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第５回 松が丘地区市政懇談会記録 

 

開催日時  平成１８年１０月２９日（日） 午前１０時～１２時 

開催場所  松が丘公民館 講堂 

 

【質問事項】 

 ・松が丘バス通りの商店街（飯山満～古和釜）の歩道・道路拡幅の進捗状況につ

いて 

・高齢化率２３．６％の高齢社会の松が丘に子どもから高齢者までが何時でも利

用できる多目的な広場の確保について 

・松が丘バス通りの商店街（飯山満～古和釜）から大穴方面と坪井方面に通じる

道路計画の有無について 

・松が丘４丁目松が丘バス通りの商店街沿いに計画されている公園はどのような

公園になるのかについて 

・松が丘、大穴、坪井地区の川沿いや森林に不法投棄ポイ捨ての対策について 

 ・木戸川の早期完成について 

 ・古和釜運動広場に水洗便所の設置について 

 ・松が丘バス通りの商店街東側５丁目旭ヶ丘町会に向かう道路の一部の拡幅と古

和釜高校生徒の通学している狭い十字路の拡幅について 

・松が丘１丁目１２番９号空地（所有者不明）クランク道路の見透けるための改

善について 

 ・松が丘清水山町会内３丁目６番１９号付近一帯の冠水対策について 

 ・松が丘バス通りの横断歩道設置計画について 

 ・飯山満・古和釜線松が丘バス通り商店街及び高根木戸方面への渋滞緩和策につ

いて 

 ・住民不在のゴミ屋敷について 

 ・粗大ゴミの不法投棄の撤去について 

 ・放置自転車の処理について 

 ・古和釜運動広場の駐車場対策について 

・市道路へ越境している樹木の剪定について 
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・松が丘バス通りの商店街（飯山満～古和釜）の歩道・道路拡幅の進捗状況に

ついて 

 

【質 問】  

市当局で進められております飯山満・古和釜線松が丘バス通り商店街の歩

道・道路の拡幅については、私たち、松が丘の住民は大変期待を持って望んで

おります。この２月、１年生の男児がバスに巻き込まれまして即死という痛ま

しい事故も発生しております。また、６年生の女生徒が車と接触し、骨折事故

を起こし１ヶ月以上の入院をしております。いつ事故が起きてもおかしくない

ような状況下でありますので、ぜひ市政懇談会の機会に改めて今後の日程等に

ついてお伺いしたいと思います。 

 

【回 答】  

市長が言いましたように子供が亡くなられたということがございます。そう

いう中で我々としてはどうしたらいいのかということで、一応この道路につい

て拡幅していかざるを得ないということで、市長になった当時から拡幅しろと

いうことでお話があったのですが、我々とすれば芝山の方から逐次拡幅して、

現在は高根木戸、高根木戸駅のところの拡幅が概ね終了して、踏み切りも確保

してきたという中で、古和釜十字路の方に引き続き拡幅をしていきたいという

ことでありました。今現在、ガスタンクまでの間が、先であろうと取り組んで

おります。ただ、現在は一応ここで亡くなっているということで、なんとか北

側の方にも延伸していきたいということで、国土交通省がまいりましてなんと

かいい方向へ、国からの補助金はないのかということで、街づくり交付金があ

るということ、なんとか取り入れて補助金を使って、生協方からシグナルの間

約３００ｍですが、そこを順次幅員１６ｍで広げていこうという形で、来月、

地元の説明会をし、来年度から事業に入っていきたいという形で今進めている

ところです。それには地元の方々の協力がないとなかなか進んで行けないとい

うのがございます。皆様の協力があれば事業期間も短くて効果が出るというこ

とですので、今後とも地元の方の協力を得ながら進めてまいりたいと思います。 

 

 

・高齢化率２３．６％の高齢社会の松が丘に、子どもから高齢者までが何時で

も利用できる多目的な広場の確保について 

 

【質 問】 
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高齢者の立場から質問を申し上げます。先ほど市長からお話のありました高

齢化率は２３．６％あります。高齢者への中で松ヶ丘地域に子供から高齢者ま

でが利用できる多目的な広場の開放でありますが、松ヶ丘地域では大変元気な

高齢者が多く朝早くから野外でグランドゴルフやゲートボール等を非常に盛ん

にやっております。以前から松が丘には、いろいなことに利用できる多目的な

広場が欲しいという声が出され、このような高齢者たちの切ない願望を込めて

市の当局にお願いしたいと思いますが、これについての考え方をお聞かせいた

だければと思います。 

 

【回 答】  

市民の皆様方から体力や年齢に応じまして、いつでもどこでも健康スポーツ

活動に親しむことが出来るような生涯スポーツの振興に努めているところでご

ざいますが、活動の場といたしましては、小中学校の体育施設開放やまちかど

スポーツ広場・運動広場等を設置してまいりました。この松が丘地区につきま

しては古和釜町運動広場を設置するとともに、船橋市総合体育館の駐車場（人

工芝部分）を駐車場として使用しない時に、地元住民の方々にグランドゴルフ

などの軽スポーツの場として、ご利用いただいております。 

ただ今の、多目的広場のご要望ですけれども、私どもの生涯学習の所管に該

当するものといたしましては、まちかどスポーツ広場になると思いますけれど

も、このまちかどスポーツ広場につきましては、現在２０ヶ所設置しておりま

して、地元の方々から無償でお借りをしているところでございます。したがい

まして、そのような方たちの提供があれば検討してまいりたいと思っておりま

すので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【回 答】  

多目的広場につきましては、国庫補助金等の財源確保が出来ないため、限ら

れた一般財源の中で新規に設置することは非常に難しい状況です。今年度、松

が丘４丁目地区においては、１カ所公園用地を、国庫補助金を財源として買収

する計画がございます。 

グランドゴルフやゲートボールにつきましては、公園内においては、原則禁

止となっておりますが、要望が多いことから、既存の公園においては、使用許

可により公園内の広場での使用を認めている状況です。利用にあたっては、公

園管理者（みどり管理課）とご相談していただきたいと思います。この松ヶ丘

地区でございますが、現在松ヶ丘公園でゲートボール、松ヶ丘緑地、松ヶ丘市

民の森でグランドゴルフの団体が月～金曜日、毎日のように午前中利用してい
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るような状況でございます。 

 

 

・松が丘バス通り商店街（飯山満～古和釜）から大穴方面と坪井方面に通じる、

道路計画の有無について 

 

【質 問】  

今後の道路計画につきましては、松が丘バス通り商店街通称、飯山満・古和

釜線と呼ばれておりますが、ここから大穴方面と坪井方面に通じる道路計画の

有無についてお尋ねしたいと思います。松ヶ丘バス通りの商店街を中心に東方

面の坪井側、西方面の大穴側で宅地開発が多くなっておりますが、このバス通

りから大穴や坪井方面に行くには少し大きな車は、古和釜十字路や高根台方面

へ迂回路しているのが現況でございますので、将来に向けて、今から計画道路

の設定をお願いをしたいと思います。 

 

【回 答】  

大穴地区から市道飯山満・古和釜線を横断し、坪井方面へ向かう新設道路の

計画設定につきましては、坪井地区や近隣の市街地からの発生交通量、或は他

地区からの流入交通量によって交通配分して必要性を検討すること、或は市内

の道路整備の優先順位、建設時期等を検討することになります。その条件とし

て、この周辺地を俯瞰してみますと、市街化調整区域があり、この区域は建築

物の建設が厳しく制限されています。また、他に優先して実施しなければなら

ない都市計画道路があることなどを考慮しますと、直ちに計画の設定が必要と

いうことは考えてはおりません。 

しかし、坪井特定土地区画整理事業、或は隣接の八千代市の区画整理事業等

によりまして、今後とも入居者が増加することも想定されております。現在の

都市計画マスタープランにおいて、坪井土地区画整理事業からの都市計画道路

３・４・３９号坪井東線の西側延伸の検討を位置づけしておりますので、今後

ともこれらの推移を見てまいりたいと考えております。 

 

 

・松が丘４丁目松が丘バス通り商店街沿いに計画されている公園はどのような

公園になるのかについて 

 

【質 問】  
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 松が丘４丁目バス通り商店街に沿ったところに計画されている公園のことで

すが、そのことについてお伺いします。思っても見なかった公園が４丁目商店

街沿いにできるということは、私たちは夢のようであります。それだけに期待

と楽しみが増幅しているところでございます。そこで市長から、松が丘にどの

ような公園をお造りになられるのか、私たちの要望も受け入れていただけるの

かお聞きしたいと思います。 

 

【回 答】  

公園の場所でございますけれども、面積が２，４００㎡ございます。そして、

道路沿いの８００㎡、これは道路の拡幅に伴ないます代替用地として確保して

おきたいということでございます。残りの１，４００㎡を街区公園として整備

する方針を決めて９月議会でもちまして議会が通ったところでもございます。

これから先、どのような公園を造っていくかということは担当部課でございま

す、みどり推進課におきまして、地元でどのような公園にしてもらいたいかと

いった、地元の意向を十分に汲んで、来年度の公園施設の予算に組み入れる所

存でございますから、担当課と話し合っていただければと思います。 

 

 

・松が丘、大穴、坪井地区の川沿いや森林に不法投棄ポイ捨ての対策について 

 

【質 問】  

松が丘、大穴、坪井の川沿いや森林に不法投棄やポイ捨ての問題について対

策をお願いしたいと思います。 

町会自治会連合会では、年に１回乃至２回松ヶ丘地区の社会福祉協議会及び

ボランティアすみれの会、青少年の環境をよくする市民の会、ごみゼロ推進委

員、古和釜中学校の生徒たちと、街なか清掃の日として木戸川周辺や駒込川周

辺の不法投棄の清掃を行っております。最近は不法投棄する人たちもだんだん

少なくなってきておりますが、古和釜高校下の駒込川の周辺にはまだまだ大量

のゴミが捨てられています。この地区ではたくさんの住宅が立ち並んで、周辺

の住民には迷惑なことと思います。そこで、市の対策を知りたいと思います。

また、私は松ヶ丘４丁目のアリーナの傍に住んでおりますけど、毎朝６～７時

頃にかけてたくさんの人たちが犬を連れて運動に来ております。マナーの悪い

人たちが一部おりまして、犬の糞を始末せず帰られる人がおります。アリーナ

の方でも再三チラシを配ってこのようなことがないように、注意を促しており

ますが、一向に改善いたしません。飼い主のモラルに問うことになるとは思い



 6

ますが、市としても検討していただきたいと思います。 

 

【回 答】  

 松が丘、大穴、坪井地区の川沿いの森林ということで、過日、クリーン担当

のクリーン推進課並びに産業廃棄物課ともども現地の視察で確認をしてきたと

ころでありますが、周辺は緑や自然が多く、豊かな自然環境を持つ地域でござ

いますが、その半面、人目が付きにくいという状況もあることから不法投棄も

され易く、市としても不法投棄防止の重点個所の一つとして、監視パトロール

を実施しているところでございます。 

防止対策といたしましては、日頃より地域の皆様のご協力をいただき、不法

投棄などごみの諸問題に対処しておりますクリーン推進課の地区担当環境指導

員が、週に１度はパトロールを行い、現地を確認しております。また、産業廃

棄物の指導監視を行なっております産業廃棄物課では、毎日の巡回パトロール

のコースに組み入れて監視しており、月１回程度は土日などの休日にもパトロ

ールを実施し、また１１月の船橋をきれいにする日に合わせ、毎年パトロール

を行い不法投棄防止に努めているところです。 

更に両課では、６月の環境月間や年末には、合同で夜間パトロールを実施し、

不法投棄防止を図っておりますが、不心得者が不法投棄し対策に苦慮しており

ます。不法投棄があった場合、投棄物を調査し、投棄者が判明した場合は撤去

を命ずるとともに、警察の協力を要請し、再発防止に努めており道路など公共

用地に投棄された場合は速やかに除去するよう努めております。また、民有地

に投棄され投棄者が不明の場合は、土地所有者が撤去することになりますので、

所有者に対し投棄物の除去や外部からの侵入を防ぎ、投棄防止を図るための柵

を設置するよう要請しております。以上のように、不法投棄防止対策を取って

おりますが、行政の力だけで不法投棄を無くすことは難しい状況がございます。 

本地区は、町会・自治会の皆様や協力団体等の皆様のお力により、地域清掃

などの活発な地域の美化や環境保全活動が行なわれており、地域の皆様に感謝

申し上げるとともに、不法投棄防止には地域の皆様の関心と監視の目により投

棄しにくい環境を造っていただくことが重要となりますので、今後とも皆様の

ご協力をお願い申し上げます。 

 

【回 答】  

 アリーナの方では現在、財団法人文化スポーツ公社の方に指定管理者として

業務委託をしておりますので、そのようなことのないように指導してまいりた

いと思っておりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。 
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・木戸川の早期完成について 

 

【質 問】  

木戸川の整備事業についてお伺いをしたいと思います。平成１５年、木戸川

流域の、松が丘・大穴・豊富地区の小学校、中学校それから住民を対象として

アンケート調査が行われました。その中で最初に「木戸川を知っていますか」

という質問がございました。その時に住民の人が、約８０％の人が知っていま

すと、小学生が約２０％、中学生は約３０％で数字が低いのには驚きと悲しみ

を覚えました。ふるさとづくりを作らなくてはいけない。学校の自然教育、そ

ういう中で小学生、私の孫くらいにあたる子供たちが、傍の木戸川を知らない

人が大勢いたことは、本当に残念で悲しく思いました。どちらにしても、小学

生も中学生も住民の方もきれいな川が欲しいです。人が集える場所が欲しいで

すよ、というのが結論でした。木戸川の整備計画というのは、当初私が聞いた

のが１０年計画と聞きました。今年はそれから３年近く経ったわけですが、現

在までの進捗状況と完成の時期がいつ頃になるのか教えて欲しいと思います。 

 

【回 答】  

 木戸川という名前は、お子様は分からないでしょうか。やはり川周辺で遊ん

でいないからそういうことに繋がってくるのかとは思いますが、私ども、河川

は木戸川を直立てでやっておりましたが、そのような改修方法でなく、多自然

型といいまして、二重川の方で、白井との行政境ですが、大部分が出来上がっ

てきていますが、そうしますと、水に触れ合えるということもございますから、

そのような工法でもちましてやっていきたいと思いまして、実は木戸川と坪井

川が合流して桑納川になります。桑納川の方はもう多自然型の川幅の広い工法

になっていまして、坪井川は県事業ですが、木戸川は市事業でございますので、

確かに河川をきれいにするということは、大事なことでありますし、実はこの

間、北部公民館でこの流域の最終的に流れ着くところといいますか、印旛沼で

ございますから「印旛沼わいわい会議」というのがございました。その席では、

型どおりの挨拶ではなく、昔からこの地に住んで、この地の水は本当にきれい

だったと、ですから、高根公団ができて造成されることによりまして、流水が

まったくなくなってしまったと、そういったことを踏まえまして、昔は川で魚

が獲れたんだという話をいたしました。そうしましたら「なるほどそういう川

だったんだ」と、ですから昔に戻すのは難しいことかもしれませんが、私ども

としますと、この木戸川を多自然型の川にして、３ｍの管理用地ももってござ
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いますから、延長2,700ｍで、現在、用地買収が４２％ということで工事は、

１９年度から一部は行っているということでございます。下流の方からやって

くることになるかと思いますが、恒久下水道の普及が私どもに課せられた使命

だと思っておりますので、それにより汚れもなくなっていくことでありましょ

うと思うわけであります。皆様方もせっかくアンケート調査におきましても、

ご協力していただいておるわけでありますから、潤いの与えられるそういった

河川にしていきたいと思います。 

事業日程は、平成１９年度に一部着手することになりますので、ご承知おき

ください。 

 

 

・古和釜運動広場に水洗便所の設置について 

 

【質 問】  

古和釜運動広場の付帯設備についてご説明願いたいのですが、その前に御礼

と現状報告をしたいと思います。御礼はやっとレフト側のネットのかさ上げを

新設していただきありがとうございます。現状については、利用団体が１９団

体で４月から９月までの利用者数が４，４３０名の方が利用していますので、

松が丘地区としては是非この広場は欲しいものですから、以下の質問を是非叶

えていただきたいと思います。 

一つは、簡易トイレについてですが、衛生上、出来たら、下水道の件もある

かと思いますが、水洗のトイレにならないかという質問と、もう一つは、広場

内にベンチが４つありますが、１塁側と３塁側に、これは当初から設置のベン

チで、木のベンチであり釘が出ている状態です。子供が座っても怪我をする状

態なので、この辺も新設なり、メンテナンスなり、できるだけ早くやっていた

だきたいと思います。 

 

【回 答】  

古和釜運動広場に水洗便所設置についてでございますが、当該地は、市が地

主より借用して、整備した運動広場であることから、下水道の問題もございま

して水洗便所の設置については難しいと考えます。現在、ペダル式軽水洗和式

トイレが設置してあり、市で委託しております業者が週１回、清掃及びトイレ

ットペーパーの補充、水洗用の水はり、汲み取り等を行っております。他の運

動広場にも、同様に設置しております。 

また、ベンチの件につきましては、改めて現状を確認しまして至急安全対策
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をとりたいと思います。 

 

 

・松が丘バス通り商店街東側５丁目旭ヶ丘町会に向かう道路の一部の拡幅と古

和釜高校生徒の通学している狭い十字路の拡幅について 

 

【質 問】  

エンジョイ松が丘そよ風グループホームから古和釜高校に向かう道でござい

ますが、そのそよ風グループホームが出来まして道幅が大変広くなったことは

感謝いたしますが、この先に６件建ち、古和釜高校の通学路にもなりまして、

丁度そこが交差点になっているところが、ひょうたんの形になっていると思う

のです。高校生の集団や雨の日は非常に危険ではないかと、何とかならないの

かと思うのです。 

もう一つは、道路幅に沿って雨水の入るようなグレーチングですが、１０年

位前に水捌けを良くしていただいたのですが、グレーチングのところが枯葉で

いっぱいになってしまっています。そのような場所の掃除というのは、これか

らどのようにしていくのか、市の方なのか、住民がやるのか、教えていただき

たいと思います。 

また、個人的な意見で申し訳ないのですが、シグナルのパチンコ屋の前から

道路を入り５０数件の家が建ちましたが、道幅等が狭いので、市の窓口でどう

したらいいのかということで、相談の窓口を開いていただけたらと思うのです

がいかがなものでしょうか。 

 

【回 答】  

そよ風グループホームから古和釜高校に入って行く道路ですが、これについ

て交差点部分の幅が狭いということで幅員３．６ｍだと思いますけど、道路と

民地の境界が決まっていないという状況がございます。そういう状況の中で一

応、拡幅するのは難しいだろうと考えています。その奥に宅地開発で広がった

ところもございますので、その間まで広げるのが一番良いのだろうと思います

が、用地境界が決まっていないということがございますので、それが決まるの

が先ではないかと考えています。 

また、グレーチングの話しでありますが、グレーチングが設置されている場

所、それが私道か公道かによって変わってくるのが一つございます。市が管理

している道路にグレーチングがあるのならば、市の方で撤去清掃をしていきま

す。しかし、私道の中について市は出せないということですので、今の場所を
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教えていただければ現地を見て対応していきたいと考えています。 

 公道であれば市の方で撤去、清掃してまいりますし、また、道路の相談につ

いては、うちの道路部にて、道路の関係、管理などでしたら道路管理課、グレ

ーチングの設置などでしたら道路安全推進室、拡幅となれば街路課、道路建設

課などございますので、どちらにしましても、道路部にお越しいただければ、

内容によってそれぞれ対応していきたいと思います。 

 

 

・松が丘１丁目１２番９号空地（所有者不明）クランク道路の見透ける改善に

ついて 

 

【質 問】  

松が丘地区の問題でありますが、光南（ﾋｶﾘﾐﾅﾐ）町会、松が丘１丁目１２番

９号、松が丘の市の児童ホームの通りでございます。バス通りから入りますと、

曲がり曲がって児童ホームに至るのですけど、その間に２つの町会がございま

して、そこのところが道路の直線距離がずれていましてクランク型になるので

す。そこにあった角の２階建てのお宅が撤去されまして、更地になっているの

ですが、タイトルには地主が不明と書いてありますが、行政当局で登記簿など

をご覧頂ければ持ち主がお分かりになるのではないかと思いますが、非常に危

険な場所でありまして、双方から車が進入してまいりますと接触事故などが起

こります。市の方で買収していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

同じ道路幅でずれておりますため、非常に危険であります。バイクが何度か接

触しております。ここはひとつ市のお力で、用地の一部買収をされまして見通

しのよい走行の出来やすい道路に改善していただけたらと思います。 

 

【回 答】  

この場所については、クランクがあり非常に危なく、それは重々我々も分か

っております。今まで、ご質問をいただく前もそういうご指摘をいただきまし

たので、我々としては確かに隅切りをすることで非常に車が走行しやすく、見

通しがよくなることによって歩行者にも安全性が出るということで、地権者を

調べまして、相手方にお話しをしてまいってきているところでございます。た

だ、２階建てが壊されて更地になっているということで、現在所有者の方は、

日本ではなくて違うところに住んでいるので、火事などがあっては困るという

ことで壊した、というお話を伺いました。今現在、交渉しておりますが、了解

が得られていないということでありますが、今後とも引き続き、なんとか協力
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していただけないかということで交渉を続けてまいりたいと思います。 

 

 

・松が丘清水山町会内３丁目６番１９号付近一帯の冠水対策について 

 

【質 問】  

松が丘地区はバス通りを中心としまして両サイドとも坂道が非常に多く、ア

ップダウンの多いところで、集中豪雨の時には水かさが増えて、地盤の低いと

ころでは液状現象が起きている状況でございます。排水溝に流れていれば問題

はありませんが、逆に水が出てきて手の付けようもありません。大型台風の時

には地域のお役に立てればと思い、消防機庫で待機しています。しかし、地域

の災害を未然に防ぐことはできませんが、昔は道路が砂利道で雨水を吸収して

いましたが、最近は道路もアスファルトに変わり、良くはなりましたけれど、

また住宅にしても屋根の水を雨水溝へ直接流すようになり、住む人にとっては

快適に暮らせるようになりましたが、水が低いところに早く流れてきまして排

水処理能力不足と思われます。バス通りの水が光南町会（３丁目１０番）の方

へ鉄砲水が流れてきて冠水しておりますが、道路に砂利が流れ込んで、後が大

変になっております。地主さんも建物が建たないと言って帰っていった方もい

らっしゃいます。                

 松が丘３丁目付近には排水処理不足が３，４箇所ありますが、特に３丁目６

番１９号付近一帯については、写真のように約８０ｃｍ、特にこの周りは高齢

者が多く、そういう災害時に対して、その付近一帯がそうですから、周辺の住

民は恐怖におののいています。ここは古和釜小学校正門のごく近いところでも

ありますので、早い対策が必要と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

【回 答】  

ご指摘のこの箇所については、雨天時に市の配水管等も含めて調査させてい

ただいたのですが、やはり配水管の方にまだ余裕があるんですけれども、冠水

してしまうということで、道路が舗装されて浸透しなくなったとか、排水施設

としてＵ字溝とＬ型があるのですが、このＵ字溝の方には蓋かけがされている

ということと、Ｌ型ブロックの集水枡はコンクリートとの非常に排水すべき口

が、落とし口が小さいこと、坂道があるのに数が少ないこと、さらに数少ない

集水枡の一部に乗り上げブロックと言いますか、車庫に入るためのブロックが

置いてございまして、排水機能が十分に発揮されていないというような状況で

ございます。したがいまして、特徴的に雨水が集中しないように一部実施され
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ていますが、道路の横断側溝、グレーチング蓋を活用しました横断側溝や、集

水枡等の新増設、またはコンクリート蓋からグレーチング蓋への一部取替え等

の対策が考えられますが、この周辺のほとんどが私道ということで、権利関係

であるとかそういったこともございますので、事業市債につきましても、皆様

とご相談させていただきながら対策を考えてまいりたいと思います。また、今

後も引き続き、市管理の配水管の調査などを行っていくとともに定期的な点検、

清掃等、適切な維持管理に努めてまいりたいと思います。 

また、バス通りは当然公道でありますので、ここからの道路排水が流れ込ま

ないような対策については、講じてまいりたいと思います。 

 

 

・松が丘バス通りの横断歩道設置計画について 

 

【質 問】 

松が丘３丁目と５丁目の間に横断歩道の設置計画、これは１０月末出来ると

いう話は聞いていましたが、その後の経過をお尋ねします。この場所は、３月

１７日に小学校１年生の男子の児童が亡くなった場所でもあります。この道路

は左右にスーパーや商店街が並んでいて、私たち松が丘連合会では交通事故や

車両同士の事故も多いところでもあることから、今年の２月から３月にかけて

市、関係課に対して横断歩道の設置についてお願いしてまいりました。これも、

高齢者率も高い町会でもありますし、また二度とこういう事故がないような形

で早く横断歩道のライン引きをお願いします。 

また、もう一つは、刈米バス停付近に市が商店街の代替地として２００坪の

空き地があります。現在フェンスを張る工事がなされておりますが、どうなる

のか町内会でも区域でありますことから、住民たちも非常に関心を持っている

ところでございます。その点についてよろしくお願いします。 

 

【回 答】  

横断歩道の件でありますが、一応被害者でありますお子様のご両親、或は地

元の商店街の皆様、地域の皆様から多くの要望が出されております中で、今年

７月に県警本部規制課をはじめ所轄警察署や市の関係者・学校関係者が一同に

会しまして現地立会いを実施するとともに、市といたしましても横断歩道の設

置を強く要望してきたところでございます。その後、県警本部規制課において

横断歩道の設置に向け、問題整理（交通量調査等の分析など）をしていただき、

適宜、所轄警察署と設置場所等の調整や歩行者等の安全確保のため、歩道切り
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下げなどの道路改良を図っていきながら、１１月中旬までにはなんとか設置し

ていきたいということで現在取り組みを行っているところでございます。ただ、

信号と信号の間が１６０ｍ、その間に作らなくてはいけない、ということで非

常に交通管理者の方でも戸惑っていたのですが、地元の方の強い要望というこ

とで、今の状況になってきたということです。それから刈米バス停の所の今ま

で空き地になっていたところでございますが、今現在、反対の高根木戸側の一

部用地に家を建てようとしていた方がおりましたが、それについては、この道

路を拡幅していこうという考え方がございましたので、刈米バス停付近のとこ

ろの用地に転居していただいて、なんとか用地協力していただきたい、という

ことをお話しをしまして、今現在、そちらの方に建物を建てようと事業を進め

ているということでございます。 

 

 

・飯山満、古和釜線松が丘バス通り商店街、高根木戸方面への渋滞緩和策につ

いて 

 

【質 問】   

松が丘地区の車両による交通渋滞の現状と緩和策について申し上げて、早い

機会の渋滞減少の緩和にご協力をお願いしたいと思います。飯山満・古和釜線

の渋滞箇所は芝山十字路と高根木戸線付近と、高根公団の右折箇所と３箇所と

思われます。高根公団路線の右折箇所が松が丘地区の渋滞の原因と思われるの

で、内容を説明させていただいて、対策をお願いいたします。ご承知の通り、

松が丘はバス通りから高根木戸近隣公園とガソリンスタンドの前の信号機、次

に高根木戸公園前の信号機と高根第２小学校前の短い区間の３箇所に信号機が

設置されて車両の整理を行っております。高根木戸近隣公園の入り口から高根

公団方面の入り口までの中間から高根木戸方面、高根公団方面に分かれており

ますが、習志野方面から来た車を含めて、右折ラインに入る車が多く、バスや

トラック等が数台このラインに入ると、高根木戸方面の道路を塞ぎまして直線

車が通れず渋滞となります。 

次に、渋滞の現状ですが、朝・昼交通量の多い時間帯には、古和釜郵便局付

近まで続いているのが現状でございます。渋滞の減少対策としましては、一案

として高根木戸近隣公園の用地か高根台中学校の用地を利用して、道路を拡幅

して右折車のラインを高根木戸近隣公園の入り口まで、延長することを考えて

おりますが、どうでしょうか。いろいろ問題点が多いと思いますが、よろしく

お願いいたします。 
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【回 答】  

近隣公園の場所については信号機がたくさん近場にあり、交差点の間隔が非

常に短い。その中で、右左折があるということで、どうしても交通量が激しい

と、我々も承知しているところです。そういう関係から我々が一番に考えてい

る交差点改良は、交通渋滞の緩和になるのだろうと思っております。この近く

では、古和釜十字路、或はガスタンク前、その先の芝山団地・ラドンなどの入

り口を改良してきたのですが、この場所については、非常に交差点の間隔が短

い中を右折レーンの設置など、両方とらなくてはならないという中で非常に難

しさがあると考えています。ただ、近隣公園側、学校側を削ることによってな

んとかなるのかなというのも一つございます。ただ学校側についてはどうして

もガソリンスタンド前まで反対側のところまで学校の建物がきているというの

で、非常に難しさがある。ガソリンスタンドの反対側にあるということは、公

園側を拡幅したとしてもガソリンスタンド側との本線古和釜からきた線形が一

致しないと、非常に危険性が出るといった中で、今のところ難しさはあるのだ

ろうと、考えています。ただ、我々とすれば確かに交差点の間隔が短い中で、

なんとか交差点処理ができないかということで近隣公園側でなくて、反対の学

校用地側を削るとうまくいくのかなという考えもひとつありますので、その辺

の検討は、進めてまいりたいと思っております。 

 

 

・住民不在のゴミ屋敷について 

 

【質 問】  

 当町会、西割町会内の松が丘３丁目３９番２にゴミ屋敷があります。これは、

テレビ等でいろいろ問題となっていますが、我々近隣の者にとりましては非常

に大きな問題となっています。申し上げますと、一応ゴミを拾ってきまして自

宅の周りに放置されています。家の中もゴミで一杯で玄関まで辿り着けないと

いう状況です。これは、２年位前に私どもの町会長が、ご本人に申し上げて道

路の一部、外側の分は、多少なおしていただきました。しかし、全部はなおし

ていただけませんでした。現在は、そこには住んではおりません。植木も２階

以上の樹木が出ています。道路にも草や木がはみ出して塞いでおります。この

ような現況からみまして、これから乾燥する冬に向けまして火事が非常に心配

になります。このような観点から市で指導していただけるかどうか若しくは消

防局或は警察署になるかもしれませんが、指導等の形でやっていただけるかど
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うかをご検討いただきたい。 

 

【回 答】  

 早速現地をみさせていただきまして、何課がいったらよいか。本人はいない

わけですね。いなかったらどうしたらいいかな。 

 

【回 答】  

 所有者等は市の方で調べればわかりますので、市内には今まで何箇所かござ

いました。本人に会って長い期間を掛けて、説得してやっとどかしてもらった

という経緯がございました。本人にとっては、私たち他の人がゴミと思っても

本人は財産というように話しの食い違いもございまして、また行政側も個人の

家に入っていくということにはいろいろ問題があります。このような問題も含

めまして、環境部の中でもいろいろと検討して、本人に会えるものであれば会

って、説得するなりいろいろな方法で考えてみたいと思います。 

 

 

・粗大ゴミの不法投棄の撤去について 

・放置自転車の処理について 

・古和釜運動広場の駐車場対策について 

 

【質 問】  

 古和釜町と松が丘２・３丁目の方が集まった古和名町会と申し上げますが２

つの点についてお答えいただきたいと思います。 

まず、先ほどの５番目の質問の森林等の不法投棄の件ですが、クリーン推進

課の方及び皆様がパトロールされて防止及び放置された物の撤去等をやってお

られますがどの位の範囲といいますか、実は私共の方もその森を抱えておりま

すので、年中町会の環境部等が整理しております。ところが整理しますとまた

捨てていく。簡単な物は町会で始末できますが大きなもの、例えば布団や衣料

を包んだ物とか大きなものに対しては、その都度、申し込みしておりますが、

どの位の間隔で撤去とかの実際に行動を起こされているのか、教えていただき

たいと思います。 

２番目は不法投棄と申しますか放置というか自転車の問題があります。この

自転車の問題に関しましては、あちこちで現在も投棄されたままになっていま

すが、一応私共の町会の公園に全部集めまして、そこで３から５台ということ

で、伺ったことですが船橋東警察署に３から５台放置されていますと、自転車
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は移動しロケット公園の中で管理しておりますから盗難か盗難でないかの調査

をした上で、盗難車については、警察で処理すると、それ以外はクリーン推進

課だということで、我々は解らないわけでありますが、２・３度同じことを各

方面に届け出なくてはならないのでその点について簡単なよい方法がありまし

たらお願いしたいと思います。 

もう１つは、７番目の質問で古和釜運動広場の水洗便所の件ですが、運動広

場ということですので、大勢の人が利用されるのは結構なことだと思います。

ところがこの運動広場の駐車場に関しましては、駐車場が現在、７・８台位の

駐車スペースしかありません。いろいろなスポーツのリーグ戦や公式戦等にな

りますと私共の町会の道路に一斉に車が並ぶ訳でありまして、対策としまして

は、いろいろとお考えのことと思いますが、実は市の方で駐車場をお借りする

とか、どこかで賃借りするとか等の処理でうまくできないかということであり

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

【回 答】  

 布団などの大きなものの撤去期間というお話しがありましたが、私共も現地

を見てまいりましたが確かに森林の中に大分大きなものが捨てられてございま

す。そうゆう関係もございまして本来、個人の所有地にあって放置・投棄され

た物につきしては、本来個人が処分するということが大原則となっています。

その点につきましても市の方と協議して依頼がきて道路まで出していただけれ

ば市の方で何とかするとか、いろいろな方法がございます。また、これを撤去

したとしても後々の問題もございますので、ネットを張るなり、何かをするな

り方法をとって森林の中に捨てられないような対策をとっていかないと、いた

ちごっこで一度やったところへまた来るという経過もございますので、市の方

と協議してもらいたいと思います。また、放置自転車の問題、確かに今言われ

ますように盗難という問題もございますので、その関係で必ず警察の方へ盗難

届けが出ているのかどうかについては、伺って下さいというお話しはしてござ

います。盗難については警察のほうで扱い、それ以外は市の方で、単なる不法

投棄であればクリーン推進課の方で撤去するという方法がございます。その連

絡方については、所管がどうしても人の財産ということでございますので、勝

手に市の方で処分することはできませんので、警察と市の方で区分けをしなが

ら、事務処理しておりますのでその点につきましては、ご理解いただきたいと

思います。 
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【回 答】  

 古和釜運動広場の駐車場の関係でございますけれども、私も現地に行ってま

いりまして確認させていただきましたが、日常的な活動については、ご近所で

お使いになる場合には台数的にはどうなのかなと思っております。ご指摘いた

だきましたようにリーグ戦とか大会の場合については、確かにそういうことは

現状としてあると思っておりますので、これについては私どもの方でもう一度、

調べさせていただきどういう形で大会とかになった時には、どのように駐車場

対策をしたらいいのかを含めまして検討させていただきたいと思います。 

 

 

・市道路へ越境している樹木の剪定について 

 

【質 問】  

 散歩などしている時に思うことはその高いブロック塀が古くなってひびが入

っていて倒れかかっているものがあるということと、一番多いのは樹木が通り

に越境していて、それを避ける時に後ろからまた車にぶつけられるとか、そう

いうことが起こりうることが、非常に多いと思っておる昨今、ブロック塀につ

きましては、市の方で危険な箇所は把握されていると思いますので、よろしい

のですが、樹木の越境につきましては、道路管理者としてどのように考えて管

理されているのか、道路側の樹木が民地側へ越境している部分と民地側から道

路へ越境している部分と両方あると思いますが、よろしく対応をお願いいたし

ます。 

 

【回 答】  

 道路に樹木がはみ出しているその様な場合には、市の方で道路パトロール或

は道路安全推進モニターという形の中で通報或は現地を見た中で、それに対応

しているところであります。樹木が出ている場合には、その地権者、その方に

まずは切っていただく、切って下さいとお願いをしてまいります。それで、も

し切っていただけない場合やお年寄りで切れないという場合には我々のほうで

切る場合もございます。ただ我々は、道路の延長でいいますと東京から北海道

の先までの距離がございます。船橋の市道ということでやっておりますので、

多くて目の行き届かない点が多々あると思います。このようなお話しがあれば

我々はすぐ現地を見てその状況を見た中で、判断して適宜対応しておりますの

で、もし何かありましたら申し訳ありませんがご連絡をいただければありがた

いと思います。ただ我々も通常パトロールを１週間、３班体制で市内全域を一
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応歩いたり、走ったりしていますが、なかなかそこまでには、いかないという

ところがございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

 


