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第１４２回船橋市都市計画審議会  議 事 日 程 

 

令和３年１１月１０日（水） 

午後２時００分～午後４時０４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 船橋都市計画公園の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第２号 船橋都市計画緑地の変更（船橋市決定）（付議） 

議案第３号 船橋都市計画生産緑地地区の変更（船橋市決定） 

（付議） 

  その他の報告事項 

 

 ６  閉   会 
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＜ 議 題 一 覧 ＞ 

 

①議案第１号 船橋都市計画公園の変更（船橋市決定）（付議） 

②議案第２号 船橋都市計画緑地の変更（船橋市決定）（付議） 

③議案第３号 船橋都市計画生産緑地地区の変更（船橋市決定）（付議） 

④その他の報告事項 

 

＜ 審 議 結 果 ＞ 

 

①議案第１号 船橋都市計画公園の変更（船橋市決定）（付議） 

原案のとおり了承された。 

②議案第２号 船橋都市計画緑地の変更（船橋市決定）（付議） 

原案のとおり了承された。 

③議案第３号 船橋都市計画生産緑地地区の変更（船橋市決定）（付議） 

       原案のとおり了承された。 

 ④その他の報告事項について、報告があった。 
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〈 委員の出席状況 〉                                                    

 氏   名 職 業 ・ 役 職 等                 出欠 

市

議

会

議

員 

一

号

委

員 

大矢 敏子  自 由 市 政 会 欠席 

○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 創 風 ふ な ば し 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 
出席 

梛野 良明 公 園 中央大学研究開発機構 機構教授 出席 

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

作業療法学科 准教授 
欠席 

 藤井 敬宏 交 通  日本大学理工学部教授 出席 

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

  松井 建二 経 営 経営コンサルタント 出席 

関
係
行
政
機
関 

三
号
委
員 

岡庭 一美  船橋市農業委員会会長 出席 

荒木 健一  千葉県葛南土木事務所長 出席 

本

市

の

住

民 

四

号

委

員 

  我妻 みと   船橋市生活学校運動推進協議会会長代行 出席 

  本木 次夫   船橋市自治会連合協議会会長 出席 

  佐藤 眞弘 公募委員 出席 

  高橋今日子 公募委員 出席 

 ◎会長  ○副会長    出席委員： １６名   欠席委員： ３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 

  その他の報告事項  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） 

＜ 都市整備部 ＞ 

竹 田 都市整備部長 

 

＜ 公園緑地課 ＞ 

吉 川 公園緑地課長 

芝 原 公園緑地課長補佐 

村 田 公園緑地課係長 

竹 林 公園緑地課主事 

 

（議案第３号） 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

山 口 都市計画課長補佐 

森 内 都市計画課主査 

富 澤 都市計画課主任主事 

湯 池 都市計画課主事 

 

（その他の報告事項） 

＜ 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 
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＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

山 口 都市計画課長補佐 

森 内 都市計画課主査 

富 澤 都市計画課主任主事 

湯 池 都市計画課主事 

 

＜ 事務局（都市計画部都市政策課）＞ 

杉 原 都市計画部参事 

奥 村 都市政策課長補佐 

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 

 それでは、定刻となりましたので、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１４２回船橋市都市計画審議会を開催します。 

 

２．定足数の報告及び会議の公開の説明 

○事務局 

 まず、本日の議題に入ります前に、定足数についてご報告いたします。 

 本日は、○○委員、○○委員、○○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。本日は、委員１９名中１６名の方が出席でございますので、船橋市都市計画審議

会条例第５条第２項に規定いたします定足数に達している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った

ところ、１号から３号の付議について２名の方が傍聴することをご報告いたします。 

 

３．配付資料の確認 

○事務局 

 次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 本日、お席にお配りしている資料は、次第、委員名簿、席次表の３点。それから、黄色

い表紙の付議書が２点、１号と２号の分になります。それから、説明に使用するおのおの

の１号から３号までのパワーポイントの資料が３点。お手元にありますでしょうか。 

 次に、事前にお送りした資料になりますが、黄色い表紙の付議書、１号から３号までが

３部。それから、それの説明書が３部になります。お持ちでない方はいらっしゃいますで

しょうか。大丈夫でしょうか。お手元にない方がいらっしゃいましたら、手を挙げていた

だければ。 

 続いて、マイクの使用についてです。会議室の設備の都合上、各個人用のマイクをご用

意できませんでした。したがいまして、消毒済みのマイクを複数本ストックし、ご発言の

際に消毒済みのマイクを事務局職員がお渡しさせていただきます。ご発言の際には挙手し

ていただき、マイクをお受け取りください。ご発言が終わりましたら、事務局職員へお戻

しください。 

 また、本日の審議会ですが、議題２と３の間に説明者の入れ替えのため、１回休憩を入

れます。 

 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ます。会長、よろしくお願いいたし

ます。 
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○議長 

 皆さん、こんにちは。ようやく机上のカーテンがなくなりましたが、皆さんご健在で何

よりでございました。なぜ陽性者が減ったかが分からないと言われると、「ええっ」とい

う気がするのですが、思い出すと昨年もこの時期はちょっと少なかったですね。そして、

来年度の計画（シンポジウムや講演会や審議会、協議会など）をいっぱい立てたら、どん

どんそれが開催中止になるようなことがありました。今年もこれだけの経験をしたので、

気を張ってしばらく頑張って生活してまいりたいと思います。欠けることなくお元気で集

まれたのは何よりでございました。本日もよろしくご協力をお願いしたいと思います。 

 

４．議事録署名人の指名 

○議長 

 審議に入ります前に、いつものように議事録の署名人を、事務局のほうで用意した案を

お示しします。○○委員、それから○○委員、お二人に議事録の署名人ということでよろ

しゅうございますか。ありがとうございます。 

 それでは、傍聴人を。 

 

（傍聴人入室） 

 

○議長 

 ご苦労さまでございます。毎回申し上げておりますが、私たちがみんなで忌憚のない意

見を、ご自分の考え方だけではなくて、市民はこう思うのではないかというのも含めてい

ろいろ発言をいたしますので、大変失礼な言い方ですが、ひとつ早とちりをなさらずにお

聞き及びいただきたいと思います。 

 それから、形式的なことを申してあれですが、一応録音テープはとらないようにという

ことと、個人の委員の発言しているところの顔写真は撮らないということにいたしましょ

う。もっともそう言っても、今はペンやスマホを置くだけで録音もできてしまうので嫌な

時代ですけれども、これは信義則としてお守りいただきたいと存じます。そうでないと、

委員の皆様が発言を躊躇したり控えたりするようになると、それは当審議会の本意ではご

ざいませんので、ぜひご理解いただいて、ご協力いただきたいと思います。 

 それでは、早速お手元の議案の第１号に入りたいと思います。これはお手元の「次第」

には、船橋市運動公園に関する付議事項ということで、議案第１号「船橋都市計画公園の

変更（船橋市決定）（付議）」とあります。事務局からご説明を。 

 

５．議題 

＜ 付議事項 議案第１号 ＞ 
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○公園緑地課長 

 公園緑地課の○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。議案第１号、船橋

都市計画公園の変更について、説明させていただきます。 

 まず初めに、事前に送付しておりました付議書、パワーポイント資料につきまして、図

面の色合いや線が分かりづらい箇所がございましたので、修正したものを本日改めて配付

させていただいております。本日の審議会では、こちらの資料をご使用いただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは初めに１ページをご覧ください。今回、都市計画公園６・５・１号船橋市運動

公園の拡張などに伴うこの公園の区域及び面積の変更について、ご審議いただきますよう

お願いいたします。 

 本公園は、昭和３６年１２月２８日に都市計画決定がなされ、昭和４０年１２月１日に

開設された本市で唯一の運動公園でございます。公園の立地は、東武アーバンパークライ

ンの馬込沢駅南東約１．２キロメートルに位置し、船橋駅から北東に延びる県道夏見小室

線の沿線にある本市の南北の中央部にある公園でございます。 

 今回の審議に当たり、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、令和３年９月１５日から２９日まで縦覧を行った結果、本案についての窓

口での縦覧者は０名、意見書の提出はございませんでした。なお、参考ではございますが、

ホームページにて縦覧のお知らせを公開しておりましたが、閲覧件数は４１件でございま

した。 

 ２ページをご覧ください。次に、船橋市運動公園の概要でございますが、船橋市運動公

園は、スポーツ健康都市宣言の中心施設として多くの市民の方に利用されており、様々な

スポーツを楽しむことができる緑あふれる公園でございます。本公園の位置は、夏見台６

丁目、金杉２丁目の各一部の区域、面積は変更前が約１８．３ヘクタール、変更後は約１

９．０ヘクタールとなります。 

 ３ページをご覧ください。本公園は、野球場、陸上競技場、体育館、庭球場など様々な

スポーツ施設がありますが、平成２９年度に老朽化したプールをレクリエーション機能を

含んだプールへ再整備し、リニューアルオープンいたしました。プールの再整備により、

車両での来園者増加が見込まれたことから、公園の東側に新たに駐車場の整備を行いまし

たので、今回都市計画決定の追加指定を行うものでございます。 

 また、公園利用者の利便性及び安全性向上のために行う西側に接する市道００－０４６

号線の拡幅に伴う既都市計画決定箇所の一部変更も併せて行うものでございます。 

 続いて４ページ及び５ページをご覧ください。本公園は、東武アーバンパークライン馬

込沢駅南東約１．２キロメートルに位置しております。また、本公園のある地区は風致地

区に指定されております。 

 今回拡張する東側駐車場は、県道夏見小室線からアクセスいたします。また、拡幅を行

う市道００－０４６号線は、本公園の西側に接しております。 
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 次に６ページをご覧ください。拡張する東側駐車場の現況の写真でございます。今回 

追加指定する駐車場を西側の高台から撮影した写真でございます。 

 ７ページをご覧ください。同じく駐車場を南西側から撮影した写真でございます。 

 ８ページは駐車場内南側の写真でございます。こちらは砕石舗装となっております。 

 ９ページは駐車場北側の写真でございます。こちらは芝生舗装となっております。 

 １０ページは市道００－０４６号線の拡幅に伴う既決定区域の変更を行う箇所の写真で

ございます。 

 １１ページはこちらも市道００－０４６号線北側からの写真でございます。交差点に右

折レーンがなく、かつ南側からの交通量が多いため、写真のとおり右折待ちで後方に車が

並んでしまう状況が見られ、課題となっております。 

 最後に１２ページをご覧ください。こちらの公園出入口部分を挟みました南側につきま

しても、道路部と協議を行い、利用者の安全性の向上を図るため、管理区分の整理を行う

ものでございます。 

 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 

 ただいまのご説明で、何かご質問あるいはご発言ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○委員 

 市民代表委員の○○です。 

 この新しく整備されたプールに来場する市民のことも考えながら、ここに、東側に駐車

場をつくるということですね。新しく整備されたプール、市民はとても楽しみにして喜ん

でおります。 

 このプールも含めてですけれども、馬込方面から入ってくるこの道路は極めて渋滞に陥

りまして、さらに馬込方面から来て右折するときに、どうしても車が、ここはひどい渋滞

のメッカでありまして、実は今度新しくそれも含めて解消するとして、東側に駐車場をつ

くるということでございます。いいと思いますけれども、この夏見小室線のラインも、船

橋で極めて悪名高き渋滞でありまして、特にこの上の船取線と交差するところを中心にし

て渋滞するのですが、さらにそれを下がったときに、今度はさらにこの駐車場に入るため

に渋滞が発生するということも十分考えられます。当然、市民誰もがそう思っていると思

います。とても便利だと思いますけれども、渋滞対策について、その方面も含めてどのよ

うにお考えか、抜本的に考えていかないと難しいかなと私は思います。これが１点目です。 

 もう一つは、この東側の入り口が今度できるということですね。駐車場ができるという

ことは、そこから主に入ってこられる。ということは、今の説明では、アーバンパークラ

イン馬込沢駅から１．２キロと言いますけれども、東葉高速鉄道の新しくできる新駅を含
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めたあの地域からここに来るというのは真っすぐなんですけれども、こういうルートにつ

いての何か計画はあるのかということもちょっとお聞きしたい。 

 この２点についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○公園緑地課長 

 公園緑地課でございます。 

 まず、１点目の東側に駐車場を整備させていただいた件でございますが、既に第１、第

２の球場側、体育館側市道に負荷がかかっている状態がございます。県道夏見小室線は、

委員がおっしゃっているとおり、渋滞が多いところではございますが、その第１、第２駐

車場とは離したところに第３駐車場を設置させていただいたというところでございます。 

 県道の金杉交差点の慢性的な渋滞等につきましても、十分承知はしているところではご

ざいましたが、先ほどと同じように、適地というところでは、東側のほうが有効と判断い

たしました。 

 

○委員 

 いくつかの改善点については、事前の資料でもって確認しました。そういうことしかで

きないということと、今言っているのは西側の入ってくる分の渋滞対策。私が質問したの

は、夏見小室線から東側にできる駐車場に入るときに、この部分についても当然渋滞が発

生しますよねということをお聞きしたんです。特にこの道路は、上も下もここまで渋滞が

発生してしまうと、夏見台の上のこの線も非常に渋滞しますので、もう渋滞だらけになっ

てしまって、本当にいざというときにこの道は機能しないというふうに思うわけでありま

す。ですから、その辺の根本的な解決は何かないのか、考えていらっしゃいますかという

ことです。 

 さらに、もう一つ言ったのは、新しくできる新駅とこの距離について、ここでは馬込沢

から１．２キロと書いていますけれども、新駅から入り口が新しく東側にできるはずです

から、当然こういう車をとめるところをつくるわけですから、そのアクセスというのは考

えているんですかということをお聞きしたんです。それに対してお答えいただければと思

います。 

 

○公園緑地課長 

 医療センターのほうから来られる方が使用されると思われます、東側第３駐車場の入り

口の渋滞対策といたしましては、交通管理者や道路管理者と協議のうえ右折レーンの設置

をさせていただきました。さらに今回、渋滞対策の一つとして駐車場の有料化を行い、ゲ

ートを設置しておりますが、駐車場の中に車を入れて、待機するところを設け、一番奥に

ゲートを設置する等の対応もしております。 
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○議長 

 では、専門家から。 

 

○委員 

 ○○ですが、会長から何か言えという指示が来ましたので。恐らく公園緑地課さんだと

難しいのだろうなというふうに思います。といいますのは、今のお話は、今回付議されて

いる案件が公園機能を良くするために面積の要件をどうするかといったところなので、基

本的には都市計画審議会で質問される範疇とは若干違うご質問ということをまずご理解い

ただくところと、ネットワーク的に考えると、やはり非常に厳しいことは間違いありませ

ん。 

 といいますのは、今ちょうど船橋市のほうは、この船橋の南口から北口にかけて、海神

のほうにかけて都市計画道路の整備を進めています。船橋の駅にかかる負荷が非常に大き

いということで、その代替の付加路線を海神の駅前を通過する道路という形でつくってい

て、それが出来上がると、この夏見小室線そのものも船橋近傍のところでは少し緩和され

る。ただし、北部側の地域ではネットワークの分散をしない限り、総量としての数は減り

ませんので、そうするとかなりまだ負担としては残るだろうと。ただ、この状況の中で右

折レーンをつくることによっての渋滞解消、これは期待値が高い。あとは、一般道路から

この運動公園に入る車、これをスムーズに入れさせることによって、本線の負荷をどう減

らせるか、これがやはり一番大きなところなのだろうと思います。 

 そうしたときに、東側にできる駐車場に対して、これは市道で入れているのですかね。

その幅員が私はどれぐらいか分からないのですが、この夏見小室線のところから東の赤い

枠組みが広がったところまでどう入れるか。そのときに、これは運用の話になるので、例

えば満空状況を提示するという形でスムーズな入れ方をする。あるいは、まだこの夏見小

室線の分岐させるところに負荷があるのであれば、道路用地として次の計画として、例え

ば左折で入るのと右折で入るのでは、右折で入ったときに負荷が入りますので、この右折

レーンの設置が夏見小室線に必要かどうかの検証をするとか、道路建設の部署で今後検討

しなければいけない要件なのかなという気はいたします。ただ、詳細な図面がないので、

現段階ではそれぐらいしかコメントができないかなといったところです。 

 

○議長 

 交通の専門家の立場から話していただきました。私もちょっと短く。 

 実は私も今まで経験した中で、ショッピングセンターをつくったときの駐車場への入り

方で、道路からいきなり駐車場にすると、入場待ちの行列が道路の上にできる。アプロー

チをできるだけ敷地の中までずっと引き込んで、そこで待つようにして駐車する。せめて

沿道からいきなりパーキングのスペースに門を開けないというように、工夫して設計して

まいりました。 



 

12 

 

 せっかくの道なので、沿道利用というのは当然出てくるのですけれども、そこへ信号で

止めるのか、あるいは頃合いで適当に曲がるかというと、なかなかこの適当というのが難

しいので、これからこの駐車場のスペースの駐車台数と、その稼働率をどのぐらい見るか

というようなことで、交通計画を改めて考えていかなければいけないのだろうなと思いま

すね。 

 道路を拡幅するというのは本当に大変なことなので、願わくば沿道の敷地のほうが、待

ちの空間として用意されるというのが鉄則ではないかなと思っている次第です。 

 冒頭に関連した意見で、公園のこの駐車場が生きてくると、実際そういうアクティビテ

ィが起きるわけですから、ご質問の意味はよく分かりましたけれども、ちょっと公園のほ

うでは手に負えないのかな？ 

  

○建設局長 

 会長、少し補足をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

○議長 

 はい、お願いします。 

 

○建設局長 

 建設局長でございますけれども、事務局の中で唯一道路も所掌しておりますので、全体

の考え方を少し補足させていただきたいと思います。 

 船橋市の渋滞の状況につきましては、委員おっしゃられますとおり非常に厳しい状況に

ございまして、改善するべき点が非常に多々あり、どこにどのように優先度をつけて行っ

ていくかということが非常に重要になってまいります。 

 現時点で、海岸部のほうでは高規格道路などがございますが、ここから内陸に行きます

と、今度は同じ高規格道路で北千葉道路というものがございまして、これらに挟まれてい

るところに関しましては、県道や国道１４号、県管理されている国道などで繋がれている

という状況でございます。また、それらを市道で補完をしているというネットワークにな

ってございまして、まずはこの間の県道の整備も非常に重要になっていると考えておりま

して、この拡幅もしくは４車線化、もしくは交差点の改良などをお願いをさせていただく

ことで、通過交通をできるだけスムーズに流していきたいと考えております。 

 そして、市道でございますけれども、ここも都市計画道路を中心に、○○先生にお話し

いただきましたように、３・３・７号線の駅近くの整備や、あるいは先ほどお話しいただ

きました海老川の新駅の近くの都計道等、ピンポイントではございますが、重要性が高い

ものを優先度をつけまして、まず今整備をしているところでございます。県、国に対しま

しては基幹となる道路の改良などをお願いしているというところでございます。一つ一つ

はまだまだ道半ばではございますけれども、市全体のネットワークを含めて、対応を船橋
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市として図っていきたいと考えているところでございます。 

 ちょっと雑駁な話になりまして、今委員からお話しいただきましたお話にピンポイント

には対応しませんが、ベースの考え方としてお話をさせていただきました。 

 

○委員 

 ○○です。今までのお話の中で、疑問点をお出しになった委員のご指摘はごもっともな

こと、さりとて道路の拡幅等については、早期に解決するというのは非常に難しい現実も

あろうかというはざまで、じゃあ現状どうやって解決するかというのは、いろんなところ

で公共の交通機関、いわゆるモータリゼーションの進め方をちょっと見直して、公共の交

通機関を利用することによって、道路を走る私用的な車の量を制限するというやり方もあ

ると思います。 

 例えば、環境保護のために観光地の最終目的地までマイカーは乗り入れないで、公共バ

スだとかトロリーだとかロープウエーを使って人を運ぶという運送の仕方というのが今か

なり出てきているということを考えると、例えば、この運動公園は恐らく夏季に集中する

施設だと思うんですね。主要な場所、例えば何点かの駅とか、人々が集まりやすいような

バスから、期間限定で運動公園行きのバス運行を考える手も一つあるのではないか。これ

も道路の渋滞を少しでも緩和する一つの策であろう。 

 しかも、道路の拡幅云々という長期的な期待をしないでも解決というか、道路渋滞を避

けて利用できる一つの策があろうというふうな気がするので、その辺を市としても検討す

る余地がある。全てハード面ばかりで対応するというのも時間がかかるし費用もかかるの

で、私が気がついたようなことも一つの解決策としてあると思います。ミニバスを出すと

か循環バスを出すというようなことで、バスストップを何箇所か決めて運行するという検

証も一つやってみてはいかがかなというようなことで提案させてもらいます。 

 

○議長 

 ほかに。 

 

○委員 

 千葉県の葛南土木事務所の○○です。 

 今回の質問としては、公園の改善ということで、その公園の中でできることを検討され

ている中で、接続している県道が渋滞しているというお話が出たのですけれども、県とし

て今やっていることについて簡単にご説明させていただきますと、やはり先ほどもお話が

あったように、この船我孫、昔の船取線については、悪名高いということで、船橋から鎌

ケ谷を通って柏のほうへ抜ける数の少ない重要な縦の方向の路線となっております。 

 海側に行きますと国道の３５７号ですか、それから２９６号があって、１４号があって、

それがみんな交差してかなり渋滞していたものを、一応、何十年もかかってですけれども、
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中野木の立体で４車線化を終えたところです。 

 現在、その後１０年ちょっと前に、この金杉の十字路については、お墓のある関係で暫

定形ですけれども、右折レーンをつけて、一応交差点の改良も一つ終わっている。それか

ら、中野木の立体に付随して、東船橋に入るところについても右折レーンをつける。昨年

度設置が終わったところになります。 

 夏見小室線につきましては、駅に近いほう、夏見の２丁目、３丁目辺りですけれども、

船橋中学校の前、ちょっと時間はかかっておりますけれども、歩道の整備を進めていると

いうことで、ハードはここ５年、１０年ですぐ変わるものではないですけれども、少しず

つ進めておりますので、ご理解をいただければと思います。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

○委員 

 ○○でございます。もともと公園緑地が専門の人間でございますので、一言意見を述べ

させていただきたいと思います。 

 まず、今回の変更は、先に駐車場の整備の話が先行しておりますけれども、この都市計

画変更自身は公園としての機能拡大ということでございますので、これ自身は特段問題は

ないのではないかと考えております。 

 むしろこれをつくるときに、都市計画の話ではありませんけれども、事業の際にここの

地区が、先ほどご説明にありましたように風致地区の中に入っております。したがいまし

て、ここで駐車場として整備をするときには、やはりそこの地区の土地利用を配慮して、

既に芝生を多くした駐車場になっている部分もございますけれども、基本的には緑豊かな

駐車場、樹木の植栽であるとかそういうことに配慮した、風致地区に配慮した事業を行っ

ていただきたいと思います。 

 

○議長 

 ほかに。どうぞ。 

 

○委員 

 この駐車場が新しく都市計画決定されるということですけれども、ただ、結構何年も前

からもう駐車場として使われているのではないかと思います。いつぐらいに供用開始され

ていたのか。それから、なぜもっと早くこの都市計画決定がされなかったのかということ

を伺いたいと思います。 

 

○公園緑地課長 

 公園緑地課でございます。 

 この時期になった一つの理由でございますが、駐車場の拡張部につきましては、平成２



 

15 

 

９年度のプールオープンに合わせて拡張整備を行ってきております。また、令和３年１月

から指定管理者制度導入に合わせて、駐車場の通路形状などの変更なども行い、関係部署

との協議及び整備が昨年末に完了したところでございます。そういったところから駐車場

区域が確定されましたので、今回変更を行うものでございます。 

 

○委員 

 この駐車場はこれで完成ということで、今後広げていくとか、そういうことはお考えに

なっていないということなのでしょうか。 

 

○公園緑地課長 

 駐車場の拡張につきましては、今回、２９年、３０年、令和元年ということで、プール

の営業が行われましたが、第３駐車場の満車による渋滞等の発生状況などを見ながら、必

要であればその対策として県道夏見小室線側第３駐車場を広げていければいいなというふ

うには考えております。 

 

○委員 

 分かりました。これで公園用地が駐車場とはいえ広がっているということですけれども、

本市の市民１人当たりの都市公園面積というのが大体どれぐらいなのか、また、千葉県と

全国平均と比べてどれぐらいなのか、伺ってもよろしいでしょうか。 

 

○公園緑地課長 

 本市の１人当たりの公園面積でございますが、令和３年３月３１日現在の数字となりま

すけれども、１人当たり３．３７平方メートルということでございます。千葉県では令和

２年３月、１年前のデータになりますけれども、千葉県平均では１人当たり７．０５平方

メートルというところでございます。全国平均でございますが、こちらは１人当たり１０．

７平方メートルです。 

 

○委員 

 都市部ではありますけれども、やはりさらに拡張していっていただきたいというのと、

あとは、さっき駐車場の拡張には触れましたけれども、私も○○委員がおっしゃるように、

本来ミニバスとか循環バスをもっと広げていくというのが時代に合っているかと思います。

意見として申し上げておきます。 

 

○議長 

 ほかにご意見は。 

 それでは、こういう案件が出てまいりまして議論をいただきましたが、この拡張変更に
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ついて、原案のとおりお認めいただけますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

 では、原案どおりといたします。 

 都市公園法も随分と変わってきておりますから、これから内容も変わってきますね。 

 

＜ 付議事項 議案第２号 ＞ 

○議長 

 さて、それでは議案第２号に参りましょう。船橋都市計画緑地の変更についてです。 

 

○公園緑地課長 

 引き続き議案第２号、船橋都市計画緑地の変更についてご説明させていただきます。お

手数をおかけいたしますが、こちらにつきましても各資料の色合いを変更しておりますの

で、本日お配りした資料をご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 初めに１ページをご覧ください。今回、都市計画緑地として、新たに５０号藤原市民の

森緑地を追加するに当たり、この緑地の名称、位置、区域、面積についてご審議いただき

ますようお願いいたします。 

 本緑地は東武アーバンパークラインの馬込沢駅西約０．６キロメートルに位置しており、

近隣には法典公民館や藤原運動広場があり、北側に法田中学校、東側に市道が接している

南北に伸びる緑地でございます。 

 今回の審議に当たり、先ほどの議案第１号、都市計画公園の変更と同時に、令和３年９

月１５日から２９日の期間で縦覧を行いましたが、窓口での縦覧者はおりませんでした。

意見書の提出もございませんでした。ホームページでの縦覧については、閲覧件数も同様

の４１件でございます。 

 次に２ページをご覧ください。詳細な説明の前に、船橋市における緑地の保全について

ご説明させていただきます。船橋市緑の基本計画において、緑の将来像を実現するために、

緑の保全、創出、育成を進めるに当たっての４つの基本方針を定めております。これらの

基本方針に基づいて今回の都市緑地の都市計画決定を行うものでございます。 

 次に３ページをご覧ください。今回、追加指定を行う藤原市民の森緑地の概要について

ご説明いたします。藤原市民の森緑地は平成４年４月１日より、貴重な樹林地を保全する

ために、借地により市民の森として供用を開始し、その後市民団体の方々により良好な管

理がなされ、市民の憩いの場として利用が図られておりました。平成２９年に土地所有者

がお亡くなりになられたことから相続人より買取りの要望がなされ、貴重な樹林地を保全

するため用地取得を行い、令和元年７月３１日に都市緑地として開設いたしました。 
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 本緑地の位置は、藤原７丁目の一部の区域、面積は約２．３ヘクタールとなります。 

 ４ページから６ページをご覧ください。本緑地は、東武アーバンパークライン馬込沢駅

西約０．６キロメートルに位置しておりまして、本緑地のある地区は風致地区に指定され

ております。 

 本緑地のある藤原７丁目の近辺は、近年開発が急速に進む地区ですが、本緑地はその中

に現存する面積約２．３ヘクタールの貴重な一団の緑地であり、市民団体の方々の管理に

より良好な自然的環境を形成しています。今後も環境保全、景観向上などを図るべく恒久

的に保存していくため、都市計画決定を行うものでございます。北側及び南東側で市道と

接しております。また、実測面積は２万２，６８０．０５平方メートルとなってございま

す。 

 ７ページをご覧ください。緑地東側の接道部分を撮影した写真でございます。 

 ８ページは緑地北側の接道部分を撮影した写真でございます。写真には映っておりませ

んが、この右手に法田中学校がございます。 

 ９ページは北側の散策路を撮影した写真でございます。休息スペースとしてベンチを設

置しております。 

 最後に１０ページをご覧ください。緑地中央部の散策路の写真でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 何かご質問、ご発言ございますでしょうか。どうぞ。 

 

○委員 

 ○○でございます。何度も申し訳ございません。 

 本件に関しても、今まで都市計画上の担保性がなかった土地が、都市計画緑地として、

都市施設として計画決定されるということは、非常に進歩したというか、都市計画として

は喜ばしいことではないかと思います。 

 一方で、本件に関して言うと、今までが都市計画の制度を使っていなかったものですか

ら、あるいは国の制度を使っていない状態だったので、例えば特別緑地保全地区であった

り市民緑地という制度がありますが、そういうものを活用していただいていると、相続税

の評価が、特別緑地保全地区の場合は８割も下がるんです。こういう制度なんかもここで

すぐにというわけではないのですけれども、市域の中で特別緑地保全地区などの活用なん

かも考えていただければと思います。この都市計画緑地の変更自身は特に問題はないかと

思いますが、今後といいましょうか、船橋市の公園緑地行政の中でそういった都市計画制

度の活用なども考えていただければと思います。 
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○議長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 特段のご発言がなければ、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、原案どおりといたします。ありがとうございました。 

 さて、先ほど冒頭に、３号に移る前に発言者が替わるのでちょっと休憩ということでし

したね。では、５０分から再開いたしましょう。しばし休憩。 

 

（休憩） 

 

○議長 

 それでは、皆さんおそろいです。再開いたします。 

 

＜ 付議事項 議案第３号 ＞ 

○議長 

 「生産緑地（小室地区ほか１９地区）に関する付議事項」、議案第３号「船橋都市計画

生産緑地地区の変更（船橋市決定）（付議）」です。 

 では、担当からご説明を。 

 

○都市計画課長 

 都市計画課です。 

 それでは、議案第３号「船橋都市計画生産緑地地区の変更」についてご説明いたします。

前面のスクリーンか、スライドをプリントしたものをお配りしていると思いますので、そ

ちらをご覧ください。事前に説明資料を送付させていただきましたので、かいつまんでご

説明いたします。 

 プリントの２ページをご覧ください。 

 まず生産緑地制度についてご説明いたします。船橋市の生産緑地地区は、令和２年１２

月の時点で、４８８地区、面積約１７４．４１ヘクタールとなっております。 

 ３ページをご覧ください。 

 新たに生産緑地として指定する場合の条件の代表例として、①現に農地等であり、農業

の継続が可能であること、②３００平方メートル以上の一団のものの区域であること、③

農地法による農地転用が行われた土地でないこと、この３点が挙げられます。効果として

は、農地等としての土地利用が都市計画上明確に位置づけられ、都市における農地等の適
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正な保全を図ることができることが挙げられます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 生産緑地を廃止する場合は、買取り申出の手続を行う必要があります。買取りできる事

由は、①指定されてから３０年を経過したとき、ただし、旧法の指定である小室地区は、

指定されてから１０年が経過したとき、②主たる従事者が死亡したとき、③主たる従事者

が病気やけがにより農業等に従事することを不可能にさせる故障が生じたときの３つです。 

 ５ページをご覧ください。本日ご審議いただく第３号についての説明に入ります。 

 なお、審議に先立ちまして、案の縦覧を都市計画課にて令和３年１０月１日～１０月１

５日までの期間に行いました。その結果、縦覧が１件あり、意見書の提出がなかったこと

をご報告いたします。 

 今回の変更理由で、追加理由に関しましては、船橋市生産緑地地区指定基準に適合する

ためとなります。廃止理由につきましては、行為の制限の解除がされたこと、公共施設等

が設置されたことの２点となります。 

 次、資料の６ページ、７ページ、８ページについては、付議書の１ページ目を掲載した

ものになります。 

 今回の主な理由として、廃止と追加がありますが、まず廃止の主な理由は、主たる従事

者の死亡や故障による買取りの申出があって、行為の制限解除となったため、廃止の都市

計画変更を行います。 

 また、追加につきましては、土地所有者により追加指定の要望があり、船橋市生産緑地

地区指定基準に適合していることから、追加の都市計画変更を行います。 

 それでは、飛んで、プリントの９ページをご覧ください。ここから、特徴的な追加指定

や道路廃止について抜粋して説明いたします。 

 まず、こちらは９２号の上山町第３３生産緑地地区の一部追加です。今回指定する部分

は、赤く塗った部分です。北東側の生産緑地地区と隣接しております。現況の写真は、北

東側から撮影したものです。今回一部追加指定する区域は、平成４年に一度生産緑地地区

として指定されていましたが、平成１４年に廃止されております。その後、現在まで農地

法による農地転用も行われることなく、農地として維持管理されてきました。今回の追加

指定に当たり、将来的にも営農を継続する意志があるということが土地所有者より確認で

き、船橋市の生産緑地地区指定基準にも適合するため、再指定による一部追加として、約

０．０５ヘクタールの追加指定を行いたいと考えております。 

 次に、プリントの１０ページをご覧ください。６７７号、飯山満町第２９生産緑地地区

の新規追加です。現況写真は、東側から撮影したものです。赤く塗った部分が今回指定す

る部分で、こちらも指定基準に適合するため、新規追加として約０．０６ヘクタールの追

加指定を行いたいと考えております。 

 次に、プリントの１１ページをご覧ください。５１５号、中野木第９生産緑地地区の一

部廃止です。現況写真は、西側から撮影したものです。こちらの拡大図と写真に示してい
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るＡ部分とＢ部分はもともと畑でしたが、道路法による道路を整備するとして、整備完了

後、道路管理課に寄附されました。Ａ部分とＢ部分は道路法による道路に適合するもので

あって、公共施設等に該当するため、こちらの部分はヘクタールですと０ヘクタールです

が、約２５平方メートルを廃止いたします。 

 プリントの１２ページをご覧ください。 

 これを踏まえて総括いたしますと、追加の内容につきましては、新規追加が１地区の約

０．０６ヘクタール、一部追加が４地区の０．４０ヘクタールで、追加全体の合計は、５

地区、０．４６ヘクタールとなります。 

 １３ページをご覧ください。 

 こちらは廃止なのですが、廃止の内訳については、全部廃止が３地区、約０．５７ヘク

タール、一部廃止が１１地区、約３．２０ヘクタールとなります。また、公共施設が設置

されたことによる先ほどの道路の一部廃止が１地区、０ヘクタールで約２５平方メートル

となり、廃止全体の合計は、１５地区、約３．７７ヘクタールとなります。 

 次のページで、これらの内容を反映いたしますと、緑枠の部分ですが、変更前の４８８

地区から変更後は４８６地区になり、２地区の減、変更前約１７４．４１ヘクタールから

変更後は約１７１．１０ヘクタールになり、全体面積の約１．９％、約３．３１ヘクター

ルの減となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 何かご質問、ご発言ございますでしょうか。 

 

○委員 

 私は西船地域に住まわせていただいているのですけれども、非常に都市ですから、公園

がもっとあったらいいねという要望は、市民の方から継続的に度々寄せられております。

今回はこの中には入っておりませんが、特に西船橋の南側地域では切実な要望が出ており

ますし、北側であっても、子供たちがボール遊びを思い切りできる場所がない、野球なん

かもできないということで、子育て世代が増えている地域ですので、なおさらそういう要

望は増えてきております。 

 今回、廃止のほうが上回っているのですが、船橋市の関係部署に、買取りをしませんか

というような照会はされていらっしゃると伺っております。中には、価格について交渉し

て買い取りたいという話が出たところがあったのかどうかを伺いたいと思います。 

 

○都市計画課長 

 委員おっしゃるとおり、毎回市の関係部署や県にも照会をかけています。それで手が挙

がらなかった場合には、農業委員会を通じて農業従事者にもあっせんをするという形で手
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続を取っています。そういった照会をしましたが、今回は全て買い取らない旨の回答があ

ったということで、手は挙がらなかったということです。 

 

○委員 

 市の担当部局、特に公園緑地課の方も心を砕いていただいていると思いますが、やはり

価格がネックだと。特に総武線沿線なんかは非常に高いということです。これぐらいの買

取り希望価格でということで、各地区について持ち主の方から提示されていると思います

が、それはどうだったのでしょうか。どれぐらいの買取り希望価格なのでしょうか。例え

ば、印内や西船、東船橋、前原東とか、どれぐらいの価格が提示されていたものなのです

か。 

 

○都市計画課長補佐 

 価格については、個人の方々が買取り希望価格ということで出していますので、これに

ついてご提示することはできません。 

 

○委員 

 そうしますと、どれぐらいの価格が提示されて市役所が買わないという判断をされてい

るのか、そういった情報が全く伝わってこないので、これだけ見せていただいても実情が

分からないと思います。それは法的に出せないということなのですか。 

 

○都市計画課長補佐 

 法的にといいますか、まず船橋市には情報公開条例と個人情報保護条例の２つがあると

思います。個人情報保護条例のほうの個人情報に当たるかといいますと、これについては、

私どもは当たると考えております。それに当たるということであれば、当然情報開示のほ

うの条例でこれを開示できるかという話になるのですが、情報開示条例についても、個人

情報に当たるものについては開示するべきではないという形になっておりますので、これ

については開示できない情報と考えております。 

 

○委員 

 もう一回ご質問なのですが、個人情報に当たるというご判断は、担当課内だけでご判断

されているのか、法務課や弁護士さんなりにご確認された上でそう判断されているのでし

ょうか。 

 

○都市計画課長補佐 

 これについては、私どもも法務課という課がありますので、そういうところでも相談し

た中で、これは個人情報に当たるという形で捉えております。 
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○委員 

 今のところ、そういうことなのかなと思いますけれども、都市農業の役割を今さらここ

で申し上げるまでもないと思います。都市の住民の方のストレス緩和や災害時の避難場所

など貴重な役割がございますので、これについてはどういう取組ができるのか、私も研究

をしたいのですが、ぜひ、特に都市部について気にかけていただきたいと強く要望いたし

ます。 

 

○議長 

 ちょっとだけお話を。 

 生産緑地法が改正されて、農業法も改正されて、公園緑地法も動いて、さらに「都市農

業」という言葉は、私がちょっと触っただけでも３つの法律で定義が違うんですね。日本

語というのはなかなか難しいものだなと思いました。都市農業という言葉はこんなに使い

方によって違うんだなと、どの法律のどれを言っているのかとやらないと分からないです

ね。 

 ごめんなさい、ちょっと脱線。私は、以前、千代田区の都計審の会長をしばらくやって

いたことがありました。高いビルの上から隣のビルを見ますと、ビルの中層階が農地なん

ですよ。オフィスにデスクが並んでいるのではなくて、全部のフロアが緑なんです。ああ、

こういうのを都市農業と言うのかなと思ったんです。ところが、都市農業法とか生産緑地

法の改正を読むと、そうではないですね。都市農業という言葉は随分難しい。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 今のお話に関連して、もし分かればで結構ですけれども、生産緑地法改正の際に、併せ

て都市農地貸借円滑化法、要するに、農家の方がそのまま買取り申出しないで、別に農業

をやる方や市民農園として活用するという、貸借が非常にやりやすい制度というのもでき

ています。それを今の状況、船橋市内でこの制度を活用している実績はあるのでしょうか。 

 

○委員 

 農業委員会の○○です。 

 一部あります。西船地区で。昔は自分が耕作しないと人に貸してはいけなかったのです

が、今は特定農地の貸付けということで可能になりました。西船地区では、たしか家庭菜

園の業者とか、そういう方に貸している。個人ではなく、そういう業者の方。それと、農

地として貸す例として、ここ１～２年で２件、３件出ていますが、そのくらいです。ゼロ

ではございません。 
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○委員 

 ありがとうございます。今ご紹介いただいたようなやり方も、都市の中に農地を残す手

法としては有効かなと思います。これは都市計画部局がやる話ではないのですが、農業の

担当の部局、あるいは農業委員会などと連携していただいて、都市の中に緑の空間を残し

ていく工夫というのはいろいろ取り組んでいただければと思います。 

 併せて、先ほど防災公園という話もありましたが、今回の生産緑地地区の変更自身はや

むを得ないところはあるかと思いますが、紹介していただいたものの中には、かなり密集

市街地の中の生産緑地もあります。こういうものは、もしできるのであれば、防災公園み

たいな形で残せれば一番よいと思います。そのために、先進的な自治体ですと、生産緑地

に併せて、都市計画公園、都市計画緑地をかぶせて、実際にそこで買取り申出が出てきた

ら、都市公園として整備してしまうというやり方をしている自治体もございます。そうい

うのも参考にしていただいて、こういった生産緑地は公共施設の予備地にもなるので、ま

ちづくりの中でうまく活用していただく工夫をしていただければと思います。 

 

○議長 

 ほかに何かご発言は。どうぞ。 

 

○委員 

 今ご発言があった内容は、同感だと思います。以前この船橋の都計審で私も発言させて

いただいたことがあります。かなりむなしい計画ですよね、認めていく方向ではと。ただ

し、次にプロセスとして使えることも考えるといったところでは、公園緑地課さん等の緑

の基本計画など、そこではどういった形で公園が配置されているか、それをちゃんと下図

として添えていただいて、その近傍のどこが今回生産緑地として消えたのか、そういった

過程を見せてくださいということで、会長から「市の職員の方もプレゼンテーションがう

まくなりましょうよ」と何度も指摘されて、確かにそういう形でご提示いただいていた経

緯がございます。 

 ですので、生産緑地の取組は、都市公園といったところも含めて見せていただいて、先

ほどの西船近辺が本当に少ないのだろうかといったときに、価格が高くても、市としての

プライオリティーとして、都市公園を確保するための政策を緑の基本計画づくりの中でも

やってもらおうではないかとか、縦だけではなくて横につなげるような計画づくりもこの

都計審の中で検討できるような形にしていただければありがたいと思います。以前やって

いたことですからやりましょうよということで、少し発言させていただきました。 

 

○議長 

 最近ニュースにあまり載らないのかな。前は緑地に巨大なごみが捨てられるというので、

船橋が妙なところでちょっと有名になったことがありました。みんな道路のへりの緑地の
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ところに。冷蔵庫まで捨てていってしまうという大事件がありました。そこで、管理者を

どうするか。緑地にも鍵をかけなければいけないのではないかとか。全国ではまだまだそ

んなところはいっぱいあるんです。管理というのはなかなか難しいです。ひとつ考えてい

かなくてはいけないので、そんな議論を以前ここで大分やりました。 

 さて、戻りましょう。こういう提案でございましたが、特段のご発言、ご異議がなけれ

ば。 

 どうぞ。 

 

○委員 

 ○○です。直接この議題と関係しないかもしれないのですが、番号の９２、特別のケー

スということで先ほどご説明いただいた部分です。これを読んでみますと、平成４年に生

産緑地として指定されて、１３年に従事者の死亡で解除になった。１４年に生産緑地地区

の廃止をして、そのまま農地法による農地転用も行われることなく、農地として維持管理

されたと。それが、生産緑地地区指定基準に適合するからということで、今回また指定さ

れたという複雑な経過を持っています。 

 こういうケースというのは、船橋市内で多いのでしょうか。また、こういうことは、ど

ういうメリットがあるのでしょうか。市民の単純な疑問なのですが、ご説明いただければ

ありがたいと思います。 

 

○都市計画課長補佐 

 再指定の話というのは、以前、指定基準を改正させていただいたときに、今後そういう

ものをやっていきますよという中で生まれてきたもので、昨年度の指定の中でも、多少な

りともそういう再指定というものがございました。これは多分多くはならないと思います。

実際問題として、指定されていたものを廃止した段階で、宅地やほかの土地に転用されて

いるのが多うございます。それでも農地を続けていただいていたというところについて、

再度農地を残すという立場として再指定を行っていくということでやっておりますので、

今後もそんなには出てこないかなと思います。 

 

○委員 

 農業委員会の○○です。 

 確かに再指定というのはまれなケースであります。お父さんが亡くなって、相続税を払

わなければいけない。自分が農業を継続していくかどうか、そこで踏み絵といいますか、

判断を迫られるわけです。受けた方が、農家はやっているけれども、親父もいなくなって

しまってこんな面積はできない。相続税も払わなくてはいけないからここは解こうと思っ

て解いたはいいけれども、ある程度相続税を払い終わって、まだ余分に売る必要もないと

いう場合がございます。そういう場合に、取りあえずは農家をやっていこうということで、
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残された方が農家を継続してやっていく。固定資産税も当然指定を受けていなければ高い

ですから、農家の野菜ではとてもじゃないけれどもペイできないから売るしかない。でも、

農地を残すために再指定を受けて、少しでも長い間農地として置いておこうという、まれ

なケースです。でも、ないわけではございません。 

 国のほうも何とか残そうということですが、正直言って、新しい農地は生まれない。法

律上、無理ということです。宅地や駐車場を掘り起こして農地にするからといっても、農

地法上、そんなに簡単に農地として認められない。つまり、農地は減るしかない運命にあ

るんです。国として何とか減るのを止める。減る運命というのは、あくまでも都市部の話

ですよ。ほかの、例えば山村や、山を切り開いたところではもちろん農地が増える可能性

はございますが、船橋市の都市近郊においては、減るのが宿命という状態になっておりま

す。その中で、国も市も農業委員会も、少しでも減る速度を緩めたい。減らさないように

したい。そういうふうに努力しているところでございます。 

 本当に、どういうふうにすれば減るのを抑えられるかということです。やはり農地は健

全な状態と後継者の問題があります。都市農業対策委員会という農家だけの集まりもある

のですが、そういうところでも、どういうふうに今後進めていこうかということで議論は

しております。少しでも農地を残すように私たちも頑張りますので、皆様のお知恵とご協

力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長 

 ほかにご発言は。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、原案どおりということで通します。よろしゅうございましょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長 

 ご苦労さまでした。 

 用意された案件は以上ですが、事務局のほうから何か。 

 

＜ その他の報告事項 ＞ 

○都市計画部参事 

 事務局でございます。 

 議案のほうは終了していただいたところでございますが、事務局から何点かご報告、訂

正等ございますので、そのご説明をさせていただきたいと思います。 

 現在、お手元に資料をお配りさせていただいております。その資料を配り終わりました

ら、説明をさせていただきたいと思います。もう少々お待ちください。 
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（資料配付） 

 

○都市計画課長 

 資料は行きましたでしょうか。よろしいでしょうか。 

 事務局から２点あります。前回の付議書に訂正箇所があったということと、前回の都計

審の中で回答が保留になっていた案件がありますので、そちらの２点のご説明をしたいと

思います。 

 まず１点目なのですが、前回の第１４１回都市計画審議会で付議いたしました議案第１

号及び第２号において、付議書の中で変更理由書と正誤表の１か所に訂正がありますので、

ご報告いたします。大変申し訳ございません。 

 お手元の資料で、今お配りしましたＡ４横で印刷されています「第１４１回船橋市都市

計画審議会 付議書 ①船橋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 ②船橋都

市計画区域区分の変更 正誤表」というこちらをご覧ください。 

 まずこの表紙をめくっていただいて、議案第１号の整開保の方針の変更の付議書で、２

８ページに変更理由の記述がありますが、その内容が縦覧図書と違う箇所がありました。 

 正誤表の左側が「正」で、右側が「誤」と表記しております。まず左側をご覧ください。

左側の赤字の部分の２行が抜けていました。「海老川上流地区は、船橋市の中心部に位置

し、中心市街地にも近く、また東葉高速鉄道が東西に走るなど多くの地理的利点が高い地

域である」という部分です。これは海老川上流地区の地理的利点を追加するもので、補足

的に説明する内容です。 

 次に、正誤表の右側の赤字の部分、こちらは付議書なのですが、この赤字の部分の「土

地区画整理事業によるまちづくりの誘導等」と記載されている箇所と、もう１つ、「区域

区分を変更し」と記載されている２か所が削除されていませんでした。この２か所は、記

述していても内容が変わるものではありませんが、土地区画整理と区域区分は、別に付議

していましたので、理由をシンプルにするために削除しております。 

 次に、正誤表の次のページ、「議案第１号付議書 Ｐ５０ 新旧対照表」と青字で書い

てあるところです。こちらの赤字部分で「（注）おおむね１０年以内に」という記述の部

分が抜けておりました。付議書の本編にはこちらが記載されていたのですが、この新旧対

照表だけこの部分が抜けてしまいました。 

 最後に、次のページです。こちらは議案第２号の区域区分の付議書ですが、こちらの左

側、議案第１号の整開保と同じく、理由書で赤字の部分が抜けておりました。また、右側

の赤字部分についても、整開保の理由書と同じく、区域区分の理由をシンプルにするため

に、こちらのほうは削除しております。 

 訂正は以上ですが、正誤表のほかに配付しています議案第１号と議案第２号の資料につ

きましては、今ご説明いたしましたものの訂正後の正しいところだけを抜粋して配付して

おります。 
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 このたびは大変申し訳ございませんでした。こちらの説明は以上です。 

 

○都市計画部参事 

 続きまして、前回の第１４１回都市計画審議会のときに追加資料のご要望がございまし

たことから、令和３年１０月２１日付で委員の皆様に配付させていただきました資料の内

容について、ご説明させていただきたいと思います。 

 追加の資料といたしましては、３つございます。１つ目は、今お話しした整開保と次期

船橋市総合計画との整合について、もう１つが、医療センターへのアクセス道路について、

３つ目は、造成計画、盛り土をどれぐらいするのかで、３点の資料がございましたので、

内容をご説明させていただきます。 

 まず１番からです。 

 

○都市計画課長 

 １番目は、議案第１号の整開保の方針の変更についてのご質問です。「市街化調整区域

の土地利用の方針から、海老川環境軸構想を消したのはなぜですか。海老川環境軸は分か

りやすい表現であったと思います。総合計画に位置づけがあるのに、整開保にないという

ことは整合性が図られていないのではないか。次期総合計画との整合性は図られているの

か」というご質問でした。 

 こちらについての回答は、ご提示したとおり、この変更は平成２９年に改定した緑の基

本計画に表現を合わせて、この「水と緑のネットワークを形成する南北の環境軸における

樹林地」等々という表現に更新したものです。「水と緑のネットワークを形成する」とあ

るのは、緑の基本計画の基本方針に掲載されており、南部海老川環境軸や北部アンデルセ

ン環境軸を形成していくことがこちらで説明されておりますので、環境軸の考えは変わり

ありません。なお環境軸につきましては、その後のページにも変わらず記述はされており

ます。 

 次期総合計画との整合性につきましては、現在総合計画は策定作業中ですが、緑の基本

計画との整合を図りながら作業を進めておりますので、最終的には整開保の方針と整合が

取れたものとなる予定となっております。 

 １番は以上です。 

 

○都市計画部参事 

 続きまして、２番目をご説明いたします。資料２「医療センターアクセス道路計画図

（案）」をご覧いただければと思います。 

 医療センターへのアクセス道路につきましては、ここの図面にありますとおり、①、②、

③の３ルート、東西南北からアクセスできる計画をしているところでございます。幅員に

つきましては、①～③の道路は全て９．５メートル、車道については７メートルのセンタ
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ーラインがある道路になっております。このうち、①の北西部からのルート及び②の北東

部からのルートにつきましては、船橋市洪水・内水ハザードマップにおいて浸水しないこ

とが想定されている道路でございます。 

 また、この資料の右下のところに書かれていますが、組合施行の土地区画整理事業です

ので、基本的には組合が築造する道路になります。ただし、道路の幅員によって市も助成

するという船橋市土地区画整理事業助成規則というのがございまして、ある一定の幅員、

この助成規則では幅員８メートルと言っているのですが、８メートル以上の道路を築造す

る部分の築造費については、市が助成するという形になっております。ですので、今回、

①～③の道路は全て９．５メートルの道路ですので、８メートルの幅員までは組合施行、

要は地権者の皆様におつくりいただいて、残りの１．５メートルの部分については市が助

成して築造するという形になっています。 

 また、区画整理の中の都市計画道路につきましては、国の補助事業により、国が２分の

１の負担、４分の１ずつを県と市の負担で築造するという形になっています。 

 続きまして、３番目でございます。造成計画、要は盛り土をどれぐらいするのかという

ところにつきましてご説明いたします。資料の３－１と３－２をご覧ください。 

 資料３－１につきましては、どこの部分の断面かを図示させていただいております。縦

断面Ｎｏ．１、横断面Ｎｏ．１、横断面Ｎｏ．２の部分の断面を資料３－２に描かせてい

ただいております。 

 ちょっと細かいのですが、資料３－２の中の赤い部分が盛り土をする部分になります。

分かりづらいかと思いますが、３－２の一番上の断面図は、３－１の図でいいますと、縦

断面図Ｎｏ．１というところです。これをカットした部分の断面図になっております。 

 ここの盛り土のところの数字ですが、括弧の数字が現在の標高で、括弧の上の逆三角形

が書いてある数字は盛り土をした後の数字を書かせていただいているという形になります。

全体的に、大体平均して１メートル、１．５メートルぐらいの盛り土の高さになっていま

す。この図でいきますと、最大のところで約１．６メートルの盛り土という形になってい

ます。 

 資料のご説明は以上でございます。事務局からの追加のご説明は以上でございます。 

 

○議長 

 前回の第１４１回のときにご質問が出て、それを精査しましょうということで、宿題で

持って帰ったものの答えの提出ということになりました。 

 何かお気づきの点、ご発言ございますか。 

 

○委員 

 もし答えていただけるのであれば伺いたいのですが、１９２億円が区画整理事業の総事

業費と伺っていますが、その中に盛り土の費用は含まれているのかということと、今回誤
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りがおありであったということでご報告いただきましたけれども、どうしてこうした誤り

が生じたのか、もしよろしければ伺いたいと思います。 

 

○都市計画部参事 

 それでは、お答えいたします。 

 まず１つ目につきまして、盛り土の金額につきましては、１９１億５，０００万円の中

に含まれているものでございます。 

 

○都市計画課長 

 訂正については、本当に申し訳なかったです。なぜとなるとこちらのチェックミスなの

ですが、今回、資料を印刷する際に、誤って作成段階の資料を出力して、それに気づかず

付議書に添付してしまいました。こちらのチェックミスです。大変申し訳ございませんで

した。 

 

○委員 

 承知しました。 

 

○議長 

 宿題に対する答えの提出でございました。丸印をつけてあげようかなと。花丸ではなく

ても。 

 ほかにご発言はございますでしょうか。 

 ちょっとだけ余計なことを言いますが、近頃、気象異常が「気象台始まって以来」とか、

「今まで経験したことのない」という微妙な日本語で何段階かに分けるようなことが出て

おります。大変な雨量が、本当に今まで感じたことがないというのが出てくると、何が起

きてくるのか分からないことに対しては、負けずに対応していかなければならないわけで

あります。 

 つい最近ですが、国立市のほうでは、各宅地の屋根をできるだけ大きくし、屋根に降っ

た雨水は自分の庭の中で雨水桝でもってできるだけ貯めてというようなことを言っていま

す。これもどのくらいの量になるかによって、どういうことが起きるか分からないぐらい

になります。 

 これはもう闘いであります。昔の基準がこうでしたからと言っているわけにはいかない。

これからできるだけ最先端の知識を導入しながら、しっかりしたよいものにしないと。 

 ここのところ、箱根やあちらの話にだけ目が行ってしまいましたので、斜面地に盛り土

をすることが盛り土だと思っていらっしゃる方が随分多いのですが、平らなところに盛り

土をするのも盛り土なんです。そのときに、中に怪しげなものを捨ててはいけない。盛り

土をするときの管理は結構大変なんです。申請上はオーケーなのだけれども、実際の施工
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でもって廃材や何かをやって、出来上がったときはメートルの高さがあるけれども、黙っ

ていたらだんだん沈んでくるとか、そういうことがあるので丁寧に、これから盛り土をや

る業者もいい加減なことはできないと思いますが、世の中にはふらちな連中がいますので、

できるだけ管理をしっかりしながらやらなければいけないという時代ですね。 

 １時間にどのくらいの量が降るかを予想できなかったら、とにかく頑張って闘うしかな

いだろうなと。それが技術の進歩でもありますが。 

 ここのところ、小さな地震が茨城南に。あそこは昔は海ですから。ご案内のとおり、千

葉県は半島ではなくて島でしたから、そういう意味で見ると、あちらこちらに貝塚がいっ

ぱい出ますでしょう。縄文か弥生かという厄介な話がありますが、縄文の人たちも食べた

かすとか壊れたものは谷に捨てた。世界中どこでもみんなそうなんです。なぜか谷に捨て

る。それが後に歴史的遺産になって、発掘するとそこからいろいろなものが出てきます。

随分危ないところに谷があったんだなと。それが今、表面が平らになっています。 

 関東平野も思わぬところが揺れます。昔は古東京湾として、今の東京湾は、こんなとこ

ろまで来ていたのかというくらい関東平野の深いところまで来ておりました。ハーフグラ

ーベンというのですが、鍋底があちらこちらに。それが、表面が海が引いたときに堆積し

たり、富士山や浅間の噴火でもって平らになって陸になっていますから、安全だと思うけ

れども、地層を見るとそうではないかもしれない。では、危なくないから山の裾野のほう

だったらいいかと言って山裾に住むと山が崩れるということで、なかなか厄介なところに

住んでいるわけです。 

 自然と闘うのはなかなか大変です。 

 余計なことを言いました。私も自然災害の対応に（一般財団）クライシス・マネジメン

ト協議会を立ち上げて、みんなで議論しています。ひとつ頑張りましょう。 

 

○委員 

 すみません、会長、議題とはまた別のことでご相談があります。会議録のことで皆様に

ご相談がございます。 

 現在のこちらの都市計画審議会ですけれども、委員の名簿は公開されておりますが、発

言された方、どなたがこのご発言をなさったのかというお名前が伏せられております。先

日のメディカルタウン構想もそうですけれども、今後立地適正化計画ですとか、住民の生

活に深く関わる重大な決定がこちらのほうでなされていくことになります。こうした問題

というのは、やはり住民の知る権利をきちんと保障すべきではないかと考えます。民主主

義的な観点から、委員のお名前を公開していくべきではないかと思うのですが、ご相談を

いたしたいと思います。今日結論を出さなくても結構です。 

  

○議長 

 これは、以前都計審で随分議論したんですよ。事務局はどこまで知っていますか。 
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○都市計画部参事 

 議事録で名前を公開するか否かにつきましては、既にこの都市計画審議会で審議をして

いました。遡ること平成２１年になるのですが、第１００回の都市計画審議会から１０３

回の都市計画審議会まで議論をしていました。その中で、まず１００回の都市計画審議会

において事務局から提案させていただき、それ以降、１０１回、１０２回と議論を重ね、

平成２１年１２月２１日の第１０３回の審議会において事務局から修正案として提出させ

ていただき、現在の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第１１条

第３項第１項になっています。 

 

○議長 

 そのとき議論に加わっておられた方は、○○さんはおられましたかな。 

 実は私はそのときこうやって座長をやっておりました。今おっしゃったことについて、

冗談で言うのではなく、座長としては皆さんの命を守りたいという責任があるんです。な

ぜそうなのかということをその頃に申し上げました。 

 今、民主主義とありましたが、私は民主主義的な会議をやっている、努力しております。

座長横暴という進め方はしたことがない。幸いにして、皆さんがたくさんご発言くださる。

その発言を止めたこともありません。ただ、時間の管理だけは、いつも私がつい長くしゃ

べってしまうのですが、せっかく集まって地元の話をするのだから、お許しいただけるだ

け時間を使わせてくださいと言いました。 

 一つだけ、お調べいただければ分かりますのでね。速記録をそのまま公開すべきかどう

かというところをどうするかです。皆さんの命を守るというのは、一つは本当に命を守る

ためなんです。それは私も大変強く発言した覚えがあります。 

 特に千葉にお住まいの方や歴史をご存じの方は、成田の飛行場が建設されるときに、土

地収用委員会というのがありました。発言者の名前を全部載せて議事録をつくる。その委

員のご自宅の駐車場に爆弾が仕掛けられたんです。 

 それから、バブルが大変だったときに、この船橋でも、この会場で、傍聴におられた方

たちが数人さっと立ち上がって駆け足で出ていったんです。そのときは午前中に開かれた

会議だったのですが、彼等は一刻も早く飛んでいって、午後の商売をしなければいけない。

商売というのは土地の売り買いです。ここで議論して、結局最後は否決したので、彼等は

ガセネタを持って走ったことになる。ですから、早とちりしないでくださいといつも言い

ます。議決されるまでは、これは難しいから継続しましょうかということもあるので、早

とちりしないでくださいと。 

 いつもあの委員は反対しているね、消えてもらったほうが簡単ではないか。それが命を

守るという意味です。速記録とは違うので。お調べになると、歴史的公文書ですから、誰

がしゃべったかは残っていると思います。公開するかどうかというところが問題です。 

 宿題ですから、これ以上私は申し上げませんが、大分そのときも議論しました。それで
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皆さんの一致を見て、公開というのはこういうふうにしようと。 

 個人の名前が歴史的に意味を持つのか。そこで議論された都市計画の内容が次の世代に

伝承していく。なぜそのときそういう議論をしてこういう結論に行ったんだろうという、

都市計画の中身のほうが大切であって、何の誰それがそれを言ったかということのほうに

重点があるのか、その辺のところが公開するかどうかの難しいところであります。 

 あるとき、週刊誌の記者が傍聴に入っていました。ジャーナリストとしては表からちゃ

んと記者会見を求めるべきと思うのですが、一市民みたいな顔して座っていたのです。そ

こが全部実名でもって週刊誌に載せたりするということは、命が危なくてしょうがない。

皆さん命がけでなくてしゃべっていいけれども、私は命がけです。昔から都市計画はそう

いう部分がありますので。常に平和で穏やかなことばかりではないです。ですから、そう

いう場をつくらないほうがいいと、そのときたしか３回ぐらい議論をしました。 

 今、隠蔽するというけれども、隠蔽ではないんです。ひとつお考えいただいて。事実は

事実ですからといっても、殺人のお手伝いはしたくない。私だけではなくて、その頃そう

いう議論を随分取り交わしたんです。繰り返し皆さんで一緒に考えていただいて、時代に

よって、そんなことしなくても大丈夫だよ、安心だよという時代になったら出しましょう。

それを怖がって、個人名を出すのだったら黙っていますという人ばっかり増えて、しーん

とした委員会になるのは意味がないので、ひとつお考えいただいて、宿題ですね。もちろ

んこういう規約や内規は変えていっていいんですから。穏やかな時代になることを願って

います。 

 

○委員 

 ありがとうございます。ご丁寧に経過もお話しいただいて。 

 平成２１年ということですから、１０年以上前のご審議でいらっしゃる。当時の委員さ

んも恐らくわずかの方でいらっしゃるのかなと考えますし、恐らくその後公文書管理法と

いうものができたのではないかと思います。「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の

知的資源が公文書である」と位置づけられた上で、現在及び将来の国民に説明する責務を

行政機関が果たすために、経緯を含めた意思決定に至る過程を合理的に跡づけて検証する

ことができるよう、文書の作成が義務づけられております。 

 しかし、どなたが何をおっしゃったのかということが、客観的には分からない。私も含

めてですが、ここにご出席なされている方から聞かないと分からないというのは、こうし

た経緯を含めて意思決定に至る過程を後から検証できないようになっているのではないか

と私は思います。 

 今結論を出したいということではないです。せめて議論をさせていただけないかなと思

います。いかがでしょうか。 
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○議長 

 どうですか。事務局のほうからどうぞ。 

 

○都市計画部長 

 皆さんがよろしければ、次回の都市計画審議会での議論ということで俎上に上げたほう

がよろしいですか。事務局としては決まったことをやりますので。 

 

○委員 

 私はそうしていただけるとありがたい。 

 

○議長 

 ひとつご意見を書いて作文にしませんか。時のムードでやると、日本というのは空気で

決めることが多いので、山本七平氏の『「空気」の研究』というのをお読みになったこと

がありますか。「とても言い出せる空気ではなかった」とか、そういうのが空気なんです

って。 

 調べる気になれば、公文書は調べられます。書き換えたりしては駄目なんです。研究者

はその発言者の「人間」を追っかけていくときもありますので、それは改ざんしてはいけ

ない。全部の人に知らせる必要があるかどうかといったときの危険性も踏まえて、公開を

どうするか。全部さらけ出すのが正義ではありませんからね。調べる気になれば、その代

わり住所と名前を書いてこちらの身分を正して調べるわけですから、ここから行ったなと

いうのは分かる。 

 

○委員 

 会長のご意見はよく承りました。 

 

○議長 

 私だけではないです。そのとき３回ぐらいやりました。 

 

○委員 

 恐れ入りますが、当時とは委員さんたちがかなり入れ替わっていらっしゃる。１０年た

っている。 

 

○議長 

 世の中が安全な時代に入っているならいいと思っています。皆さんの感覚で、日本の世

の中は大丈夫ですと。その辺の社会観です。 

 はい、どうぞ。 
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○委員 

 昔、こんな議論も、この審議会だったかほかの審議会だったか忘れてしまいましたが、

随分議論したような気がいたします。 

 私は個人としては名前を出していただいてもいいですよという立場を持っています。け

れども、法定審議会であり協議会であり、この審議会は名前を出す、こちらは出さないと

いう、そういう船橋市としての取決めはどうかなという気がします。これは船橋市として

統一して、十分議論した上で決めていただければよろしいのではないかという気がいたし

ます。 

 

○議長 

 たしかそういう議論もしました。 

 

○委員 

 その点は審議会の民主主義の問題というか。 

 

○議長 

 民主主義です。 

 

○委員 

 それは個別の審議会のその場で決めるということもあり得るのではないですか。全て統

一をしなくても。 

 

○議長 

 私も市の立場があるだろうと思います。何にも命がけではない審議会、委員会もありま

すので。 

 どうぞ。 

 

○委員 

 もしかしたら宿題になるかもしれないということなので、宿題になる前に前提情報をい

ただきたいです。今、○○委員の発言に「船橋市として統一的に」というお話もあったの

ですが、今現在ほかの審議会がたくさんあり、○○先生も参加されている審議会もあると

思いますが、ほかの審議会で議事録がどういう状態になっているのかということと、○○

先生はほかの審議会にも参加されていると思うので、例えば千代田区など。私は以前、中

野区の都市計画審議会にも参加したことがあるのですが、あの頃のことは私もはっきりと

覚えていません。ほかの審議会でどういう取扱いをされているのか、その取扱いはどのよ

うに決められているのか、少しいただけたらいいかなと思います。教えてください。 
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○議長 

 今、委員の言われたとおり。私も個人的にせっせと勉強していますが、市のほうでどう

ですか。 

 

○都市計画部長 

 一度事務局のほうで情報を整理させていただいて、市としては大体こうです、ほかの市

はこうですという情報を提供します。それと、２１年当時の議事録といいますか、どうい

う論議やディスカッションがあったのかという情報を提示させていただいて、もう一度審

議会のメンバーでディスカッションしていただくということでよろしいでしょうか。 

 

○議長 

 いきなり次回というのはきついと思うよ。もう少し先に。 

 

○都市計画部長 

 取りあえず次回情報を提供させていただいて、その後はまた審議会の中で進行管理をし

ていただければと思います。 

 

○議長 

 そういうことにしましょう。 

 はい、○○さん、どうぞ。 

 

○委員 

 この話とは違います。 

 先ほどの造成計画の図面についてというところで、前回私は欠席したので、この宿題が

出た経緯がよく分かっていません。その中で、先ほど丸がついたと、事務局さんがよくま

とめましたというところだったのですが、丸はつくけれどもどうも花丸ではなさそうだと

いう空気感だったものですから、花丸はどうだろうとなったときに、大分前の会議のとき

に、ハザードマップベースで考えたときの水位の問題がやはり気になると。そういったと

きに、北部からのアクセスは非常に大事にしてほしい、それも考えているということでし

た。 

 盛り土の１．何メートルがどう効くのか、一般の方が見たときに分からない。例えば、

この図で平面図の全体図が出てきたときに、何もしないときのハザードマップの水位レベ

ルだとこれぐらいのエリアが色づけされます。それが、今回１．何メートルの盛り土をし

たときにどれぐらい軽減できて、道路ネットワークを分担したときに、医療センターのと

ころのネットワークは県道を含めて担保されるという情報まで見せていただければ、私は

花丸だろうと思います。期待しております。 
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 これは単なる意見で、前回の議論を踏まえていない議論なので、ご回答は結構でござい

ます。 

 

○議長 

 毎回宿題が出て、ご苦労さまでございますが、よろしく。勉強しましょう。 

 さて、次回の日程を。 

 

６．閉  会 

○事務局 

 本日はありがとうございました。事務局より、次回審議会の開催についてご連絡いたし

ます。次回の都市計画審議会は、年明けの２月７日（月曜日）午後２時から、市役所１１

階大会議室で開催する予定でございます。次回以降の会議の進行につきましては、今後の

新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法等をまた検討していきたいと思います。

詳細は、開催通知と資料を送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ございます。 

 それでは、これをもちまして、第１４２回船橋市都市計画審議会を閉会いたします。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


