただければと思っております。 

 

○議長 

 今日みんなで話し合ったことを、事務局でこれに対応した形でずっと整理してみて、お

答えできるところはできるだけ、こういう対応というので考えてみてほしい。そして、こ
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ういう時期だから、書類で送れるのだったら、まず送りましょうよ。そうした上で、どう

しても生身でということになってきたら、またコロナ禍の状況を見ながら会合を開きまし

ょう。 

 

○委員 

 進行について、いいですか。 

 私も質問させていただいたのですが、１号から５号議案の基本的なものについて反対と

いうことではないのです。その中の表現がこれでいいのですかと。ただ、○○委員のよう

に、基本的にこういったリスクが高いところにこのような都市計画をするというのは反対

ですと、こういう方もいらっしゃる。法定審議会ですから、本日、何らかの形でまとめる

というか、決を採らなければいけないのではないでしょうか。よろしいのですか。事務局

としてのご意見、この都計審は２回も３回も延びているわけで、ようやく開いたわけです

よね。冒頭も申し上げたように、何かここで決議をしておかないと、今後の作業に支障を

来すのではないでしょうか。 

 

○議長 

 こういうご意見が出ましたが、いかがでしょうか。 

 

○都市計画部参事 

 事務局でございます。確かに、先ほど来お話しさせていただいております医療センター

の開院時期から逆算してというところで、本来１０月の頭にというところを半月でも早く

これを開催したいというのが事務局の考えではございました。何しろ、この医療センター

を早くやらなくてはいけないというところから、今日、何らかの決を採っていただければ

と思っていたところではございます。 

 

○委員 

 私もそういうふうに推測をしました。したがって、やはり議長のほうでおまとめいただ

ければありがたいなと。そのほうがよろしいのではないかという気がしたものですから。 

 

○議長 

 本日付議されたという議案項目が、短冊形に記されているものですから、一つ一つの文

言のチェックということに本来はなる性質を持っています。しかし、これは極めて行政事

務的な形の文言に満ちているものですから、今日議論したような精神で物事が進むという

ことになれば、それを阻害するような項目内容になっていないのです。だから、キックオ

フという形でスタートさせる準備委員会が本気で動き出さないと本当は困るのだけれども、

その意味では大方の賛同は得ている。したがって、中身については、それに合ったような
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形でこの文言を直してほしいということです。本当は関係しているところに波線でも引い

てあって、こことここが新旧ですとやるほうがずっと簡単なのですが、えらく静態的で、

全部読まないと分からないみたいですけれども、実は直っているところはほんのちょっと

です。一つ一つ、１、２、３、４、５と確認しようとすると大変時間がかかるように思え

ますが。要するに、今ここで何のためにこの項目が付議されているかというと、今日、議

論したようなアクションを展開していくのに、これだけのことはしないといけないという

ことなので、○○委員が言われたのは、これで動き出さないと。そして、そもそもこのテ

ーマ自体に反対ですというご意見があったというのはちゃんと記録します。 

 ほかの委員の皆様方、どういたしますか。これでキックオフしていくという意味を込め

て、大方よしと、認めましたよという格好にしますか。そして、それこそ、気象状況がこ

れからどんどん変わっていくようになったら、この基準だってどんどん変えなければなら

ないです。そのような事態になれば。国も県も。一遍決めたんだからこれでいっちゃいま

すとは言えないと思います。だけど、先ほど根本的に反対というのは分かりました。 

 ほかの委員、何かご発言はございませんか。どうでしょう。 

 

○委員 

 進行について、○○です。 

 第１議案と、第２議案から第５議案までというのは同じ目的です。１号議案だけ違うん

です。ですから、１号議案とその他４つの議案に分けて、何か最終的な決は採れませんか。 

 

○議長 

 何かご発言はありませんか。どうぞ、ご提案。 

 

○委員 

 この中で決を採ってもいいという人はどのぐらいいるのでしょうか。それで採ってもい

いのではないですか。 

 

○議長 

 そうですね。満場一致というような話でなくても民主的な世界というのはいいので、そ

して、少数意見も決してないがしろにしませんから、ちゃんと付記いたしますが。今日、

決を採って、提案されたもののキックオフに向けての会議としては了承したと、そういう

採り方をしてもいいかどうかお諮りしますが、どうでしょうか。 

 

○委員 

 付議というのはどういう意味ですか。そう言い始めたらきりがないでしょうけれども、

審議会の規定は何なのですか。組織的に。どこまでどうすればいいのですか。付議を受け
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たのだから、意見を述べて、そういうことを聞いて、それを答申してまとめていくという

ことではないのでしょうか。そう私は思っているのですが、それを決を採るという話にな

ると、どういうふうに考えたら。 

 

○議長 

 付議されないで「報告」という形で会の次第にあがっている場面では、聞き及んだとい

うことにしかならないですね。報告を受けた場面でその都度質問や意見は言ってきました

ので、初めて聞いたという内容ではありませんが、変更も含まれています。今日はこうい

うふうなことで決めるという場面です。 

 どうでしょうか。どうしても気になった文言があったというようなところは。さっき○

○さんからはそういう指摘がございましたが。 

 どうぞ。 

 

○委員 

 進行について、○○です。 

 私は、１４０回のこの審議会の審議、一応この段階では報告で受けています。それを今

回ここで審議したという、これは２回目です。ですから、ここでその是非について決定し

ていいのではないですかという提案です。 

 

○議長 

 あの１４０回の報告から少し中が熟成してきているのですが、あのままだと誤解という

か、あのときのつながりが残り過ぎているんです。今日のものは改めて、皆さんの中には

新しく委員になられた方たちもおられて、「前回報告のとおり」と発言すると中が空にな

ってしまうので、改めて用意されたのだと思います。 

 今まで５回ぐらいこの報告は受けていますので、その中で報告の中身が変わってきてい

るわけです。我々は、報告は受けたけれども承諾というのとは違うよと言ってきています。

大分今日のものは進化しているので、冒頭に全部まとめて言っていただいたのは、そうい

うテーマなのですよということをまずはご理解いただいてと思いました。 

 本日の「議事次第」に書かれている順に従って一つ一つ付議項目に対応する形態を取る

のは簡単ですけれども、事前に送ってあるのでお目通しいただいているということでご理

解いただければ、この文言云々というので、特別これは絶対に直そうというものがなけれ

ば、どうでしょうか。それで、いかがでしょうか。最後は、お認めいただけますかという

言い方しかないです。よろしゅうございましょうか。 

 

（異議なし） 
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○議長 

 では、そうさせていただきましょう。 

 それで、より良い格好で、今日のご意見をいっぱい入れて、計画を本気で立てて、即実

行とはまだいかないけれども、実行するにもできるところまでの道すじをつける。そうい

うご報告をぜひいただいて。 

 

○委員 

 今日、いろいろな課題がありましたよね。それをまとめていただいて、ぜひ委員の先生

に送っていただければありがたいなと。こういうふうにしたいとか、ああしたいとか、さ

っき、問題点の意見書の要旨及び市の見解というのがありました。こういう形の中で、こ

ういうような形で進めていますよというのを随時報告をいただかないと、ここで何のため

にやったのかがよく分からない気がします。 

 

○委員 

 さっき○○委員が言われたのですが、第１議案は基本的に計画案です。それと、区画整

理は２号から５号とございますので、１号は１号、２号から５号はまとめて、皆さんに賛

成かどうかを挙手してもらったほうがはっきりするのではないかと。 

 

○議長 

 なるほど。そういうご提案ですが、どうしましょう。 

 

○委員 

 挙手というのはいかがなものかと。さっき言ったように、いろいろな課題が出たわけで

す。課題を整理する中で、賛成か反対かと言われても、ちょっと申し訳ないですが、何と

も言いようがないというのが今の私の見解です。 

 

○議長 

 何か、もやもやっと閉めるというわけにもいきにくいですね。積極的反対というのだけ

ははっきり分かりました。弱りましたな。 

 

○都市計画部長 

 事務局でございます。皆さんからいろいろな意見をいただきました。それに関しまして、

全て対応できるかどうか、今ここではお約束できないのですが、事務局として投げられた

意見につきまして、こういう形でやりますというのは、後からになりますが、必ずフォロ

ーさせていただきます。つまり、情報提供は全部させていただきます。ですので、願わく

ば、事務局といたしましては、本日都計審として結論を出していただきたくは思います。
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その代わり、いただいた意見については必ず情報提供するようにいたします。事務局とし

ては、そういう考えでございます。 

 

○議長 

 どうしたものだろう。事務局はそう願っておりますが。 

 

○委員 

 事務局は挙手を取ってほしいということですよね。 

 

○都市計画部長 

 やり方に関しましては、私どものほうでは。そこは会長にお任せいたします。 

 

○議長 

 どうしましょう。 

 

○委員 

 いろいろな意見がございましたけれども、事前の質問に対して事務局もこれだけ一応答

えてきているわけで、内容的に私たちも事前に読んでいるわけですよね。また、それを変

な話、先ほどから議論があるような形でここで蒸し返して、これを繰り返して挙手ができ

ないのであれば次やってもできないですよね。ずっとできないままただ先延ばしするだけ

であって、これだけ事前に読んできて、内容も答えも市のほうも出してきて、なおかつこ

こでも質問して、もやもやした部分は多少あるにしろ、概略として賛成するかしないかの

挙手をしたほうがいいのではないかと私は思いますので、議長に挙手をしてもらったほう

がいいか、その審議を先に多数決でしてもらったほうがよろしいのではないですか。 

 

○議長 

 挙手をするという形で、意思表明をしていただくという方法がようございましょうか。

では、手を挙げていただきましょう。 

 

（賛成者挙手） 

 

○事務局 

 １４名中１３名に挙手していただきました。 

 

○議長 

 では、そういうことで、ご同意いただいたということで閉じさせていただきましょうか。 
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○副会長 

 今のは、挙手することに賛成ですから。 

 

○議長 

 ごめんなさい。これは私が失敗しました。 

 そうすると、付議されているから一つ一つでいきますか。１と２～５ですか。 

 では、１の議案に賛成の方の挙手をいただきましょうか。 

 

（賛成者挙手） 

 

○副会長 

 １４名中１３名です。 

 

○議長 

 １４名中１３名。 

 そうすると、その後、「２、３、４、５」で挙手を。 

 

（賛成者挙手） 

 

○事務局 

 １４名中１３名です。 

 

○議長 

 ありがとうございました。これで形式どおりきちんといきました。 

 これで閉めていいですね。では事務局から報告を。 

 

７．閉  会 

 

○事務局 

 事務局から報告がございます。定例の都市計画審議会、次回の都市計画審議会の開催に

つきましては、１１月中旬ごろの開催を予定してございますが、先ほど来、質問等がござ

いました件については、改めて事務局から郵送あるいは連絡等させていただきたいと思い

ます。詳細が決まり次第ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 
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○議長 

 コロナ禍の状態がどうなるかというのは非常に気になるところであります。非常に厄介

な状態が世の中で起きてきたら、それはそれでまた連絡を取りましょう。 

 とにかく、みんな簡単にロックダウンなんて言うけれども、あの言葉が出たそもそもの

ブルクの門を閉めるという、あれは大変な規制力を持っていないとできないことでありま

すので、危なくなったときにはそれなりの方法を考えます。冒頭に申し上げたように、命

がけのことはあまりしないほうがいいと思いますから、その代わり連絡がたくさん行った

りしますが。そして、突然予定が変わったときにはぜひお許しいただいて、直前に大変化

が起きたら勘弁してください。 

 事務局は休まずやっているから、できるだけちゃんとワクチンを打てるところまで。事

務局の彼らは全部できていないんですよ。だから、打ちながらしっかり頑張っていただく

ということで。今日の準備も随分していただいたので、そのご苦労はちゃんと評します。

ぜひ、これからのときもよろしくお願いいたします。 

 これで解散しますが、ようございましょうか。どうも、皆さんありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


