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第１４４回船橋市都市計画審議会  議 事 日 程 

 

令和４年５月１６日（月） 

午後２時１５分～午後５時２０分 

 

 

 

１  委嘱状交付 

 

２  市長あいさつ 

 

３  開   会 

 

４  定足数の報告及び会議の公開の説明 

 

５  配付資料の確認 

 

６  会長・副会長の選出 

 

７  議事録署名人の指名 

 

８  議題 

 

意見聴取   船橋都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定 

について（意見聴取） 

    報告     次期船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適 

           正化計画について（報告） 

    その他の報告事項 

 

 ９  閉   会 
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＜ 議 題 一 覧 ＞ 

 

意見聴取 船橋都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定について 

（意見聴取） 

報告   次期船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適正化計画に 

     ついて（報告） 

  

 その他の報告事項 

 

＜ 審 議 結 果 ＞ 

 

意見聴取 船橋都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定について、

意見はなかった。 

報告   次期船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適正化計画に

ついて、報告があった。 

その他の報告事項 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 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 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 

板倉 照夫 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 

◎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 出席 

  髙橋 弘明 都市経営 
(一般社団法人)千葉県宅地建物取引業協会 

船橋支部支部長 
出席 

 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 (公益財団法人)都市緑化機構専務理事 欠席 

橋本 紳一郎 土 木 
千葉工業大学創造工学部都市環境工学科 

准教授 
欠席 

 橋本 美芽 福 祉 東京都立大学人間健康科学研究科准教授 出席 

 藤井 敬宏 交 通  日本大学理工学部交通システム工学科教授 欠席 

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 

宮田 昌明  千葉県葛南土木事務所長 出席 

本

市

の

住

民 

四

号

委

員 

  田中 和子   船橋市全婦人団体連絡会会長 出席 

平川 道雄   船橋市自治会連合協議会会長 出席 

 石井 孝宏 公募委員 出席 

  高橋今日子 公募委員 出席 

 ◎会長  ○副会長    出席委員： １７名  欠席委員： ３名 
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〈 傍 聴 者 数 〉  

 意見聴取      ２名 

 報告        ２名 

 その他の報告事項  １名 

 

 

〈 市 出 席 者 一 覧 〉 

＜ 建設局 ＞ 

鈴 木 建設局長 

                                                                                             

＜ 都市計画部 ＞ 

宗 意 都市計画部長 

 

（意見聴取） 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

奥 村 都市計画課長補佐 

宇都宮 都市計画課主査 

石 山 都市計画課技師 

湯 池 都市計画課主事 

 

（報告） 

＜ 都市計画課 ＞ 

髙 橋 都市計画課長 

奥 村 都市計画課長補佐 

笠 川 都市計画課主査 

野 村 都市計画課副主査 

北 野 都市計画課主任主事 

大 立 都市計画課主事 

 

＜ 都市政策課 ＞ 

杉 原 都市計画部参事 

吉 岡 都市政策課長補佐 

染 谷 都市政策課主査 

橋 場 都市政策課主任技師 
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＜ 事務局（都市計画部都市政策課）＞ 

杉 原 都市計画部参事 

吉 岡 都市政策課長補佐 

香 河 都市政策課主査 

日 髙 都市政策課主事 
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１．委嘱状交付 

○事務局 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから都市計画審議会を始めさせていただき

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。私は事務局

を務めております都市政策課課長をしております○○でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、早速ですけれども、委嘱状の交付から始めたいと思います。 

 

～以下、委嘱状交付については省略～ 

 

２．市長あいさつ 

○事務局 

 続きまして、市長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

～以下、市長あいさつについては省略～ 

 

３．開  会 

○事務局 

 それでは、引き続き、第１４４回船橋市都市計画審議会を開催いたします。 

 私は、事務局を務めております都市政策課長補佐の○○と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

４．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。 

 先ほど申し上げたように、○○委員、○○委員、○○委員より、都合により欠席とのご

連絡をいただいております。委員２０名中、１７名の方が出席でございますので、船橋市

都市計画審議会条例第５条第２項に規定いたします定足数に達しておりますことをご報告

いたします。 

 また、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、船橋市の設置する附属機関の会議は

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

したところ、「船橋都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定について」は２名、

「次期船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適正化計画について」も２名が傍聴

することをご報告いたします。 
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５．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。 

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

用するパワーポイントの資料３点の計６点でございます。 

 次に、事前にお送りしました資料は、黄色い表紙の意見聴取資料が１部、白い表紙の報

告書が１部及びパワーポイントの説明資料３部です。本日お持ちでない方はいらっしゃい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 続きまして、都市政策課長より委員のご紹介をさせていただきます。 

 

○事務局 

 改めまして、都市政策課の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 ４月から、また新たなメンバーでの都市計画審議会がスタートいたします。新たな任期

に入ってから初めての審議会でございます。再任された委員の方もいらっしゃいますけれ

ども、今回から新しく就任された委員の方も７名いらっしゃいます。そのことから、改め

て全員の方のご紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 １号委員の方から順に４号委員の方まで、私のほうからお名前をお呼びさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、１号委員でございます。 

 ○○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 

 よろしくお願いします。 

 

○事務局 
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 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 

 次に、２号委員をご紹介させていただきます。 

 ○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 ○○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、○○委員の後任といたしまして、新任委員の○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 これからは座っている場所の順番ではございませんので、すみません。 

 まず、○○委員でございます。 

 

○委員 

 よろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 続きまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 ○○委員、○○委員、○○委員の３名は、本日は欠席でございます。 

 続きまして、新任委員の○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、３号委員をご紹介いたします。 

 ○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員の後任といたしまして、○○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、４号委員をご紹介いたします。 

 ○○委員の後任といたしまして、○○委員でございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、新任委員の○○委員でございます。 
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○委員 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、このたび市民公募委員としてご就任いただきました○○委員でございます。 

 

○委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、○○委員と同様に市民公募委員として就任していただきました○○委員で

ございます。 

 

○委員 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 以上をもちまして、委員のご紹介を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

初めに、建設局長の○○でございます。 

○建設局長 

 ○○でございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 続きまして、４月１日付で人事異動に伴いまして都市計画部長が交代になりましたので、

ご紹介させていただきます。都市計画部長の○○でございます。 

 

○都市計画部長 

 ４月１日付で都市計画部長に就任いたしました○○でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○事務局（都市政策課長） 

 続きまして、事務局になりますけれども、改めまして、私、都市政策課長の○○でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、都市政策課長補佐の○○でございます。 
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○事務局（都市政策課長補佐） 

 ○○です。よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 続きまして、事務局担当職員の○○でございます。 

 

○事務局（都市政策課主査） 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 同じく、○○でございます。 

 

○事務局（都市政策課主事） 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 事務局の紹介は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

６．会長・副会長の選出 

 

○事務局 

 それでは、これより本日の議題に入ります。初めに、「会長・副会長の選出」でござい

ます。 

  

～以下、会長・副会長の選出については省略～ 

 

７．議事録署名人の指名 

○議長 

 それでは、皆さんのお手元にお配りしてある次第に沿って進めてまいりたいと思います

が、議事録の署名人を指名させていただきます。 

 事務局のほうで用意いたしまして、○○委員と○○委員のお二人、よろしゅうございま

しょうか。 

 

（両委員、了承） 
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○議長 

 よろしくお願いします。 

 次に、傍聴人が２名おられるということで、２名ずつですか。 

 

（傍聴人 入室） 

 

○議長 

 傍聴人のお二人、ご苦労さまでございます。既にお手元の傍聴券に注意事項が書かれて

いると思いますが、お目通しいただいて、写真撮影と録音をするというのはお控えいただ

きたいと思います。 

 審議会は、本当に結審されるまではいろいろ迷いも出てまいりますので、継続になるこ

ともあれば、また考え直すということもなきにしもあらずでございます。ぜひ議論の進捗

をご覧になったときに早とちりをされないようにお願いいたします。 

 過去の話でございますが、傍聴人の数が大変増えておったときがありまして、議論して

いる最中に突然ぱっと半数がいなくなったんです。すぐ飛んでいって仕事に生かしたとい

うような議題でございました。それはとてもみっともない話なので、そういうところはひ

とつ協定を結んだつもりでお守りいただきたい。委員の先生たちも、ご自分のお考えもあ

れば、いろいろ市民の方を代表したつもりでご発言する。右に行ったり左に行ったりとい

うご発言がたくさん出てまいります。固定的な感覚でお取りにならないように十分ご注意

いただきたいと思います。それだけお守りいただくということで、よろしくお願いいたし

ます。 

 

８．議題 

＜ 意見聴取 ＞ 

○議長 

 それでは、早速、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 

 本日は、４の議題の①、②、③とございますが、今①が終了しましたので、②の「船橋

都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定について（意見聴取）」です。 

 意見聴取というのはどういうことかというのもご披露いただいて、ご説明に入っていた

だきたいと思います。どうぞ。 

○都市計画課長 

 船橋市都市計画課です。本日はよろしくお願いします。大変恐縮ですが、座ってご説明

させていただきます。 

 本日の議題は「船橋都市計画生産緑地地区に係る特定生産緑地の指定について（意見聴

取）」となっております。この議題につきましては、生産緑地法第１０条の２第３項の規

定により、都市計画審議会に意見聴取することが定められております。特定生産緑地の指
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定は都市計画決定ではありませんが、都市計画の決定に準じた法的効果を発生させるもの

であるため、都市計画審議会に意見を伺うこととされております。 

 それでは、特定生産緑地の説明を始める前に、まず今回の意見聴取の背景である生産緑

地地区制度についてご説明いたします。前面のスライドをご覧ください。 

 生産緑地地区制度とは、市街化区域内において、緑地機能、多目的保留地機能の優れた

農地等を計画的に保全するものです。それらの農地について、都市計画として、その位置

と区域を都市計画決定します。生産緑地に指定されると、原則３０年、農地として保全が

義務づけられます。原則とは、農業従事者の故障や死亡を理由に農業を継続できなくなっ

た場合は除くということです。そのような場合、買取り申出制度というものがあり、所有

者は、農業ができないので、市に対して買取りを申し出ることができます。市が買取りを

希望し、価格交渉で折り合いがついた場合は、公共用地とすることが可能となります。先

ほどご説明した「多目的保留地機能が優れている」というのは、将来買取り申出が出た場

合などに、公共施設等の敷地として優れた土地であるということです。 

 このような生産緑地制度により、都市における農地等の適正な保全を図ることが可能と

なります。農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図ることが可能となります。 

 それでは、本日ご意見をいただく特定生産緑地の確認方法についてご説明いたします。

パワーポイントの資料ですと２ページになります。 

 事前に配付いたしました黄色い表紙の意見聴取書の２９ページをご覧いただきたいと思

います。２９ページの位置図が書いてあるものです。スライドとパワーポイントの資料は

同じですが、スライドは意見聴取書の２９ページの図の左下部分を切り出したものです。

この図を使って、この事例を用いてご説明したいと思います。 

 市の西部に位置する前貝塚町地区です。この緑で塗られた箇所が指定の要件に適合し、

特定生産緑地に指定する予定の生産緑地となります。薄い青で塗られた箇所が現時点で指

定する意向がない区域または未同意の区域です。オレンジ色で塗られた箇所は平成４年以

外に指定された生産緑地地区となり、今回の対象とならない地区です。 

 例えば、スライドの位置図中央に位置している「７５」と番号が書かれている生産緑地

は、黄色い表紙の意見聴取書の５ページの表の一番左の生産緑地地区番号７５と対応して

います。比較していただくと分かるようになっております。この図面と表により、特定生

産緑地指定予定の生産緑地の位置、面積、形状、指定意向状況などが、生産緑地番号ごと

に確認できます。 

 次に、国における都市農地の位置づけの変更についてご説明いたします。パワーポイン

トの資料ですと３ページです。 

 これまでは、市街化区域内の都市農地については、「宅地化すべきもの」とされており

ました。しかし、平成２８年５月の都市農業振興基本計画の閣議決定により、都市農地は

「都市にあるべきもの」という位置づけに変更されました。これを受け、都市緑地法に定

める緑地の定義に農地が明確に位置づけられました。そして、生産緑地法においても、生
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産緑地指定３０年経過後も都市農地を継続して保全する制度として特定生産緑地制度が創

設されました。 

 パワーポイントの４ページに行きます。それでは、特定生産緑地制度の新規創設の背景

についてご説明いたします。 

 生産緑地の指定に当たっては、生産緑地法第３条第１項第１号にあるとおり、市街化区

域内にある農地等で、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良

好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地とし

て適しているものであることが都市計画上の要件となっております。しかし、指定から３

０年が経過した生産緑地はいつでも買取り申出が可能となることから、都市住民の豊かで

潤いのある生活環境に必要な生産緑地を急激に喪失する可能性があり、都市計画上不安定

な状態になることが課題でした。 

 特定生産緑地とは、近く指定後３０年が経過する生産緑地のうち、３０年経過後もその

保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められたも

のを、生産緑地法第１０条の２第１項に基づき市長が指定できるものです。この制度によ

り、買取り申出ができるようになる期日を３０年経過後から１０年延期でき、さらに１０

年ごとに継続の可否を判断できることから、都市農地の保全を計画的に図ることができま

す。 

 続きまして、パワーポイントの６ページ、特定生産緑地指定の条件についてご説明いた

します。 

 特定生産緑地指定に当たっては、生産緑地法に定める条件のほか、必要な事項を船橋市

特定生産緑地指定基準に定め、良好な都市環境の形成を図る上で特に有効なものを特定生

産緑地として指定いたします。条件には、生産緑地であること、申出基準日等が近く到来

すること、農地等利害関係人の同意を得ていることなどがあります。 

 ７ページに行きます。このスライドは、特定生産緑地指定手続の流れをまとめたもので

す。市による審査を行った上で、農地等利害関係人の同意・不同意を確認いたします。今

回、特定生産緑地を指定するに当たり、審査の結果、平成４年に指定した生産緑地につい

ては、全て指定の基準を満たしていることを確認いたしました。冒頭でご説明したとおり、

特定生産緑地の指定に当たっては、生産緑地法の規定により都市計画審議会に意見聴取を

することが定められております。なお、本日の審議会後、問題がなければ市が指定公示を

行う流れとなります。 

 ８ページに行きます。市による審査に関して、順を追って説明いたします。 

 まず、今回対象の申出基準日が近く到来する生産緑地を抽出いたしました。次に、その

全ての平成４年指定生産緑地の管理・営農状況について、航空写真や現地調査による確認

を行いました。管理・営農状況について疑義が生じた生産緑地に対しては、所有者、農業

委員会等にヒアリングを実施し、必要に応じて適正に管理するよう指導を行うなどして、

対象の全ての生産緑地が適切に営農されることを確認いたしました。また、庁内の関係部
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署に対し、対象生産緑地を特定生産緑地に指定することが事業に支障を与えることがない

かを確認するとともに、公園緑地課などに対しては、所管計画、緑の基本計画等に適合し

ているかどうか確認いたしました。その上で、土地利用の状況等も勘案し、対象生産緑地

を特定生産緑地に指定し、その保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で

特に有効であることを市として確認いたしました。 

 それでは、９ページに行きます。特定生産緑地を指定する場合と指定しない場合の規制

や税等の違いについてご説明いたします。 

 まず、特定生産緑地を指定すると、所有者にとっては税制上の優遇措置が引き続き受け

られます。固定資産税や都市計画税が農地課税等になるとともに、次世代の方が次の相続

時においても相続税の納税猶予の適用を受けることが可能となります。ただし、買取り申

出が原則１０年間できなくなります。都市計画上のメリットは、生産緑地指定３０年経過

後も都市農地の保全を計画的に図ることができることです。 

 次、１０ページです。今回、意見聴取する特定生産緑地指定の対象となるのは、平成３

年の法改正後に指定された生産緑地のうち、３０年前の平成４年１１月２４日に指定され

た生産緑地です。この平成４年指定の生産緑地について、今回特定生産緑地の指定をする

場合は、令和４年１１月２４日までに指定する必要があります。令和４年１１月２４日が

申出基準日となっております。この令和４年１１月２４日の申出基準日以降は特定生産緑

地に指定することはできません。また、特定生産緑地指定後は１０年ごとに更新の手続が

必要となります。 

 次、１１ページです。本スライドに参考として掲載している写真は、代表的な特定生産

緑地指定予定箇所の写真です。畑や果樹園のほか、ふるさと農園等として適切に管理され

ている農地となっております。 

 それでは、生産緑地地区全体の内訳がどうなっているかご説明いたします。特定生産緑

地指定については、今回が初めてになります。 

 まず、現時点で、生産緑地自体は、４８６地区、約１７１．１０ヘクタールです。今回

指定の要件に適合する新規の指定可能な特定生産緑地は、４２７地区、約１４２．０３ヘ

クタールです。これは生産緑地全体の約８３％に当たります。 

 そのうち、現時点で特定生産緑地に指定する区域は、４００地区、約１３４．９５ヘク

タールで、これは今回の対象区域の約９５％に当たります。 

 次に、現時点で指定する意向がない区域は、５０地区、約６．６７ヘクタールで、これ

は対象区域の約４．７％です。 

 また、全権利者の同意が取れていないなど、特定生産緑地の指定に未同意の区域は、４

地区、約０．４１ヘクタールです。これは全体の約０．３％です。 

 現時点で指定する意向がない区域には、農地等利害関係人の意向により、３０年経過後

すぐに買取り申出を行う予定である生産緑地や、すぐには買取り申出をしないけれども、

いつでも買取り申出ができる状態にしておきたいなどの理由があります。特定生産緑地に
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指定する意向がない区域５０地区及び未同意区域の４地区についても、農地等利害関係人

の同意以外の指定要件は満たしているため、今後同意書の提出があった場合は特定生産緑

地に指定することとなります。 

 最後のページ、１３ページです。特定生産緑地指定に向けた今後の予定についてご説明

いたします。 

 本日、都市計画審議会にて意見聴取をさせていただいた後、令和４年の６～７月頃に指

定公示を行う予定です。特定生産緑地指定公示までに意向が「指定しない」に変わった土

地などは指定いたしません。逆に、「指定する」に意向が変わった土地については、令和

４年１１月２３日までに指定公示を行います。 

 なお、今後の特定生産緑地の指定は、平成７年１０月３日に指定された生産緑地となり、

３０年たつ令和７年度の指定を予定しております。その後は令和９年度、令和１１年度な

どに指定を行っていく予定となっております。 

 以上で特定生産緑地の指定の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 ただいまのご説明について、何かご意見、ご質問等ございましたら。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 ○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 質問が２つあります。まず１つは、生産緑地が解除になった際でございますが、通常の

場合、事故や本人の死亡等によって生産緑地を解除する場合、３か月間程度の買取り期間

というのがあって、その後に解除ということになると思います。今回生産緑地を解除する

方がいらっしゃると思いますけれども、あるいは１０年後に解除される方、その方たちに

ついては、買取り申請期間がどうなるか教えていただきたいというのが１点。 

 ２点目は、先ほど相続税の納税猶予ということを言われておりましたけれども、ふるさ

と農園等をやっている場合は、農業委員会と農水産課を通して、税務署に対して特定の租

特法が受けられるようにしなければいけないということになっているのですが、多分、船

橋市は今なっていないのではないかと思います。そのことについて、今回の生産緑地の件

について文句を言っているわけではなくて、十分な協議を行っていただいて、ふるさと農

園等がきちんと租特法に係るんだよという手段を踏んでいただきたいということを意見と

して、それが正しいかどうかも含めて質問させていただきます。 

 

○都市計画課長 

 まず、買取り申出の期間ということですが、指定しなかったり解除になった場合は、い

つでも買取りの申出はできます。 
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○委員 

 買取りの申出は必要ないですよね。 

 

○都市計画課長 

 特定生産緑地に指定しないだけであって生産緑地自体の枠は残ります。法の規制はかか

ったままになっていますので、買取り申請は必要になります。 

 ふるさと農園の先ほどのご質問についてですけれども、ふるさと農園等で人に貸してい

る状態というところで、生産緑地法の改正で、貸した場合もそのまま続けられるというよ

うな法の解釈ができているのですが、先ほどのご質問の中で、船橋市ではそこの手続がさ

れていないのではないかということですか。ご質問の意図は、借地に見られないのではな

いかという意味でしょうか。 

 

○委員 

 平成２５年だったかちょっと忘れましたけれども、法が変わって、貸していても生産緑

地になりますよということになったと思うのですが、そのことについて税務署に申請をし

ていないといけないですね。農業委員会と農水産課とで協議をして、それを出していなけ

ればいけないはずです。多分それが出ていないのではないかと思える節があるので、ご確

認をいただきたいということで、今ご返答いただかなくても結構です。もしそういう不幸

な事態があるともったいないので、ぜひ農水産課と農業委員会と協議を重ねて、税務署の

ほうに申請が必要であると思いますので、それを確認していただきたいということでござ

います。 

 

○都市計画課長 

 分かりました。貴重なご意見ありがとうございました。ぜひ確認して、そういったこと

がないように、手続ができるようにしたいと思います。 

 

○議長 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

○委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 １点お聞きしたいところなのですが、今回、生産緑地に関しまして、買取りの申出が可

能になる２０２２年という区切りにつきまして、私も議会の中で様々議論をさせていただ

きましたけれども、今回、４００地区、１３４．９５ヘクタールにつきまして、特定生産

緑地に新規指定すると意向を示していただいたということであります。この特定生産緑地
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につきましては、ご説明でもありましたけれども、１０年後に更新するかしないか選択し

ていくということになりますけれども、この特定生産緑地も引き続き保全に努めていく必

要があるかなと思っております。 

 そこで、特定生産緑地を保全していくために、本市としてどのように取組を行っていく

のか、そういうお考えとかがありましたらお伺いをしたいと思います。 

 

○都市計画課長 

 今回、特定生産緑地の指定自体が初めてですので、国からも意向確認を１００％するよ

う指示もありました。令和４年の１１月２４日までに指定しないと二度と特定生産緑地の

指定ができないものですから、その辺は説明会を何度か開いて必ず意向確認を取るように、

要は、知らなかったから指定できなかったということがないように動いていました。取り

あえず皆さんに会うことができて、中には未同意の方で提出されていない方はいるのです

が、一応接触はできております。 

 その中で、今後のお話があったと思います。１０年ごとにそれをやっていくのに、同じ

ように、うっかり指定したかったのに指定できないということがないようにしたいという

のと、あとは、先ほどの○○委員のご質問にもあったように、こうやればできたのにでき

なかったということがないように、そこは農水部局と連携を取りながらやっていきたいと

思います。 

 

○委員 

 ありがとうございます。この制度は、農地をしっかり保全していくという部分も大事に

なってくる制度かなと思いますので、その保全をしていくためにも、しっかりとした対策

をしながら、都市環境の保全にしっかり取り組んでいっていただくように、これからも

様々な施策等も含めてご検討いただくことを要望して終わりたいと思います。 

 

○委員 

 ご説明ありがとうございます。○○と申します。 

 今回４００地区が指定されるということで、８３％（注：実際に特定生産緑地指定意向

がある生産緑地は、全体の８３％のうちの９５％≒７９％）は１０年間延長されるという

ことで、それは大変よかったと思います。ただ、５０地区は指定される意向がないという

ことで、いろいろご事情はおありだと思いますが、私がここで申し上げるのは二度目です

けれども、西船地域や都市部のほうでは、本当にボール遊びができる公園がもっと欲しい、

だけど場所がないという中で、生産緑地の期限がそろそろ３０年ということで、買取りで

きないんですかと市民の方から聞かれることがどうしてもあります。１１条での買取り請

求は、「特別な事情がない限りは買い取るものとする」とされているけれども、特に都市

部はやっぱり地価が高く、時価が高くて難しいという中で、市町村独自の取組では現状は
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止められないと思います。国や県がそれ相応に直接支援をやっていかなければいけない、

拡充しなければいけないと思うのですが、そういうことを、この間、国や県に求めてこら

れているのか。そういうことをやっていかない中で、どうやって確保していくのか、公園

用地なんかを都市部につくっていくのかということもありますけれども、ちょっと伺いた

いと思います。 

 

○都市計画課長 

 公園がないところ、なかなか公園が増えないというところで、例えば生産緑地が解除さ

れたところを買いやすいように国などの助成がないのかというような趣旨だったと思うの

ですが、生産緑地を解除したからそれに対して何か助成をする、特に目的がないものでた

だそこに補助するとか助成するという制度はありません。 

 ただ、例えば公園をつくるということであれば、公園部局が計画にのっとって買うとな

ると、そこの計画の補助金や助成金が使えると思いますので、そういったものを活用して

買い取っていくということは考えられると思います。 

 

○委員 

 現在も、公園用地を買取りするときに、国のほうから３分の１は用地費の補助が出ると

聞いておりますが、しかし、それであっても、結局買取りをやると判断されないというの

は、やはり自治体の財政負担が重すぎるという判断があると思います。それについて、現

状の分ではやはり不十分ではないか、そこはどうしても国にそれなりの支援拡充――今回

１００％移行を目指してほしい、確認するようにという指示があったのであれば、それ相

応に国もちゃんとやっていかなければいけないと思うんですね。そういうことの必要性を

感じられているのかどうか伺いたいと思います。 

 

○建設局長 

 よろしいでしょうか。建設局長でございます。○○委員、私のほうに向いていただいて

いるので、私のほうからも答えさせていただければと思います。 

 国は、課長が申し上げましたとおり、生産緑地を多用途に活用していく際に、様々な補

助金あるいは支援をする資金を用意しているところでございます。例えば公園でございま

すと、先ほど３分の１のお話がございましたが、土地の購入には３分の１の支援をさせて

いただいているというところでございます。その際に、社会資本整備総合交付金というも

のが使われておりまして、その仕組みの中で予算の確保をしていただいているところでご

ざいます。その社会資本整備総合交付金、やはり国も非常に財政状況が厳しいということ

で、少なくなってきていたところでございますけれども、最近底を打ちまして、少しずつ

ではございますが、予算の規模が大きくなってきているところでございます。国も必要な

社会資本整備に関しまして今予算を振り向けていただいているところでございますので、
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そのような必要な社会資本整備は行っていくんだということをこのような場でもいただけ

るというのは非常にありがたいと思いますし、そのような必要な社会資本整備を進めてい

ただきたいということにつきましては、国のほうにも市から伝えているところでございま

す。 

 

○委員 

 ありがとうございます。やはり自治体が言っていかないと、国のほうは「まあ、これぐ

らいの枠でいいかな」というふうになってしまうと思いますので、ぜひ伝えていただきた

いと思います。 

 単純に公園にすればいいとは私も思いません。都市農業を保全していかなければいけな

いという中で、都市農業支援策自体の予算の拡充が自治体も国も求められてくると思いま

すので、その点も併せてぜひやっていっていただきたいと思います。 

 

○議長 

 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 すみません、本件について私はあまり詳しくないのですが、特定生産緑地の指定要件で

すけれども、国としては明確な基準を設けていないようで、各地域の実情に合わせて決定

しろというような文言が国交省のガイドラインの中にあったような気がするんです。それ

で、船橋市の特定生産緑地指定基準というのも付け焼き刃で昨日拝見したのですが、３０

年前に指定された生産緑地の所有者だとか権利者だとか、そちらのほうだけの調査ですか、

基準調査は。近くの住民の方の要望なんかは指定要件に入ってきていないのではないかと

いう気がします。 

 ３０年前は確かに都市環境の形成を図る上でそこの生産緑地が有効であったということ

もあろうかと思いますが、現実に３０年もたって、住宅街の真ん中に小さな、せいぜい５

００か１，０００平方メートルぐらいで、そこだけ孤立して、はっきり言って、近くの住

民にとっては、少しひどい言い方だと、公害になっているような農地もあり得ると思いま

す。そういうところも、そこの所有者が継続したいといって喜んで特定生産緑地に、船橋

市の要件に合っていてそのまま１０年もまた認めてしまったら、付近の住民はえらい迷惑

するわけです。 

 ですから、一件一件全て基準を満たしているという、もちろん大変な仕事でお調べにな

ったのだろうと思いますけれども、付近の住民の要望や意見というのは船橋市の生産緑地

指定基準の中には入れられないものなのでしょうかというのが私の質問です。 

 

○都市計画課主査 
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 都市計画課の○○と申します。お答えします。 

 基準のほうに住民の意見を反映させるみたいな話はないのですが、そもそも特定生産緑

地に指定する条件が「生産緑地に指定されている」ということで、今まで３０年やってい

ただいたと思いますけれども、そういった中で、近隣から苦情等が来る場合に関しては、

市としてもちゃんと耕作していただくように指導を行っております。基本的には、今回指

定する特定生産緑地の全てが近隣の方からの一定のご理解をいただいた上で指定の対象に

なればと思っております。そういったところで、今後も何か苦情等があれば適切に対応す

るような形で事務を進めていきたいと思っております。 

 

○議長 

 ご質問の件、いかがですか。 

 

○委員 

 意見を聞いていただくのはいいですけれども、指定要件の中に入っていないということ

であれば、どこまでそれが実際にやられるか分からないところもありますよね。それを検

討項目として入れるような――もちろん全ての生産緑地に対してやれと言っているのでは

なくて、住宅街に３０年たって取り残されたような５００平方メートルか１，０００平方

メートル以下の小さなところ、そういうところで周りの市民の意見を聞いて、もし財政的

に余裕があればそこを買い取るとか、いろんな方法があると思うのですが、そういう意味

で、指定要件の一つとして入れる意思はあるんですかというのが私の質問です。だから、

今のお答えでは、当面はないということでよろしいのでしょうか。 

 

○都市計画課長 

 すみません、指定基準に入れるという考えはないです。小さいところでそういう個別の

事由はあるかとは思うのですが、そもそも船橋市としては、３００平方メートルでも農地

は農地で必要なものと考えています。特定生産緑地ではなくて大本の生産緑地の条例も令

和２年に面積要件を引き下げて、３００平方メートルの小さいところでも生産緑地に指定

できるというふうに条例を改正したところですので、やはり農地は守っていく、保全して

いくという考えはあります。 

 その中でも、委員がおっしゃるような事由があれば、そういったご意見も聞きながら、

何とか運用でその辺は地権者さんに、例えば耕作していないようなところであれば是正し

ていくとか、そういったことで対応はできると思っておりますので、指定基準に何かそこ

を書くということは考えていないです。 

 

○議長 

 私がしゃべり始めてはいけないけれども、一晩中でも都市計画のテーマのことをしゃべ
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りたい生活を何十年も送ってきたものですから困るんですね。 

 そもそも土地の利用と周囲の生活との関係というのは、ご案内と思いますが、ニューサ

ンス（迷惑行為）というのが最初に出てきて、迷惑なものは遠くに外そうと言ったのがゾ

ーニングの最初なんですよね。それがプライベートなニューサンスとパブリックのニュー

サンス、みんなが困るじゃないか、それを拡大して言うと「公害」という漢字になったの

ですが、農地があるということが――第二次世界大戦の後はＤＤＴをまいたんですね。ぱ

ーっと噴霧しました。そうすると、南側に農地があると、隣接している北側の家はその粉

末が飛んでくるというので、とんでもない話だとなったわけです。実はこれはナポレオン

まで遡るんですよ。ナポレオン１世はライン同盟の人たちに、健康に害を与えるような、

不快な迷惑な仕事場・作業場を勅令で遠ざけることを約束しています。 

 １９２３年頃にアメリカにこのゾーニングという土地利用の話が行ったときに、やっぱ

り迷惑行為というのが先にありました。彼らは大陸に後から入ってきたけれども、家を建

てるためにレンガを焼いた。土地の粘土を焼いたらとてつもない悪臭がするんだそうです。

焼き終わってレンガになってしまえば、それを積み重ねて家にする。欲しいけれどもレン

ガ工場が近くにあることは嫌だというので、これまた大騒ぎになりました。そのうちに、

無秩序に広がっていくのではなくて、計画的に土地の利用の仕方を決めて、レンガをつく

るようなところ、これは住宅のところ、風向きがどうなのか、計画的に先立って配置して

いくんだと。そうでないと、市民運動、周囲の住民の暴力によって追い出すというような

ことが実はアメリカで何回も起きているんですね。それはやめようというので、今のゾー

ニング（地域制）の手法になってきました。ですから、隣に農業があるということの持っ

ている意味がどういう害を与えるかというのは関係論なんですよね。 

 もう一つ、私が先に言ってはいけないけれども、ごめんなさい、言いたくなっちゃった

から言います。とても問題になっているのは、蚊の問題です。蚊が発生するかどうか。皆

さんもお読みになったことがあるかもしれませんが、今ウクライナ云々の議論の中で、人

間の天敵って何だろうと。人間と蚊だと。１位が蚊で、２番目が人間だと。いかにして蚊

を発生させないようにするかというのが実はとても大きな話になっています。 

 そこへもってきて、数年前に用途地域の１３番目が都市計画の中に出てきて、例の田園

住居地域農住、ドイツの例のクラインガルテンなんかも、庭に農地があって、ただ見て楽

しむガーデンではなくて、菜園をしながらという、菜園住宅という一つの暮らしがよい生

活というイメージがあったのですが、そこで農薬を使うのかどうかとか、思わぬ虫が飛ん

でくるとか蚊が来るとか、厄介な話がいっぱい出てくる。 

 この環境の話というのは、農地というものは農生産とは別なものの害を生み出している。

これはたまったものではないですが、その辺のところ、都市計画というのは歴史の中でい

ろんなものを重ねていますが、今、日本のいろんなところで都市計画法では処理できない

ような環境のものがあります。それを環境規制みたいなこととか、そういうものを重ねな

がら重層的にいろいろなことを決めていかなければいけない。 
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 ですから、職業の自由だと言われると、これをみんなで排除するというのは難しい。そ

ういうところの議論というのは、確かに一概には書けないだろうけれども、結果として周

囲に害を与えないような存在でなければいけないので、ものによっては農産物を変えてく

れますかというような相談というのもあるかもしれません。後から新住民として入ってき

た人たちが、先にやっていた農地の人たちを追い出すというようなことを力ずくでやると

いうわけにはいかないので。 

 それから、すごいのは、種をまくときがどうだとか、朝何時から作業をするとか、周り

の人たちは通勤の時間まで睡眠時間を考えているのに、夜中に働いてしまうというので、

いきなりモーターの音をかける。これも大騒ぎになる大変難しい問題です。 

 ですから、項目として入れるのは難しいとは思いますが、そういういくつかの重層的な

形で、例えば騒音規制だとか、環境という言葉は大変難しいのですが、こういう環境につ

いてはどういうふうにするかということを詰めていくことが重要なのではないでしょうか。 

 文言に書くと法律というのは難しいなと思うのは、本来はきっかけがあって見える姿か

ら始まっている条文も、書いてしまうと全く見えない文言で議論されてしまうということ

が出てくる。我慢しろと言っていいのかどうか、生命に関わることもあるので、重層的に

市としても考えていく必要があるのではないでしょうか。 

 質問者はいかがでしょう。どういうアプローチがいいんでしょうね。 

 

○委員 

 やはり環境問題だとか指定の土地の問題だとかいろいろあるので、おっしゃるとおりだ

と思います。この特定生産緑地の話だけで指定――もっといろんな全体のものから何が最

善かというのをやっていかないと、うまくいかないのではないかという気がします。 

 ありがとうございます。 

 

○議長 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

 農業委員会の○○でございます。 

 先ほど事務局から説明もございましたけれども、昔の「都市に農地は要らない、宅地化

するべきだ」という考え方から、今は都市農業振興計画で「都市に農地は必要だ」という

考え方になっております。その中で、○○委員のおっしゃるように周りの意見を聞いて総

合的に判断するということになりますと、やっぱり宅地化したほうがいいではないかとい

う意見が周りにいたら、結局一に戻ってしまうんですよね。その意見を入れないというこ

とではなく、先ほど事務局も言いましたけれども、そういう意見は聞いて。 

 私も農業なんですけれども、今はニンジンの出荷の最盛期ですが、昔は朝４時から畑に
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行って機械を使っておりました。しかし、やはり今のご時世ですので、今は午後からニン

ジンを取って、今日も朝４時半から仕事をしているのですが、４時半から家の中でそれを

詰める作業に変えて、やはり今日は土曜日だ日曜日だというと、今日やらなければいけな

いけれども、平日ではないので、トラクターを運転するのも８時半ぐらいからにしようと。

私たち農家も何とかして協働していこうと頑張っております。 

 その中で、９５％の方が特定生産緑地を受けるということは、本当は１００％受けても

らいたいのですが、大変ありがたいと思っております。この特定生産緑地を受けるという

のは、踏み絵ではないですけれども、農地は財産なのか道具なのかということをよく言わ

れます。これをはっきりさせるのがこれなんですね。結局、道具だったら売れないよ、道

具だから売らなくていいでしょうと、そういう考え方です。自分が身体故障でできなくな

ったり死亡したときに、そのときは財産として認めましょうと。それまでは道具なんだか

ら。 

 これは市街化の話ですけれども、市街化調整区域でも相続税が猶予になります。相続税

がチャラになる代わり、自分が死ぬまで一生売れません。道具として税務署が判断した場

合は一生売れませんよと、そういう判断です。この特定生産緑地を受けるのも、結局切り

売りも何もできないんです。そこを全部買い取ってもらって、ここだけ一部ということが

できません。身体故障でできないということですから、一部だけ売って残りをもう一回売

るということはできません。買取り申請をするなら全部という形になります。体も一つで

すから、何回も身体故障になるわけがないですから、１回しかできません。これで農地は

財産ではないよ、道具だよと税務署が認めてくれる。 

 そういう国の施策と固有の法律とそれが合いマッチしているのがこの特定生産緑地なの

であって、先ほど言いましたけれども、周りの人の意見ももちろん聞いていきます。農業

委員会であり、農水産課であり、いろんなところにこういう苦情があるんだよということ

を言っていただければ、それなりに善処するようにこちらも計らいますので、どうか都市

農業を、農地を保全していくほうにご協力を願えればありがたいかなと思います。よろし

くお願いします。 

 

○議長 

 ほかに何かお気づきのご意見は。よろしゅうございましょうか。 

 今、農業委員会のほうのお立場というのも、本当に戦後長いこと食うや食わずのときか

ら始まって、食料の自給の話から土地の持っている歴史というのはいろいろ深いものがあ

りますね。前は都市計画で市街地が農地をどんどん侵食してくるといって、市街地のほう

が目の敵にされたんですよね。今度はそっちのほうが人数が多くなってきたらば、「農地

は」と言うし。農地は手を入れないで自然が豊かだからと放っておいたらひどいことにな

るのは、もう皆さんご案内のとおり。ですから、その折り合いの持っていき方ですが、ぜ

ひそれぞれ門戸を開いて、うまい答えを見つけ出していくしかないのかなと思いますね。
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これは、こういう意見がありましたよということでも意味が大きいと思います。 

 この件、よろしゅうございましょうか。また皆さんでお気づきの点があったら、こうや

っていろいろお尋ねになったり、ご提言なさったらいかがでしょうか。 

 それでは、この件はこれで閉じたいと思います。 

 次は、「次期船橋市都市計画マスタープラン及び船橋市立地適正化計画について（報

告）」となっています。 

 報告の事務局のほうの課が動きます。少々お時間をいただきたいと思います。 

 

○事務局 

 １０分ほど休憩を。準備がございますので。申し訳ございません。 

 

○議長 

 では、あの時計で今から１０分後に、ここへ皆さんお座りください。 

 

（休憩） 

 

○議長 

 それでは、皆さんお戻りになりましたので、再開いたしましょう。どうぞ。 

 

＜ 報告 ＞ 

○都市計画課長 

 都市計画課です。それでは、まず都市計画マスタープラン（原案）のほうからご説明い

たします。 

 都市計画マスタープランとは、市が定めるまちづくりに関する方針を示した計画であり、

都市計画法第１８条の２第１項に基づく計画です。本計画は、地域に密着した計画として

いくため、住民に最も身近な市が市民の皆様のご意見を踏まえながら定めるものです。 

 現行の都市計画マスタープランは、平成１３年２月に策定し、平成２４年に見直しを行

い、令和４年度に目標年次を迎えることとなっておりますので、現在新たなマスタープラ

ンを策定しているものです。 

 この都市計画マスタープランの原案は、前回、令和２年２月の第１３７回都市計画審議

会で２章までご報告したところですけれども、今回の原案は、その後修正して、さらに３

章、４章を追加してまとめました。今回のご報告はまだ完成というわけではなくて、この

原案でこの後市民に向けて説明会やパブリックコメントを行って、市民の皆さんのご意見

をお伺いした後、本年度中に最終的な案として都市計画審議会の皆様にお諮りしたいと考

えております。 

 それでは、パワーポイント資料の１ページをご覧ください。または、目の前のスライド



 

26 

 

をご覧ください。 

 まず初めに、都市計画マスタープランの策定の方針についてご説明いたします。 

 現行都市計画マスタープランで行われてきたこれまでのまちづくりを継続することを基

本とし、上位計画である第３次船橋市総合計画や、千葉県が定めます都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針等との方向性の整合確認を行いました。また、より多くの市民の皆様

の意見を反映させることを目的として、地域別街頭インタビューを実施したり、船橋市に

おいて実施した様々なアンケートを都市計画マスタープラン策定の基礎資料として採用し

ております。現行都市計画マスタープランで位置づけられていた様々な課題や方針の時点

更新と併せ、新たなまちづくりにおける課題対応や新たなまちづくりへの取組方針等を関

連計画の変更や社会状況の変化に基づき取りまとめました。 

 パワーポイントの２ページをご覧ください。次に、都市計画マスタープランの全体構成

についてご説明いたします。 

 都市計画マスタープランは、序章から４章までの５つの構成となっております。序章で

は、都市計画マスタープランの概要について記載しており、都市計画マスタープランの必

要性や意義、目的、また策定の背景やこれまでのまちづくりにおける各種取組を分野別に

紹介するなど、都市計画マスタープランを読む際に、船橋市がこれまで行ってきたまちづ

くりや今後目指すまちづくりがより分かりやすくなるようにまとめております。 

 また、第１章「まちづくりの現況と課題」では、市の沿革をはじめ、都市計画における

現況と課題についてまとめております。 

 次に、第２章「全体構想」ですが、ここでは都市計画マスタープランの上位計画である

第３次船橋市総合計画基本構想に位置づけられた将来都市像、「人もまちも輝く笑顔あふ

れる船橋」と、５つの目指すまちの姿を掲げ、これらを実現するため、３つのまちづくり

の目標を定めております。また、将来の船橋の都市の骨格を示す将来都市構造と、これを

実現するための７つのまちづくりの方針を記載しております。 

 第３章は、第２章「全体構想」を受けて、市内を１０地域に分けて、地域の特性に応じ、

分野別に詳細をまとめております。 

 最後の第４章「まちづくり推進のための方策」は、この都市計画マスタープランに沿っ

てまちづくりを進めるための各種手法の解説や、行政のみならず、市民の皆様や企業、ま

た様々な関係団体が協力し、まちづくりを進める必要性についてまとめ、都市計画マスタ

ープランの進行管理や見直しの方針についてまとめております。 

 ３ページをご覧ください。 

 ここでは、前回ご報告いたしました第１３７回都市計画審議会後に、序章から第２章に

ついて修正した主な内容をご説明いたします。 

 序章では、都市計画マスタープランの策定の意義、目的や役割などを新たに追加し、こ

れまでのまちづくりの取組を振り返るとともに、１章に掲載していた市を取り巻く社会環

境の変化の内容を見直した上で記載いたしました。 
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 第１章は、「まちづくりの現況」と「まちづくりの課題」の間に「市を取り巻く社会状

況」や「まちづくりに関する市民意向」などが書かれていたことから、見にくくて分かり

づらいつくりとなっていたため、これを序章に統合し、取りまとめ、現況と課題を併記す

ることといたしました。 

 次に、第２章では、理念と目標の関係が分かりづらい形となっていたため、これを「ま

ちづくりの目標」に統合いたしました。また、前回検討中となっておりました将来都市構

造につきまして、今回新たに検討結果を示しております。さらに、全国的に人口減少の局

面に入っている中でも、本市では当面の間は人口が増加し、２０年後においても現在の人

口を上回る見込みであることも踏まえ、まちづくりの方向性を考えていく必要があると考

えております。また、立地適正化の再検討により、まちづくりの方針図の拠点の位置づけ

の見直し等も行っております。 

 ここからは、各章の内容を簡単ですがご説明いたします。 

 前もって配っておりました原案、ちょっと分厚い図書ですけれども、原案の４ページを

ご覧ください。前のスライドと併せて見ていただければと思います。 

 船橋市の都市計画マスタープランは、平成１３年に２０年の計画期間として初めて策定

され、その後、おおよそ１０年後に当たる平成２４年に改訂を行いました。今回の改訂は、

計画期間の終期を迎えたことによる改訂であります。 

 それでは、現行都市計画マスタープランに基づき、これまでどのようなまちづくりが行

われてきたか、いくつかご紹介いたします。 

 原案の５ページ、６ページをご覧ください。 

 この２０年の間で、市内ではいくつかの地区で新たなまちが誕生いたしました。その代

表例として、山手地区の大規模工場跡地等においては、高度地区の見直しや地区計画制度

などの活用による土地利用の誘導を行い、良好なまちなみ形成を行ってまいりました。ま

た、船橋駅南口周辺においては、長年の念願であった京成線の高架化が完了するとともに、

都市計画道路３・４・１１号線の整備を進め、駅前広場や交差点等の改良を行い、併せて

歩行者や自転車の安全で快適な空間の確保を進めてまいりました。 

 「水と緑の環境づくり」などの分野での代表例としては、水と緑の拠点施設となる三番

瀬の魅力を感じながら、環境について楽しく学べるふなばし三番瀬海浜公園環境学習館の

整備を行いました。 

 これらのまちづくりは、時代ごとの様々な課題や、本市の周辺環境の変化に対応するよ

う進められてきました。 

 次に、原案７ページをご覧ください。 

 これからのまちづくりを考える上で、市を取り巻く社会環境の変化を捉え、まちづくり

の方向性を検討していくことも必要であると考えております。例えば、新型コロナウイル

ス感染症による生活様式の変化、ゼロカーボンを目指す動き、ＳＤＧｓへの取組など、近

年いくつも新たな動きがありますが、これらの動向を把握しながらまちづくりを考える必
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要があります。 

 次に、原案の１１ページをご覧ください。 

 冒頭にもご説明いたしましたが、第３章「地域別構想」の検討・作成に当たり、令和元

年９月に、市内１０地域、１１か所において、地域別にインタビュー形式の街頭アンケー

トを行いました。幅広い年齢層に対して、計画策定に係る情報提供や周知を併せて行うこ

とで、まずはまちづくりに関心を持ってもらうことに重点を置き、市政にあまり関心がな

い人でも市のまちづくりに触れる機会をつくる方法として、インタビュー形式による街頭

アンケートといたしました。地域の商業施設や駅前など、比較的人がたくさん集まるとこ

ろに職員が出向いて、計画の策定状況や本市を取り巻く社会状況、また地域ごとの現況に

関するパネル展示等を行い、地域のよいところと、２０年後の望まれる各地域の姿といっ

たご意見を中心に伺ってまいりました。 

 この地域別の街頭アンケートでは、市内１０地域、１１か所で、幅広い年齢層で構成さ

れた約１，３００人の皆様からご意見を伺うことができました。これらのいただきました

貴重なご意見の内容は、各地域別構想の現況と課題の市民意向に記載しております。 

 また、今後本計画に関するパブリックコメントを行う予定です。新型コロナの状況によ

り今の段階で実施できるかどうか分かりませんが、今のところ、説明会も併せて行い、市

民の皆様のご意見を伺いたいと考えております。 

 次に、継続検討中となっておりました将来都市構造についてご説明いたします。原案３

８ページ、３９ページをご覧ください。 

 将来都市構造の検討に当たっては、まちの中心となる拠点や軸を位置づけ、将来の都市

の骨格構造を表すものとし、現行の「はくちょう座ネットワーク都市」を含め、将来像を

示す構造図を検討してまいりました。都市計画マスタープランを策定・検討する過程の中

で、これまで本市が取り組んできた様々なまちづくりの成果はあるものの、一方で、現行

都市計画マスタープランで位置づけられたまちづくりの方針を引き続き進める必要がある

ため、将来都市構造を変えるべきではないのではないかといった議論になりました。ここ

で新しい将来都市構造図を示すといった選択肢もありましたが、これまで進めていたまち

づくりが大きく方向性を変えるものではなく、これからも引き続き新しいまちづくりに取

り組んでいくといった観点から、現行都市計画マスタープランに位置づけられた本市まち

づくりの象徴である「はくちょう座ネットワーク都市」を引き続き将来都市構造図と位置

づけることといたしました。 

 第２章や第３章では、これまでのまちづくりを継続する方針に加えて、新たなまちづく

りの視点やまちづくりの方針も追加しております。いくつか代表的なものをここで紹介い

たします。 

 原案の７７ページをご覧ください。 

 本市の南側に位置する南船橋駅周辺のまちづくりである臨海部の拠点形成に関する方針

ですが、第３章「地域別構想」では、湊町地域に、南船橋駅周辺や臨海部について、その
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課題と方針を記しております。７７ページ、「１）土地利用」の上からポツ６個目です。

「南船橋駅周辺は新たな地区拠点商業地の形成に向けて、都市計画の見直しを検討しなが

ら市有地の有効活用を図ります」と掲げており、市有地活用とともに、今後地区拠点の形

成を図ることとしております。 

 次に、原案１２７ページをご覧ください。 

 本市中央部に位置している海老川上流地区における新市街地の形成に関する方針として、

第３章「地域別構想」では、夏見地域や本町地域に課題や方針について記しています。

「２）市街地整備」のポツ１つ目、医療センター移転や新駅誘致を核とした土地区画整理

事業と地区計画等により、新市街地の形成を図ることとしております。 

 次に、原案１８７ページをご覧ください。 

 本市の広域交通ネットワークに関する北千葉道路についてですが、この北千葉道路につ

いては、第３章「地域別構想」のうち、豊富地域にその課題と方針を記しております。

「１）土地利用」の一番下のポツです。北千葉道路の整備による広域交通ネットワークを

生かした産業拠点の形成に向けて、既存農業や自然環境への影響等に配慮しながら、新た

な産業地の創出を検討することとし、自然と暮らしが調和する計画的なまちや、広域交通

ネットワークを生かしたまちづくりを今後目指していくとしております。 

 ここに例示として挙げた一部の内容以外にも、各地域に記載された様々な方針により、

まちづくりを進めてまいります。 

 最後に、４章「まちづくり推進のための方策」についてです。原案１９２ページをご覧

ください。 

 現行都市計画マスタープランでは、市民協働や市民参加システムなどの構築について取

りまとめておりましたが、今回新たに、まちづくりを進めるために必要となる各種手法と

その活用方法を追記しております。 

 次に、１９５ページから１９８ページですが、「協働のまちづくり」においては、段階

に応じたそれぞれの役割ややるべき事柄についてまとめております。 

 原案１９９ページですが、都市計画マスタープランの進行管理について、次期都市計画

マスタープランにおいても、市を取り巻く社会状況の変化等を考慮し、必要に応じて見直

しを検討する必要があります。そのため、都市計画基礎調査等の定期的に行われる調査等

を有効に活用しながら、計画の評価と見直しの必要性を判断してまいります。 

 駆け足でしたが、都市計画マスタープランの報告は以上となります。 

 続きまして、立地適正化計画の説明に入ります。パソコンの切替えがありますので、

少々お待ちください。 

 

○都市計画部参事 

 続きまして、立地適正化計画についてですけれども、「立地適正化計画策定の必要性の

再検討について」というところでご報告させていただきます。 
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 立地適正化計画は、令和３年度中の策定を目標に検討を進めてきたところでございます

が、現時点での策定の必要性について再検討することとなりました。ここに至った経緯と、

今後の流れについてご説明させていただきます。 

 まず、立地適正化計画のこれまでの経緯についてご説明いたします。 

 立地適正化計画策定に係る経緯については、平成２８年度に立地適正化計画基礎調査を

実施いたしまして、その時点での船橋市の都市構造の分析を行い、課題について整理・分

析を行ったところでございます。 

 平成２９年度には、立地適正化検討委員会におきまして、都市構造上の課題及び立地適

正化計画策定の必要性などを検討いたしまして、立地適正化計画を策定するべきとの結論

に至りました。 

 平成３０年度からは、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定検討委員会（会

議）におきまして、立地適正化計画の策定に向け検討を開始し、平成３１年４月に策定骨

子を作成いたしました。 

 その後もここまで検討を進めてきましたが、検討の過程の中で再考すべき事項なども生

じてまいりました。 

 続きまして、再考すべき事項についてご説明いたします。全部で５つございます。 

 まず１つ目、平成２９年度の立地適正化検討委員会の時点では、人口減少、これはデー

タで言いますと、国立社会保障・人口問題研究所が公表している平成２５年に発表された

人口の推移でございます。平成２５年というのは、平成２２年国勢調査から出したもので

ございますが、これによりますと、２０４０年に船橋市は５６．２万人になることを想定

しておりまして、２０６０年で言いますと、４６万９，０００人まで下がるという発表が

ありました。これを基に立地適正化計画を策定すべきとの方針を決定したところでござい

ました。 

 しかしながら、次の平成２７年度に実施した国勢調査から、社人研と言っておりますが、

国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年に発表した将来人口推計につきましては、か

なり上向きに修正されておりまして、２０４０年では船橋市は６１．３万人ということで、

前回の国勢調査の結果から５万１，０００人増加している。２０６０年につきましては、

５６．１万人で、９万２，０００人増加しているという結果となっておりました。また、

船橋市人口ビジョンでは、さらに上向きの予測がされているところでございました。なお、

市の上位計画である総合計画も、人口の減少については現在のところ言及していないとい

う状況でございます。 

 続きまして、再考すべき事項の２つ目、人口減少の局面にない段階で、都市機能誘導区

域や誘導施設を設定するに当たっては、駅前の施設整備や渋滞の対策が必要になってきま

す。また、地域によって、人口減少を助長するおそれもあるというところでございます。 

 ３つ目でございます。市街化調整区域の開発につきましては、議論があるところでござ

いますが、立地適正化計画で居住誘導区域を設定いたしますと、市街化調整区域の既存の
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開発地も居住誘導区域外に設定することになってしまいまして、今までの施策と整合が取

れなくなってくるというところがございます。 

 続きまして、４つ目でございます。災害ハザードマップで示される浸水想定区域など、

災害ハザード地域を居住誘導区域に設定するには慎重になるべきという考えもございまし

た。 

 ５つ目といたしまして、立地適正化計画を策定・公表すると、廃止することが非常に難

しくなるというところがございます。計画期間おおむね２０年間で人口減少が見込まれて

いない現時点での策定の必要性と時期につきましては、もう少し慎重な議論が必要となる

ということになりました。 

 これらの再考すべき事項などについて再度検討する必要があると思われることから、将

来的な立地適正化計画の必要性は認められるものの、現時点で立地適正化計画を策定・公

表すべきかを再検討する必要がございます。策定を決定した原点に立ち戻りまして、現時

点で策定・公表すべきかを再検討することとなりました。 

 今後につきましては、都市計画マスタープランとは足並みが異なることから、立地適正

化計画とこの都市計画マスタープランを切り離して再検討をしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 

 何かお気づきの点、ご発言ございましたら。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 立地適正化計画の再考すべき事項の中に、「災害ハザード地域を居住誘導区域に設定す

ることには慎重になるべき」ということが出ております。多分コンパクトなまちづくりと

いうことで居住誘導をするという考え方だとは思いますけれども、災害リスクの高いとこ

ろに集められるのかという考え方は、やはり防災上よろしくないのではないかなという意

見です。 

 それに関連しまして、今日は触れられておりませんでしたけれども、マスタープランの

中に「防災まちづくり」というものがございます。ハザードマップを見ますと、臨海部で

すとかＪＲ船橋駅から南側は大変よろしくない地域でありまして、そういったところの開

発も実際進んではいるわけですけれども、地震発生時の避難シミュレーションですとか、

もし何かそういったものがございましたら、都市計画に役に立つのではないかという意見

をさせていただきたいと思います。 

 

○都市計画部参事 

 ご意見ありがとうございます。 
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 立地適正化計画につきましては、確かに災害ハザードマップの浸水想定区域が居住誘導

区域というところがあります。ということで、慎重になるべきと考えさせていただきまし

た。ただ、船橋市の場合、船橋駅周辺、総武線沿線といいますか、船橋市南側全体が浸水

想定区域になっているところではございます。ここのところを誰も人が住まないようにす

るということは、これから何十年、何百年かけても、現状だと厳しいのかなというところ

も考えられます。ですので、もし仮に将来的に人口減少時期を迎えたとして、立地適正化

計画をつくるという形になったときに――これはつくるかつくらないかを今年度決めなけ

ればいけないところではあるのですが、そのときには、どういったことを立地適正化計画

に盛り込まなくてはいけないかというところも、併せて検討していかなくてはいけないか

なと考えているところではございます。 

 

○議長 

 私がちょっと発言してあれですけれども、以前はメッシュで表現しました。その名残で、

今のハザードマップもメッシュなんですよね。ところが、隣のうちは高いけれども、うち

は低いんだよねというのは、メッシュの中に入ってしまって分からないんですよ。今、そ

ういう事件がどんどん起きてきて、メッシュの距離がどんどん小さくはなりましたが、む

しろメッシュにする前のデータのほうが、今はかなり明らかになっているんですよね。で

すから、土地を選ぶ人たちも、メッシュだけで選んでいるのではないですね。その辺は、

あえて意図があって隠すわけではないのでしょうけれども、今までずっとそうだったとい

うのでくると、昭和６０年の頃は１キロぐらいのメッシュですね。そうすると、どこが危

ないのかよく分からないんですよ。 

 ということがあるので、これからは、今おっしゃったように、まずは自然との闘いです

から、本当に危なければ住んではいけないし、人為的な行為でもってそこと闘っていける

かどうかという辺りが、今の技術と材料と判断によるのだろうと思いますね。 

 ここのところ頻発している小さな地震があって、この地震は、船橋だと東のほうから横

に流れてくる。もともと房総半島は島でしたからね。ですから、ちょうどそのままくっつ

いた。それは２万年以上昔の話を言っているわけですが、私たちが今、一番調査なんかを

やっているのは２万年以下の話で闘っていますので。ようやくプレートの話が分かってき

ましたけれども、日本中こんなにたくさんの離島がある国家は珍しいわけだし、村の成立

の多くが海岸域から山に向かって進んでいったということで、至るところが海に面してい

るんですね。ですから、これとどう闘って、工学的な対応で地盤を固められるかどうかと

いう大きな闘いですね。 

 ほかに。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 何点かお伺いしたいと思います。 
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 立地適正化計画のほうですが、そもそも自治体は計画が多過ぎます。しかも、人口推計、

社人研のものも、たった５年間でこれだけ変わってくるというものです。絶対的なものと

して見ること自体問題があると思いますので、これを再検討されるというのはよかったと

思います。 

 まず都市マスですが、大前提として、今申し上げました人口推計を絶対的なものとして

見て本当によろしいのかということを伺いたいと思います。国の政策の変更で、こういう

ことはあっという間に変わっていきます。例えば、大学の学費無償化も今かなり進んでお

ります。学校給食の無償化や子どもの医療費もかなり自治体のほうでも進んできて、国の

制度となってくるのも、今後１０年ということでかなり変更があり得る。となると、社会

増だけではなくて、自然増ということもやはり転換してくると思います。そもそもこうし

た人口推計を大前提とすること自体が誤りではないかと思いますので、ご見解を伺いたい

と思います。 

 それから、これまでの本市の取組です。この２０年間の都市計画マスタープランに沿っ

てやってこられた、その検証が不十分ではないか。総括がないまま、次の１０年に進んで

しまうところに果たして意味があるのかという疑念がございます。 

 例えば、原案５ページの「土地利用」に、「山手地区で適切な土地利用」とございます

が、小学校がここでは不足して、スクールバスの通学、転校などで、子どもたちと保護者

にかなり負担をかけてきたという経緯があります。ですから、後から塚田南小学校がつく

られたわけですが、そこについては触れられておりません。 

 それから、交通体系です。どこのアンケートでも最大の市民要求である渋滞の解消のた

めに２０年間どういった取組をしてきて、その結果がどうなっているのかも残念ながらご

ざいません。 

 それから、防災のまちづくりです。この２０年間の前進面、後退面、前回も見させてい

ただいたのですが、書かれていることはほぼ変わらない。一体どういうふうに進んできた

のかという検証がありません。 

 今のが２つ目です。 

 それから、３つ目ですが、新しい社会環境の変化への対応です。気候変動など、いろい

ろと書かれていますが、貧困問題、ジェンダー問題、虐待の増加、感染症、こういったと

ころの位置づけが必要ではないかと思います。気候変動は触れられてはいるのですが、３

１ページの「防災」、現況と課題のところで、温暖化のことは一言もありません。これで

は、残念ですが真面目には見えないわけです。２０３０年までに１．５度気温上昇するか

もしれないと今言われていて、この１０年間にティッピング・ポイントを超えるかもしれ

ないわけです。そういうわけで、「気候変動等により頻発化・激甚化している豪雨災害

等」と７ページに書かれてはいるのですが、現況と課題や方針のほうは一般的な話にとど

まっているということで、そこは不自然ではないかと思います。 

 それから、福祉です。高齢者ですとか、子ども、障害者の福祉はもちろんですが、近年
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の貧困問題について一言もないということは不自然ではないかと私は思います。 

 ＳＤＧｓの１は「貧困をなくそう」ですけれども、今回、１９８ページに、本計画とＳ

ＤＧｓの関わりが載っているのですが、ＳＤＧｓの１７の目標のうち、３つありません。

１と８と１２がないです。８と１２はまだ分かるのですが、１の「貧困をなくそう」がな

いというのはどうなのか。子どもの貧困率は、今７人に１人と言われております。例えば、

生活支援課の窓口を東部のほうに増やすとか、困窮者の相談窓口を市内に都市施設として

複数配置していくという発想は、現況と課題に位置づけがなかったら出てこないわけです。

それをやらないでいて、まちづくりの目標として、「誰もが安全、安心、快適に暮らせる

まちづくりを目指す」とありますが、目標が上滑りするのではないかと思います。 

 ジェンダー平等も、同様の理由で上滑りしているのではないかと思います。 

 それから、子育て支援です。南船橋のまちづくりについて言及がございましたが、児童

相談所が市内の南の端にあるだけでいいのか。そういう問題については、新たな配置を家

児相などが行っていく、そういう発想もやはり位置づけがないとできないのではないかと

思います。 

 あとは感染症ですね。今後感染症が増えていくのではないかと言われている中で、保健

所は、国のガイドラインでは人口２０万人当たりに１か所と言われております。本市は６

４万人都市ですけれども１か所しかないという中で、そういったものについても問題意識

が必要ではないかと思います。 

 次に、細かいところを申し上げます。 

 今のは３つ目だったのですが、４つ目は商店街です。アンケートでは、市民要求の中で、

商店街の活性化が上位に出ております。しかし、現況と課題でも出ておりますけれども、

方針のほうには一言もないわけです。商店街の活性化をどのようにやっていくかというこ

とは全くない。これについては、どういうふうにされていくと考えていらっしゃるのか。 

 それから、公園です。２７ページに、「都市公園面積の拡大により、市民一人あたりの

公園面積が増えた」とあります。しかし、平成２６年度に児童遊園の位置づけが児童福祉

施設から都市公園に変わりました。ですから、ものはそのままだけれども、単純に都市公

園が増えたという話なわけで、増え方を見ますと、都市公園が３０ヘクタール増えている

うちの８割はそういう増え方、数字上の増え方であって、実態は増えていないわけです。

こういう書き方はどうなのかなと思います。 

 最後に、公聴会についてです。市民参加として、住民説明会はコロナの影響でできるか

分からないとおっしゃっていましたけれども、ぜひ公聴会をご検討いただきたいと思いま

す。都市計画法でもできるとなっていますし、公聴会であれば議事録が残るわけです。後

からあらゆる方々が市民の意見を見ることが可能になっているわけですから、それはぜひ

やるべきではないかと思います。 

 長々失礼しました。以上です。 
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○議長 

 一つだけ私の意見を。貧困の問題を都市計画でどうかしたいというきっかけがあるので

すか。イメージが。 

 

○委員 

 「福祉のまちづくり」とここに書かれていて、高齢者、子ども、障害者については施設

をつくっていくみたいなことが書かれていたり、現行のマスタープランには、「独り親家

庭への対応」ということも書かれてはいるのですが、今回独り親家庭は消えている。今、

コロナ禍の中で、独り親家庭や貧困問題はより深刻になっております。 

 この間、ＮＨＫのニュースでも、今の３０代、４０代、５０代は、２０～３０年前より

所得が１００万円から１８０万円落ちていると言われておりました。そういった中で、今

も非常に広がっているなということは日々実感しておりますので、そこに位置づけがない

というのはどうなのかなと思いました。 

 

○議長 

 そういう貧困家庭が施設を使えないという意味ですか。 

 

○委員 

 いえ、相談窓口です。 

 

○議長 

 それは、都市計画で対応しようというお気持ちがあるわけですか。 

 

○委員 

 そうですね。都市計画の中で貧困についても。 

 

○議長 

 おっしゃっている都市計画と、「福祉のまちづくり」という「まち」の違いは何ですか。 

 

 

○委員 

 特には変わらないと思います。 

 

○議長 

 同じ言葉ではないんですよ。 
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○委員 

 会長の問題意識を教えていただけますか。 

 

○議長 

 その問題意識をお伺いしたい。 

 

○委員 

 高齢者ですとか、子ども、障害者については位置づけをしている。だけれども、現役世

代の貧困に対しては、福祉の対象として都市計画の中で見ないのかなと、そこは問題では

ないかと思います。 

 

○議長 

 船橋市という社会生活の中に、そういう窓口がない。 

 

○委員 

 窓口が足りない。 

 

○議長 

 それは組織で処理できないんですか。 

 

○委員 

 組織の再編ということですか。 

 

○議長 

 何か土地を使い、建物を使い、施設をつくらないとできないと。 

 

○委員 

 そうですね。例えば高齢者でしたら、地域包括支援センターなんかがあるわけですよね。

市内の各地に。高齢者施設なんかもある。 

 

○議長 

 それは役所のほうに窓口をつくっていくことはできないんですか。 

 

○委員 

 役所に窓口は存在しているんです。本庁舎とか分庁舎に生活保護の相談窓口はあるし、

すぐ近くにさーくるという総合相談窓口もあるけれども、それを市内全体にもっと増やし
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ていくべきではないかということです。 

 

○議長 

 市議会でそういう議論はなさらないですか。 

 

○委員 

 ここでやっては駄目なんですか。 

 

○議長 

 いいけれども、ここでやって、ではこの土地を探しましょう、この施設をつくりましょ

う、そこに行くバス停をつくりましょうと、それを求めていらっしゃるの。 

 

○委員 

 現況と課題のところに位置づけをすべきではないかと申し上げております。具体的なこ

とまでここにそんなに書かないですよね。１０年間の計画ですから。 

 

○議長 

 ハード面では、今おっしゃったように建物をつくると。それは船橋市という社会空間、

都市空間に関わって住んでいる人たちに対する市の姿勢じゃないのかな。どうなんだろう。

それで予算配分すれば、土地を見つけて施設をつくることもできるじゃない。ただ、それ

がとてつもなく人が行きにくいところにある、これは何とかしなければいけない。では、

その施設を引っ越しさせましょう、道路をつくりましょうと、これはいいんだけれども。 

 あるいは、市のほうが、船橋市というのはこういうことに注意しているんだということ

を言っているから、記録の中に書いておけという、そういうニュアンスなのかしら。 

 

○委員 

 私、耳があまりよくなくて、聞き取れません。 

 

○議長 

 福祉関係のご専門の先生はどう聞きますか。 

○委員 

 突然の……。 

 

○議長 

 むちゃぶり。 
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○委員 

 いえ、とんでもないです。 

 このマスタープランの中での福祉というのは、おっしゃいますように、今後１０年の課

題を整理し、市の目指すべき方向を位置づけるということで大変重要だと思います。ただ、

残念ながら、全てをこのマスタープランの中で論じるというのはちょっと無理があるのか

なと思っております。位置づける必要がないと言っているわけでは全くないのですが、先

ほどおっしゃった窓口の施設が必要だということの前に、地域包括支援センターは制度と

して、それからシステムとして構築するためにいろいろな場所に設置するということであ

って、先にシステムの問題をご議論いただいた後、マスタープランに載せられるのかなと

思います。私が考えます福祉のまちづくりというのは、いろいろな方が、まちを快適に、

それから安全に、そして移動の権限を阻害されることなく活用できるまちはどうあるべき

かということだと思っておりまして、貧困の問題まで捉えるというのは実はちょっと無理

を感じました。 

 ご指摘の問題をないがしろにするわけでは全くないですし、私もこの後意見を言わせて

いただこうと思っていたのですが、マスタープランの中に全てを網羅するのはやはり難し

い面もあると思います。ですから、問題提起をなさることは大変重要だと思うのですが、

この場で全てを解決するのも難しいものかなと思いまして、私の意見を述べさせていただ

きました。 

 

○委員 

 ご意見ありがとうございます。 

 貧困を入れると全てになってしまうというのは私には理解ができないところです。二和

の国家公務員（宿舎）跡地のことがここで触れられていて、あとは南船橋の市有地の活用

なんかについても書かれてある。そういうところを活用していくときに、やはり位置づけ

がなく、貧困問題があるということをないということにしてしまえば、何かしらそこに手

を打とうという話が出てこなくなると思いますね。そこは危険なのではないか。それを入

れないのはどうかと思います。 

 

○委員 

 私自身がサステナビリティ学で博士号をいただいたので、ここで Sustainable 

Development Goalsの話が取り上げられたのに全く触れないというのは先生方に怒られて

しまうので、ここで伝えさせていただきます。 

 まず、そもそもサステナビリティとは何かということがうまく皆さんに伝わっていない

ことが一番問題だと思っています。なので、いろいろなマスタープランなり会社の計画な

どに、僕たちはＳＤＧｓのここを網羅しています、ここをやっていますと、まるで星取表

のように扱われて、ないものに対してはないではないかという指摘が入ったり、逆に網羅
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的に入れているように見せられれば、それで僕たちはやっているから大満足という形で対

外的に評価されたり、そういった形で間違って使われているところがあるので、ここでぜ

ひ伝えさせていただければと思います。 

 そもそもサステナビリティとは、ラテン語のSustainという言葉から来ていて、ラテン

語では下から両手で支えるというイメージで使われています。なので、すごく分かりやす

く言うと、我々サステナビリティ学研究者の中では、「何かを決めて、それを守って、守

り切れないもの、新しくつくるべきものはつくって、そして次世代に伝えていく」という

イメージの言葉です。例えば、この前の審議の生産緑地に関しては、我々は生産緑地を守

り、さらにそれを守るための仕組みをつくり、そしてそれを次世代に伝えていくというこ

とを初めに議論したと思っています。 

 都市計画マスタープランということを考えたときに、我々船橋市としては、船橋市の何

を守って、何をつくって、何を伝えていくかというところが本当は根底にあるはずで、こ

の１７の目標のSustainable Development Goalsとこの下についている１６９の細かな目

標というものがチェックリストのような形でついているというのが本来のあるべき姿なの

ではないかと私は思っています。 

 したがって、ここを全て網羅できていないから駄目だというわけではなくて、我々は船

橋市として、これ、これ、これを守り、つくり、伝えていくけれども、その中で達成でき

るのはSustainable Development Goalsの１７の目標で言うとこれです、１６９の項目で

言うとこれですということが出てきます。なので、私たちは、全世界的にSustainable 

Development Goalsを達成するというところに向かって皆と協働して走っています、とい

うことを示すという順番なのかなと思っています。 

 かつ、船橋市のオリジナリティーを出すということに関しては、ＳＤＧｓに関しては先

進国も途上国もどの国も１７の目標という形でまとめていますけれども、本当はここに１

個空いているところに意味があって、１８個（目）の目標というものがつくられると、そ

こが船橋市らしさなのではないかと思っています。企業によっては、例えばトヨタは１８

個（目）の目標をつくったりしています。 

 そこをもし考え切ることまでできたら、船橋市の、守り、つくり、伝えていくものの何

がほかの市とは違うのかというところまで整理できたという、チェックリストプラス整理

表として使っていただければと思います。 

 また、立地適正化計画に関しては再考すべきと検証されたということで、ある意味補助

金が入らなくなるので勇気のある決断だったと思います。確かに人口と生産年齢人口を見

ても大きく減っていくという傾向がないので、ほかの市の立地適正化計画の策定状況を見

ていると、船橋市の決断を私はサポートしたいと思っています。 

 恐らく高齢化率だけはどんどん上がっていくので、そこに関してはマスタープランに入

れて検討すべき事項かなと思います。先ほど言ったサステナブルな都市を考えたときに、

高齢化していく現象を踏まえて、どう守り、つくり、伝えていくのかというところを検証
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されていけばいいのかなと考えております。 

 

○議長 

 さっきの話から少し重なってはいるけれども。 

 

○委員 

 ちょっと申し上げておくと、ＳＤＧｓの全てを入れてほしいと言っているのではなくて、

１の貧困のところを位置づけたほうがいいのではないかということですので、全部入れて

ほしいという極端な意見ではないということは分かっていただければと思います。 

 

○議長 

 福祉のまちで、どうですか。少しご発言。 

 

○委員 

 今、大変分かりやすくご説明をいただけたと思っております。自分自身、不勉強である

なということを反省させられましたし、様々な問題をこのマスタープランの中にどのよう

な切り口で入れていくのか、そこについてはもう一工夫必要なのかなというご指摘をいた

だいたように思います。これについて、またほかの委員の先生方からご指摘をいただけれ

ばと思います。 

 私自身も意見があるので、追加で言わせていただいてよろしいでしょうか。 

 今、全てを扱うことができるわけではないと自分で言っておきながらでございますけれ

ども、船橋市の「福祉のまちづくり」の部分の基本、２章「全体構想」のところを拝見し

ておりまして、「バリアフリー」という言葉が全体的に多用されております。地区別でも

多用されております。どこまで扱うかということではなく、姿勢の問題としてなのですが、

バリアフリーというのは、残念ながら今そこに段差があったり階段があったりする、今の

不適切な環境を改善することを言います。 

 それに対しまして、今後１０年を扱うのであれば、これから建設される新しい環境につ

いては、ユニバーサルデザインという考え方を用いることが必要かと思います。船橋市は、

バリアフリーにばかり、まだまだ至らない点ばかりを改善することに終始して今後の１０

年を終わるのか。新規に再開発されたり建設されたり整備される環境が、最初から様々な

方々が利用できる環境としてつくられていくべきではないかという考え方として、ユニバ

ーサルデザイン、さらにその先に、一人一人の課題を中心に、人のあるべき尊厳というも

のを中心に考える今からの考え方として、ヒューマン・センタード・デザイン（Human 

Centered Design）という言葉があります。今そういった言葉が少しずつ入ってきており

ますので、少なくとも今までの１０年の先の今後の１０年を考えるときに、ユニバーサル

デザインの視点をお持ちいただければと思います。専門部会も開かれているようでござい
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ますので、そういったことも議論が今までの中にあったのかなと思います。あったのであ

れば、入れていただければと思います。 

 それは意見なのですが、もう一つ、意見の追加で申し訳ありません。ご指名いただいた

ので、ちょっと追加します。 

 バリアフリーという考え方は、様々な方を対象としますが、この「全体構想」、それか

ら、その後の記述には、車椅子の方のバリアフリーと、視覚障害の方の視覚障害者誘導用

ブロックしか載っていないんですね。地区別に至ってはそれだけなんです。少なくとも代

表的な障害のある方々のゾーンとして、それから、今、積極的に整備されている対象者と

して、聴覚言語障害の方々がいらっしゃいます。この方々は、防災まちづくりなどの場合

でも情報弱者でいらして、その方々にどのように情報を伝えるかということは日々の環境

づくりの中で大変重要で、文字情報やピクトグラム――私たちもピクトグラムはサイン計

画などでいっぱい使っていますよね。こういったものの充実などは、全ての方々が使いや

すい環境づくりの中で重要な視点だと思います。段差解消も大切で、エレベーター、エス

カレーター、そういったものの整備や、視覚障害者誘導用ブロックの整備をないがしろに

しようということではないのですが、少し発展的に今後の１０年を捉えたときに、やはり

もう少し広い視野で取り組むこともお考えいただければ。「等」というその他でのくくり

ではなくて、細かい視点が必要かと思います。特定の対象者だけを増やせという意味では

全くないのですが、今後の１０年というには、言葉遣い、考え方、そういったものの発展

する余地をもう少しお持ちいただけたら、より船橋市らしいマスタープランになるのでは

ないかと思った次第です。 

 

○議長 

 ほかに何かご発言ございますか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 マスタープランの５ページのところに、「（２）これまでの本市の取り組み」というと

ころがあります。これは旭硝子の跡地の件が載っていると思うのですが、事業者の側から

ものを考えると、この件について都市計画課あるいは船橋市が何かをしたかというと、多

分規制を敷いただけで、事業者に対して、あるいはまちづくりのために、市として身を削

ったことはないような気がするんですね。たまたま３・３・７号線と野村の開発がくっつ

いたので、道路の整備は結果的にうまくいったと思います。ところが、旭テクノグラスの

ほうはどうかというと、１０ヘクタール以上の開発であるがゆえに、道路が９メートルあ

るのに１２メートルにしろというような規制をかけておきながら、その道が途中から細く

なってしまっていて、現状では塚田南小学校の子どもたちは事故に遭う寸前の状況になっ

ているような気がしてなりません。 

 これを外してほしいというのではなく、例えば総合設計だとか、そういうことを使った
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ときに、船橋市のほうも、「容積率を緩和する等の方法によって、住みやすいまちをつく

っていくことも視野に入れていきます」という書き方をしていただけると、もう少しまち

がよくなっていくのではないかと思います。規制ばかりでは、蛇が蛙を飲み込んじゃった

みたいな道路になっていて、おかしなことになると思うんですよね。ですから、規制だけ

ではなく、船橋市のほうも、もう少し都市計画の細かなところの利用を考えていくような

取組をこれからもしていきます、ということをうたい込んでいただけると大変助かるなと

思います。 

 

○委員 

 今の○○さんのご意見は、開発を手掛けている方、建築関係をやっている人は必ず感じ

ていることなので、非常に大事なことだと思います。 

 先ほど来のいろいろな先生方からのご意見も、まちづくりの中に入れていくのは大事で

す。１０ページに、○○さんがおっしゃったいろいろな人たちの意見を聴いてというのも

一つありますけれども、ここに「市民とともにつくるマスタープラン」と書いてあります

よね。行政の方たちには、なかなか大変でしょうけれども、ここにいらっしゃる先生方の

今までの意見とか、市民、そこに関わる住民、それから事業者、そういう方たちの意見を

十分聴いてマスタープランをつくってもらいたいと思います。 

 JR船橋駅の南口にはちょうど京成の高架がありまして、京成の高架ができたと同時に、

北側の側道があります。それが、本当は昔の船橋学園女子の方から来て駅前通りに抜ける

ところが、ご存じのように変なクランクになっています。これも我々の先輩たちからのい

ろいろな意見で、何であんなふうになったんだという意見が非常にあるんですよ。マスタ

ープランも計画もつくっていく中で、地元の人たちの意見、関わる人、先ほど言った学校

の地区だったら学校に通っている人たちの意見とか、市民の意見をよく聴いてもらいたい。 

逆に反対する人の意見をよく聴いてもらいたい。反対する人の意見ではないほうに進ま

なければいけないけれども、そういう意見も大事にしながらやってもらいたいし、○○さ

んがおっしゃったように、ここはこうすればいいのにとか、先ほど容積率の問題とか、本

当はここをもう少ししてくれればもうちょっといいまちができるのにと、いわゆる現場の

企業の人とか地域の人は思っているところがあります。 

 ここの「市民とともにつくるマスタープラン」という表題のとおり、そういう姿勢を持

って、マスタープランもそうですし、開発もやっていただければなと思います。 

 以上、意見です。 

 

○議長 

 大正７年に旧都市計画法ができたときの当時の人たちの議論が残っているものを見まし

た。その中で、個人の権限をどこまで認めるか、それを規制するのも都市計画なんだぞと

いう、これは關一大阪市長が、こういうまちをつくって、それでいいだろうと、土地の所
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有者だとかそういう人たちが自分の利益で言おうとするのを、みんなのためにならないよ

と抑えるということも。しかし、それは強権力がないとできないのだと。 

 特に戦後日本では、所有権というのを非常に大切にしましたから、今、空き家の問題だ

とか、それから、お化け屋敷の話とかごみ屋敷とかいろいろ出てくるのも、個人の所有だ

から手がつけられないと。ようやく空き家対策とごみ処理について規制が――まだ法律で

はないですね。そういう世界があるので、なかなか難しいけれども。 

 利用者と所有者の違いね。特に駅の近くなんていうのは、所有者は利用者を目当てにし

ているのが分かっているけれども、結局、固定資産税の話だとか開発の話だとかに目が行

くんですね。 

 よそのところの話をします。とても有名なディベロッパーですが、区の都市計画をはじ

め、財政その他云々とさんざん議論して、よしこれでやってくれるなと思ったら、そっく

り売ったんですよ。あのディベロッパーとは二度と口も利きたくないというのが、区の連

中の落胆でしたよ。一緒にやっていけると思ったのにという。これは、個人の財産だから

と言われるとそうなってしまう。 

 ですから、先ほどご発言もありましたけれども、「蛇玉道路」という言葉が昔ありまし

た。今、蛇が卵を飲むというのを知らない人が多いから、蛇玉というのは分からないけれ

ども。蛇玉道路ができてでも、一歩一歩前進するんだという。一体何年先に蛇が卵を通し

てくれるのか。それがその戦略なんだと言われれば、そうかと。 

 昔は「百年の計」と言いましたが、今は１００年は長いだろう。５０年といったら５０

年も長いだろうといって、２５年にするか３０年にするかで随分もめたんです。２５年と

いうことにしたんですが、結果的に２５年も長いよねということで、２０年ぐらい先にし

て、中間の１０年で見直し、５年、できれば３年チェックで。 

 特に今、ウイズコロナと言って、あるところでは企業の仕事ぶりが全部変わったと言い

ますけれども、そんなことを前も一回経験したんです。これから情報化社会になってくる

から、データバンクはここになくたっていいじゃないかと、有名な生命会社がデータバン

クを移したんです。そうしたら、不景気になったら結局戻ってきて、千代田区にいるんで

すよ。だから、そういうなかなか厄介な話ですが。 

 先ほどバリアフリーとユニバーサルデザインの話が出てきましたけれども、私は以前、

渋谷区の実施計画をお手伝いしました。当時はやったのですが、渋谷区を「自然と文化と

やすらぎのまち」と言って、要するに語呂合わせですよ。「何ですか、これは」と尋ねた

ら、「し・ぶ・や」だというから、それがとてもはやりまして、あちらこちらで自分のと

ころの名前を開く。面白くていいですけれども。 

 本気でやろうとすると、段差解消をするだけでものすごくお金がかかるというのが分か

った。なかなか一気にはできないだろうけれども、やれるところからやっていきましょう

というのと、これからやるときにはという。先ほどの皆さんのお話の中にありましたね。 

 かつて、みんな戦後は丈夫だったんでしょうね。跨線横断歩道橋もみんな階段の段の高
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さが高かったんですね。今、車椅子が多くなってきて、段では上れない。その頃スウェー

デンに行ったら、大きなスパイラル斜路で交差点を越えているわけです。今、エレベータ

ーでやっているけれども、あの頃はエレベーターも車椅子に合わなかったですから。押す

こともできないし、押して乗りかけようとしたら閉まってしまうとか、随分危ない話があ

りました。そのスケールから変えましたよね。建築も随分よくなった。ドアも「人殺し」

と言われたドアもありましたしね。そういう意味では随分よくはなってきていますけれど

も、蛇玉の話というのはなかなか難しい、厄介な話です。 

 とにかくこういうまちにしようという、さっきの「自然と文化とやすらぎ」というのは

ちょっと話題になったけれども、イメージがあって、イメージが豊かさを喚起してくれた

らいいけれども、その片方で具体的にそれを「もの」に置き換えていくような仕事を着実

にやらなくてはいけないですよね。 

 マスタープランは、ご案内と思いますが、Comprehensive Plan、総合計画という言葉、

それから、General Planという言葉があります。このマスタープランのほかにPilot Plan

というのもあります。いろいろな形で、なぜか横文字なんですよ。その理念・目的・手段

その限界までをも、しっかり理解しておくことが大切ですね。今、片仮名がとても増えて

いるので、私はいささか嫌だなと思うのですけれども。  

 

○委員 

 すみません。土地利用ですが、水害対策について土地利用に何ら位置づけがなくて、豪

雨災害にどうやって対応していくつもりなのか、それだけはどうしても伺いたいと思いま

す。 

 本町のほうを見ますと、防災まちづくりでは、海老川上流地区でまちづくりをされるこ

とについて何ら言及がないわけです。県の都市計画審議会で、今回、海老川上流地区のメ

ディカルタウン構想について、付帯意見がつきました。あそこは、今、最大３メートルの

浸水想定区域になっている。そこを、千年に一度の雨が降っても、５０センチしか水がた

まらないようにする。そうすると、２メートル５０センチの水はどこに行くんですかとい

う、それを今船橋市は、シミュレーションをやったり、やり直したりしているわけです。

これについて何ら言及もない。本町について。あまりにも無責任ではないかなと思うので

すが、その点についてお伺いしたいというのと、公聴会の開催についてご見解を伺います。 

 

○都市計画課長 

 まず、海老川のほうのシミュレーションの言及がないという話ですけれども、そもそも

この都市計画マスタープランというのは、まちづくりの将来ビジョンやまちのあるべき姿、

そういったものの方針を示すものですので、各事業のやり方や手法については個別具体の

計画に基づいてやるべきだと思っています。 

 そもそも土地区画整理で市街化編入をしたり、都市計画上ではこの都市計画審議会でも
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審議されて市街化編入になっています。海老川の区画整理をやっていくという方向性は出

ていますので、そこについては当然時点の修正で、今の状況、区画整理の確実性が高まっ

ていることから、こういった記載になっています。その先の話というのは個別の計画にな

るものと思っていますので、そういった細かい記載というのは考えていません。 

 また、公聴会についてですが、確かに都市計画法にそういったことを、運用指針等にも

書いています。「公聴会の開催等」ということで、当然ほかにも方法がありまして、説明

会などもあります。 

 公聴会の会自体は、市民の意見を聴いて終わる場になってしまうので、そうではなくて、

例えば都市計画マスタープランの説明会を開いて、そこでご意見をいただいて、それに対

して答えるというようなやり方のほうがより丁寧ではないかと考えておりますので、公聴

会ではなく、説明会や、あとは、先ほども言ったように、パブリックコメント等で市民の

皆様の意見を聴いていこうと思っています。 

 

○委員 

 ありがとうございます。説明会で説明をする、公聴会では意見を聴いて終わりというの

は、それはあまりなお答えではないかと。納得いくものであれば反映させるべきだと思い

ますし、その場にいない人も後から議事録で読めるわけです。ですから、説明会だけとい

うのは不十分だと思いますし、海老川の問題、本町の問題は、その先の個別計画というの

では、問題があまりにも大きいにもかかわらず、本当に無責任だなと残念ながら思います。 

 

○議長 

 さて、またいろいろとお気づきになったら……。ごめんなさい、見えませんでした。ど

うぞ。 

 

○委員 

 私は、マスター計画をつくるときに、お願いが一つだけあります。それは、船橋市が住

みやすいまち、住んでみたいまち、いろいろな表現があります。だけれども、それは立場

によっていろいろな意見があると思うんですね。だから、そこのところをきちんと押さえ

る必要がまずあるのではないかと思います。それで、先ほどもご説明がありましたように、

マスタープランの概略を説明して、いろいろな意見を聴くというのは非常にいいことだと

思います。 

 今のマスタープランは、わずかと言うと失礼ですが、１０年間しかないわけですよね。

そこでまた総花的なマスタープランをつくっても、何の意味もないのではないかと思いま

す。さっきのＳＤＧｓにありましたように、１７で１６９のターゲットとか、書いていな

いとご批判があって、また担当のほうでは、これが書いていないじゃないかと言われるの

も怖いので、総花的なものをつくるだろうと思います。その辺の立場はよく分かるのです
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が、本当に何がこの１０年間でやれることなのかを見極めて、マスタープランの中に、最

重点ポイント、これだけは何とかこの１０年でやり遂げたい、そういう表現もあってしか

るべきではないかなと思うので、その辺りのこともご検討いただければと思います。終わ

ります。 

 

○議長 

 何かありますか。 

 

○都市計画課長 

 ご意見ありがとうございます。都市計画マスタープランというのは、今までこの２０年

間やってきて、大きな方向転換でまた違う方向に向くということはなくて、今の都市計画、

船橋の都市構造の強みをいかに維持していくかというのが最大のポイントなので、目玉的

なものはないかもしれないですけれども、ただ、前の１，３００人のアンケートをしたと

ころでも、皆さん船橋市に住み続けたいという意見が多かったものですから、やはりこの

まちづくりというのはそんなに外れてはいなかったのだろうと。 

 今後については、当然いかに今の船橋を維持していくかというところに注視して本計画

を立てていますので、またパブリックコメント等でやるときに、ここの見せ方とか、そう

いったところは工夫しますし、また見やすいようなものを別紙でつくってみるとか、そう

いったことは考えていこうと思っています。 

 

○議長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、これはこれでひとまずというこ

とにいたしましょう。 

 次は、事務局のほうから報告です。 

 

＜ その他の報告 ＞ 

○都市計画部参事 

 時間が押してきています。 

 今回、途中経過ではございますが、第１４２回の都市計画審議会のときに、〇〇委員の

ほうからご提案がございました議事録の発言の発言委員名の公開についての途中経過の報

告をさせていただきたいと思います。 

 この意見を受けまして、私どもでまず市の内部のほかの附属機関の議事録がどうなって

いるのかというところを確認させていただいたのと、あとは近隣の市町村の都市計画審議

会が議事録をどのように取り扱っているかということを確認させていただきました。お手

元にあります資料のようにまとめさせていただきましたので、これをご説明させていただ

きます。 
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 これはあくまでも調査をしたところですので、今日ではなく、これをご覧いただいて次

回以降またご議論いただいて、どうしていくかということをお決めいただければと思って

いるところでございます。 

 ご説明させていただきます。お手元にある「市の附属機関の議事録について」という資

料をまずご覧いただければと思います。 

 ごめんなさい、その前に、今回新たに委員になられた方が７名いらっしゃいますので、

この経緯がお分かりにならない方もいらっしゃるかと思います。ちょっとご報告させてい

ただきます。 

 昨年１１月に開催されました第１４２回都市計画審議会の中で、○○委員からご提案い

ただきました議事録の発言者の名前の公表についてでございます。現在、この都市計画審

議会では、議事録を作成する際には発言者名を記載しておりますけれども、公開に際して

は、発言者の氏名と不開示情報に該当するものを除き公開しているところでございます。

これは、平成１９年から２１年にかけて委員の皆様にご協議いただき、第１０３回都市計

画審議会において決定し、策定いたしました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、今お配りさせていただいたものですが、この第１１条に沿って現在まで

運用しているものでございます。ホームページで議事録が公開されているのですが、皆様

のお名前は伏せて、委員の意見という形で書かせていただいているというのが現状でござ

います。 

 この件につきまして、○○委員より、発言委員名を公開すべきではないかというご提案

がございました。先ほどお話しした調査をさせていただいたところなので、その結果を取

り急ぎご報告させていただきます。 

 「市の附属機関の議事録について」という資料をまずご覧ください。 

 まず上の表から参ります。まず、議事録の公開につきましては、公開をしている機関が

４３機関、非公開としている機関が５機関ございました。 

 続きまして、その下の表ですが、議事録を公開している４３機関のうち、発言委員名を

公開している機関が３９機関、公開していない機関が、この都市計画審議会を含めて４機

関ございました。 

 さらにその下、発言委員名を公開していない４機関のうち、発言委員名を公開しないこ

とを附属機関内の要綱等で定めているのは都市計画審議会のみでありまして、残りの３機

関につきましては、要綱等での定めはございませんでした。 

 次に、発言委員名を公開していない４機関のうち、発言委員名が記載された議事録を作

成している機関につきましては、この都市計画審議会を含めて３機関ございました。作成

していない機関は１機関でございました。なお、この３つの機関につきましては、ホーム

ページで公開するわけではなく、開示請求等により議事録を公開する場合は、この都市計

画審議会もそうですが、発言委員名を公開するという形になってございます。 

 なお、発言委員名を公開していない都市計画審議会以外の３つの機関に理由を聞いたと
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ころ、「過去に他の附属機関を参考に発言委員名の非公開を決めた」という機関が１つ、

「個人の財産に係る案件を取り扱うこともあり、委員個人への逆恨みや脅迫などのおそれ

があること。発言委員名を非公開にすることで積極的な発言が期待されるので、非公開と

している」という機関が１つ、また、「過去からの踏襲で経緯は不明だけれども、今後は

発言委員名の公開の検討をする」という機関が１つあったところでございます。 

 続きまして、タイトルが「近隣市・区の都市計画審議会の議事録について」という資料

でございます。こちらは、人口３０万人以上の近隣の市・区の都市計画審議会について、

全３２の市と区を対象に調査いたしました。 

 議事録の公開につきましては、全３２市・区が公開してございました。そのうち、発言

委員名を公開している市・区が２０、公開していない市・区が１２ございました。さらに、

発言委員名を公開していない１２市・区のうち、発言委員名を公開しないことを附属機関

内の要綱で定めているのは２つ、残りの１０の機関につきましては、要綱等での定めはご

ざいませんでした。 

 次に、発言委員名を公開していない１２市・区のうち、発言委員名が記載された議事録

を作成している市・区は９つございました。また、作成していない市・区は３つございま

した。 

 なお、開示請求等により議事録を公開する際に発言委員名を公開する市・区は７つ、不

明と回答した市・区は２つとなりました。 

 なお、発言委員名を公開していない１２の市・区に理由を聞いたところ、「利害関係の

観点から個人名を公開しない」「反対派から脅迫されるおそれがあるため」「個人が特定

され不利益が生じる可能性があるため」「委員が委縮して発言が減ってしまったり、積極

的な議論が進まないなど、影響が大きいと判断したため」「個々の委員名の公開を特に必

要としていないため」「条例や規則でも議事録の公開を定めているが、発言委員名の公開

までは定められていないため」「審議会内で誰がどの発言をしたかということよりも、ど

のような議論が行われたかという内容や議論の流れさえ分かれば十分であると考えるた

め」「過去に委員から、ホームページに発言委員名を掲載したくないとの要望があり、議

論を行った結果として公開していない」「他市を参考にした」などの理由がございました。

また、中には、「今、全庁的に情報公開を積極的に行っていこうという動きがあり、今後

は個人名を出していく方向になると思われる」という市・区が１つ、「公文書の公開につ

いて、意見決定の経過が分かるようにと市の方針が変更されたため、次回の会議録から発

言委員名を公開する」という市・区も１つございました。 

 お配りした調査結果、資料についてのご説明は以上でございます。 

 

○議長 

 これは今、宿題を出されております。調査した結果、こちらの報告ですか。しばらく開

かれませんでしたからね、また決めていきましょう。 
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９．閉  会 

○議長 

 さて、閉会にしようと思いますが、事務局のほうから今後の見通しというか、次回どう

しましょうか。 

 

○事務局 

 本日はどうもありがとうございました。事務局より、次回の審議会についてご連絡申し

上げます。次回の都市計画審議会は、７月の下旬から８月の上旬を予定しております。詳

細につきましては、後日開催通知と資料を送付する際に併せてお知らせいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

○議長 

 コロナ禍も気持ちではみんな飽きてきているのですが、こればかりは交渉相手ではあり

ませんので、どういうふうにいきますか。とにかく何とか被害に遭わない努力を皆でいた

しましょう。ぜひお気をつけて。 

 大きな変化がなければ、７月が次回だと思います。 

 これで閉じます。よろしゅうございましょうか。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


