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平成２５年度 第１回 四街道駅北口広場管理運営協議会 会議録 

 

日 時    平成２５年１１月６日（水） １４時００分～１６時００分 

 

場 所    四街道市役所 保健センター３階 第２会議室 

 

出席者 委員 阿部委員 櫻井委員  三角氏） 林委員 

川野委員（代理 池上氏） 吉川委員 清宮委員 須藤委員 戸田委員 

村上委員 森委員 平木委員 

 

欠席者 委員 伊藤委員 森委員 武蔵野委員 

 

事務局出席者 武富副市長 地引都市部長 勝山都市部次長 大竹道路管理課長 林田主幹 

       吉橋主査 伊東主査 榎本主査補 加藤主事 コンサルタント 

 

傍聴人 １人 

 

――会議次第―― 

 

１．開会 

 

２．議事 

 

（１） 経過報告（協議会及び関係機関） 

（２） 今後のスケジュール 

（３） その他 

 

３．閉会 
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１．開会 

 

――道路管理課長挨拶―― 

 

――副市長より委嘱状交付（再委嘱）―― 

 

――副市長挨拶―― 

 

――委員紹介―― 

 

事務局 なお本日、ＪＲ四街道駅駅長伊藤様、千葉グリーンバス株式会社代表取締役社長の森様、

四街道駅前商店会会長の武蔵野様の３名の方々については欠席の報告を受けていますのでご報告

致します。 

 

――事務局職員紹介―― 

 

――資料確認―― 

 

事務局 それでは平成２５年度第１回四街道駅北口広場管理運営協議会を開会致します。本日は

１２名のご出席を頂き、四街道駅北口広場管理運営協議会設置要綱第６条第２頄に規定する過半

数に達しておりますので、本日の会議は成立しておりますことをご報告致します。 

なお冒頭、会長並びに副会長の選任がございますので、暫時議長職を副市長の武富が務めます。

よろしくお願い致します。 

 

武富副市長 前会長の阿部委員、前副会長の戸田委員に引き続き会長、副会長をお願いしたいと

考えておりますが、皆様ご承認頂けますでしょうか。 

 

――異議なし―― 

 

武富副市長 ありがとうございます。ご承認を頂きましたので引き続き会長職に阿部委員、副会

長職に戸田委員をお願い致します。よろしくお願い致します。 

以上で私の議長職は終了となりますので、よろしくお願い致します。 

 

事務局 これより議事進行につきましては四街道駅北口広場管理運営協議会設置要綱第５条第３

頄の規定により、会長が議長を務めることとなっておりますので、暫時議長職を交代し、阿部会

長にお願いをしたいと思います。なお、武富副市長におかれましては誠に恐縮でございますが、
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これにて退席とさせて頂きます。 

 

――阿部会長挨拶―― 

 

阿部会長 本協議会も通算５度目の開催となり、今年度第１回ということで経過やスケジュール

等、協議を進めるようでございますので、引き続きご意見を伺いたいと思います。 

議事に入ります前に会議録の作成について伺います。会議録における発言者名については審議

会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準の規定により、原則明記することになっておりま

す。従前行われました４回の会議におきましても、明記しており、明記する取扱いとしますがよ

ろしいでしょうか。 

 

――異議なし―― 

 

阿部会長 それでは明記することに致します。次に傍聴及び傍聴人への入室許可及び資料の配付

につきまして、本日の会議は四街道市審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、会議を公開

することについて、特に非公開とする事案はないと思われますので、公開することでよろしいで

しょうか。 

 

――異議なし―― 

 

阿部会長 それでは本日の議事内容において議事運営に支障はないと考えられますので、四街道

市審議会等の会議の公開に関する指針の３ 会議の原則公開の規定により公開として入室を認め

ます。また会議の資料につきましては、同解釈運用基準により閲覧に供することと致しますが、

会議終了後に回収させて頂くことと致します。 

事務局、傍聴人はいらっしゃいますか。 

 

事務局 はい、１名いらっしゃいます。 

 

阿部会長 それでは入室を許可します。 

 

――傍聴人１名入室―― 

 

２．議事 

 

（１） 経過報告（協議会及び関係機関） 
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事務局 それでは私の方から今までの経過報告をさせて頂き、その後、前回の協議会以降、関係

機関との協議等が進みましたので、経過を報告させて頂きたいと思います。 

まず資料№２の２ページの現況図面をご覧ください。現行の四街道駅北口広場につきましては、

都市計画決定面積約４９００平方メートルございます。現況の位置について、簡単にご説明致し

ます。図面の上が北側となり、広場面積４９００平方メートルの北西側一辺を主要地方道浜野四

街道長沼線が走っております。現況のロータリーでございますが、駅を背に右側に細い区画

道路が一本走っております。左側にも同じようにＪＲの軌道沿いに一方通行の道路が一本走

っており、三井住友銀行を挟んでその北側に６メートルの区画道路が一本走っています。 

それから北側ですが、フェイスビルと携帯ショップの間に、仲銀座の方に向かう区画道路

が一本走っている形態でございます。この駅前広場につきましては、市施工によります区画

整理事業により用地を確保し、現在の形態となっております。 

施設の配置と致しましては、北側から進入する一方通行のロータリーになっております。 

中央に交通広場という形でモニュメント、噴水等を配置し、当時としては憩いの場というこ

とでオープンなスペースを設けており、その道路と広場の間には植栽帯を設けております。 

交通スペースでございますが、バスの乗降場を三井住友銀行側、駅を背にした背側、チェ

リープラザ側と現況で４バース設けており、その他に市内循環バスのヨッピーも昨年からこ

の中に乗り入れている状況でございます。 

タクシーにつきましては、交通広場の一角に現況では概ね１７台分のタクシープールと駅

の左側にタクシーの乗降場を２台分設けており、その西側に身障者乗降用のバースを１バー

ス設けている状況でございます。それから三井住友銀行側にタクシー降車場と一般車の乗降

場を兼ねたバースが１バース配置されており、これについてはこの協議会の中で皆さんに意

見を頂きながら、それまであった暫定の一時乗降場が非常に使われにくく、違法駐車の温床

になっているということで廃止し、今の位置に暫定的に１バース確保している状況でござい

ます。 

現況の施設としては今申し上げた配置でございますが、既に土地区画整理事業で整備して

から四半世紀、２５年以上が経過しており、当時と市民ニーズや各法律も変わっております。

また、様々な施設が老朽化をしてきており、市としては南口の駅前広場がオープンし、これ

に伴い北口についても再整備を行い、南北一体的な市の顔にしていくというのが今回の計画

のスタートでございます。 

過去の協議会の中では、市内３０００世帯を対象としたアンケート調査、人、二輪車、車

等を対象にした交通量調査、路線バスの方向調査、タクシーの利用率等、様々な検証をして

きたところでございます。 

ちなみにこの市民アンケート３０００世帯の中で、歩道が狭くて非常に歩きにくく、外周

の歩道が３．５メートルから４メートルしかないのにベンチやシェルター等、様々な施設が

あり、非常に歩きにくいという意見や、中央の広場の使われ方が非常にもったいなく、区画

整理当時は公園的な意味合いもあったと伺っているが、昨今の交通事情等を鑑みて、非常に
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危険な位置にある広場になっているので広場をうまく活用した方がいいという意見、歩車道

の段差、バスの方向であるとか、タクシーの乗降等、様々な意見を頂き、全てを網羅する訳

にはいきませんが、この中で可能な限り、今後の再整備に向けた計画に取り入れていくとい

うところでございます。 

次に交通量の調査ですが、現状で一番歩行者が多いのは三井住友銀行前の歩道、次に多い

のがチェリープラザ前の歩道ということで、計画にあたりましては皆様の意見を聞きながら

できるだけ歩行者の分散や歩きやすい歩道を心掛けていこうと計画をスタートしたところで

ございます。 

その後、素案の作成を行う前に、まず各交通機関の必要なバースがどれほどあるのかとい

う調査結果を踏まえまして、協議を重ねてきたところでございます。バスについては現況の

乗り入れ４バースを最低限維持していく方針です。それからタクシープールにつきましては、

需要の範囲内の最尐限度にとどめて頂きたいとタクシー運営協議会にもご協力頂きまして、

現在の１７バースのタクシープールを半分くらいに減らした形で、タクシープールの容量を

決めてきた形です。それから歩行者に対してですが、歩行者につきましては分散を目的とし

ている関係で、また交通広場である中央のスペースを有効に活用するということもあり、ぺ

デストリアンデッキ、いわゆる歩行者デッキをここに掛けていく計画になります。そうする

ことにより、四街道駅の改札口からフラットな高さで、各交通機関、あるいは反対側まで導

いていくことになります。真ん中にただ降ろしてしまうのであれば、単なるバスの乗降ある

いは一般車の乗降に過ぎないのですが、これを北側の一辺であるフェイスビル側の歩道まで

伸ばし、直接交通機関を利用しない、タクシー、バス等を利用しない方々にも歩行者の空間

として提供できるのではということで、北側のフェイスビルまで到達するペデストリアンデ

ッキを掛ける計画になっております。 

それから、その後に必要なゾーンの配置をどうするのかということで、４ページに前回ま

での整備案４案を記載しており、Ａ案からＤ案までの基本的なゾーニングについて議論を重

ねて頂いたところでございます。簡単に説明するとＡ案については現在の入り方、現在の出

方と同じです。中央にタクシープール、一般車乗降場を設けることにより、交通需要の分散

を図るものでございます。デッキについては４案とも同じで、フェイスビルまで歩道部分を

延長することとなります。 

Ｂ案につきましては、チェリープラザ側の現在出口となっているところを入口も併せて入

れるという案で、今の入口部分を閉鎖してしまうという大胆な案でございます。駅前を一周

して同じところから出ていくということで、今でも信号処理しているのですが、この信号を

使って処理を行ない、これに見合った施設の配置を行なったのが、このＢ案でございます。 

それからＣ案につきましては、今度は今の入口を変えず、出口も併せる案でございまして、

配置的には、この出入口に合ったバースの配置等を行った案でございます。 

最後にＤ案というのは、これはＡ案に近い案で、出入口については現在の方法をそのまま

使用し、交通広場の中にバスバースと一般車乗降場、それとタクシープールを入れる案でご
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ざいます。 

３ページに４案の比較一覧表を掲載しております。青文字がメリット、赤文字がデメリッ

トで、４案ともメリット、デメリットがある訳でございます。 

しかし、様々な検証の中で一番問題が大きかったのが外周道路にかかる負荷についてとい

うことで、比較一覧表の一番下に、その周辺の最大滞留長を表記しています。これは委員の

皆様から広場以外でその他に影響するものはないのかという意見があり、今でも渋滞してい

るのに大胆なゾーニングをとった中でそれが解消するのか、あるいは悪化してしまうのかと

いう意見がありましたので、その辺をシミュレーション検証した結果がこの滞留長という数

値で表したものでございます。 

そういった中でＡ、Ｄ案については変わらないのですが、Ｂ、Ｃ案については外周道路に

負荷を掛けるという結果が出て、その他にも理由はあるのですが、基本的にこの協議会の中

ではＡ案またはＤ案を採用する形で今後の協議に進むということが現在までの経過になって

おります。 

５ページにＡ、Ｄ案だけをピックアップしたメリット、デメリットを記載しており、Ａ案

については図面のとおり、中に一般車、タクシープールを配置し、周りにバスバースを４バ

ース配置しました。Ｄ案については中央にバスバースを２バース、一般車、そしてタクシー

プール、外周側にバスバースを３バース配置し、バスバースの数がＤ案の方が１バース多く

なっていることが一番大きな違いです。 

１ページに戻って頂き、これらを踏まえた今までの検証結果Ａ、Ｄ案を数値的にまとめた

一覧表でございます。 

広場面積については外に広げることは不可能ですので、４９００平方メートルを有効に利

用していく形の中で各々の交通空間、環境空間は駅前広場の設計をしていく上で指針となっ

ている駅前広場計画指針という書籍を基にして算定した各々の面積でして、これについても

皆様の意見を聞いて調整してきたところですが、最終的な環境空間比が０．５が望ましいと

いう形の中で、Ａ案については０．４５、Ｄ案については０．３７という数値になっており

ます。中心の修景の部分が尐なくなるのでＤ案の方が環境に関しては数値が低くなっている

という状況でございます。 

次の交通機関に対する数値については基本的にはバスバース数以外は変わりません。バス

バースがＡ案が４バース、Ｄ案が５バースということでございます。これについては、アン

ケート調査等にもあるのですが、広場に乗り入れるバスが路線バスだけではなく、市内循環

バスであるヨッピー、千葉県立盲学校の送迎バス、各高校等のスクールバス、そして近隣の

病院関係の送迎バスも乗り入れている状況です。 

このような状況から共有できるバースが必要なのではないかという意見もあり、１バース

を共有バースにしたらどうかということで、Ｄ案については１バース多くとれる配置になっ

ています。 

中心から下に記載されている部分については、付属物として、ベンチ、シェルター、サイ
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ン、案内板、照明、電話ボックス等、今後の配置の中で適宜決めていける部分ではないかと

考えております。 

それから再整備計画にあたり、既存の施設として残さなければならない施設について検討

した結果が御神木といわれている正面のイチョウの木です。ムクドリの問題はございますが、

これについては基本的には残していく方針です。 

詩碑あるいはモニュメントについては、当時多額の工事費用で制作し、再整備にあたり、

さほどスペースを必要としない施設ということで、適宜移設を検討しています。 

噴水、水飲み場については、現在は震災以降、噴水は水を止めているのですが、これから

の時代、現在の広場の使われ方の中で噴水はどうなのかという話の中で事務局案としては、

基本的には撤去して問題ない施設ではないかと考えているところです。 

時計塔については、既存の物をそのまま使用するのか、あるいは新規で設けるのかまだ議

論の余地があると思いますが、基本的にはあまりスペースをとらず、市の顔となる部分でござい

ますので、時計は必要になってくるのではと考えております。 

非常用飲料水施設ですが、これは地下貯留になっており、非常時に飲料水として使用すること

が可能ですので、そのままの位置で存置する計画で進めたいと考えております。 

以上が今までの大まかな経過となり、最終的にはＡ、Ｄ案に絞られたゾーニングで進んでいる

のですが、この二つももう尐し変えようと思えば施設の配置も修正等できると思います。ただ大

きくはこの二つのゾーニングで分かれていくのではと考えています。 

以上をベースに本日も議論して頂きたいと考えています。前回の協議の中でもこのＡ、Ｄ案に

対して関係機関の協議をした方が良いという意見がありましたので、２月の協議会以降、今日ま

で関係機関と協議した内容について説明致します。 

交通管理者と協議した結果を詳しく説明させて頂きます。６ページをご覧ください。 

Ａ案から説明させて頂きます。前回までの協議会での案と若干修正事頄があり、その点を反映

した図面となっています。北側に伸びる歩行者デッキの終点部ですが、両側に階段を設け、エレ

ベーターを中央に設ける形の案が良いのではということで修正しております。交通管理者との協

議事頄ではないのですが、今までの案と若干異なっておりますので、ご注意頂きたいと思います。 

それではこの計画において、交通管理者に頂いた注意事頄を説明させて頂きます。 

駅前広場に関しては、原則的には道路ではないので、広場の整備作成指針に基づいて計画され

ることが望ましいという意見を頂いております。その中で広場の中には自転車等が通行すること

を前提とした歩道幅員を検討するのではなく、広場の中は自転車の通行を排除する方策を検討す

るべきという意見を頂いております。 

一般車乗降場について、前回までの一般車乗降場の案は一般車バースを明確にし、一般車が停

めやすい計画となっております。それに関しては、長時間駐車等の弊害をもたらす可能性があり、

道路の施設と位置づけるならば、道路の側方にある停車エリアと位置付け、幅員的には停車帯幅

員と同等とみなす整備が望ましいということで、今回の計画修正案では一般車が停められるバー

スを区画する予定はございません。幅員についても以前までは一般車が停めやすい幅員を設けて
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いましたが、通常の道路の側方にある幅員とする案を提示させて頂いております。 

バスバース、タクシーバースの前方の交差部分となる箇所ですが、区画線等が引かれていない

広いエリアがございます。このような箇所に一般車等が停車してバス等の通行に支障をきたすお

それがあるので、このようなエリアに関しては一般車の通行がわかりやすいような明示がされる

ことが望ましいという意見を頂いております。現在は区画線等の表示は設けていないのですが、

将来的に詳細設計をしていく段階では通常このようなところにあるゼブラといわれる区画線を表

示をしたり、堅固な施設を設けるかは今後の状況にもよるのですが、車止めもしくは最近多い車

が当たっても破損しないポストコーンいう柔軟な施設を設けていくことが一例かと思われます。 

自転車の広場への排除方針について、この広場について自転車が入ることを規制をするのは難

しいので、例えば駅前広場については、自転車は降りて通行してください等のお願い看板等を設

置するのが一般的な他市、他の駅での例になります。 

一般車の乗降場の運用ですが、整備後の運用に関しては、ある駅の中では交通整理員等を配置

して長時間停車、駐車等をしないような整理員を独自に設けている例があるので、後程写真を提

示しながら説明させて頂きます。 

７ページをご覧ください。Ｄ案ですが、原則的にはＡ案と同じ意見を頂きまして、一般車、自

転車等の広場への乗り入れの規制の注意を頂きました。 

原則的にはこのような案に関して、交通管理者の大きな注文はないのですが、やはり安全な通

行に配慮した整備をお願いされています。 

５ページにお戻りください。Ａ、Ｄ案の交通管理者からの意見を比較表とさせて頂きました。

先程の注意点を踏まえ、下側にＡ、Ｄ案の比較を並べております。Ａ、Ｄ案の直接の比較となり

ますので、下の頄目を項を追って説明させて頂きます。 

バスバースについては、Ａ案は現況のバスバース数が確保されます。Ｄ案については、現況の

４バースよりも１バース多く確保できる案となっております。 

バスの走行性については、Ａ案は駅前広場内での現況の通行と変わりませんので、他の車両と

の交錯する部分がＤ案よりは尐ない案となっております。Ｄ案ですが、Ａ案と比べ、バスバース

を２バース北側に設けることにより、一般車やタクシー等と交錯する箇所がＡ案よりも増える案

となっております。 

タクシーバースについては、Ａ、Ｄ案とも基本的に変化はございません。 

身障者用バースについて、身障者用バースはＡ案については現況の位置となっております。Ｄ

案についてはバスバースの北側に１バース多く設ける形となり、Ａ案よりも駅舎寄りに設けるこ

とが可能です。 

一般車バースについては、Ａ、Ｄ案とも５台程度の停車スペースを確保することができ、基本

的に変化はございません。 

南東側からの流入部についてですが、Ａ案についてはバスバースが駅舎寄りに２バースあるこ

とから若干窮屈な計画となりますが、Ｄ案については北側にバスバースを一つ設け、スムーズに

入れる形となっております。 
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中央の広場へのアクセスについては、Ａ案はバスバース等を設けていないので、歩行者デッキ

から階段のみの案となっております。Ｄ案につきましてはバスバースを北側に設けており、こち

らへの乗降客への配慮からエレベータを１基設ける案となっております。 

中央の広場の利用については、広さの違いからＡ案の方がメリットがあるのではという表示を

させて頂いております。 

続いて先程の交通管理者から意見があった一般車乗降場の停車帯の幅員関係について、写真に

より説明させて頂きます。１０ページをお開きください。ＪＲ成田駅西口にございます一般車乗

降場の写真となっております。こちらの写真では軽自動車が１台停まるような幅員となっており、

１台ずつ停まるような路面標示はありません。この点が交通管理者との協議から、一般車が停め

やすくて長時間駐車することのないような配慮を道路管理者及び外郭機関との協議を入念に行な

った方がいいのではないかという意見でした。以上が交通管理者との協議の概要でございます。 

 

事務局 続きまして、交通弱者ということで千葉県立盲学校と障害者協会に協議に行いまして、

盲学校からの意見が、先程届いたものですから、そのまま報告をさせて頂きます。まとめる時間

が無く、申し訳ございません。 

障害者協会につきましては、基本的に配置については特に問題ないのですが、施設の細かい整

備にあたっては、例えば駅前広場の点字ブロックを見て頂くと、通常のタイルと点字ブロックの

識別が困難な状況になっており、弱視の方が多い中で、非常に歩きにくく、はっきり区別をつけ

た形の点字を行って頂きたいという意見が一番強くありました。 

盲学校については、現在１０７名程の生徒がおり、この広場の計画状況についてご説明した中

で、取り入れて頂ければということで意見を頂きましたので、ご紹介したいと思います。 

まず、点字ブロックの設置ということで、視覚障害者に有効な点字ブロックの設置をこれまで

どおりに行なってほしいという意見がございました。歩きやすいように点字ブロックはできるだ

け直線となるように敷設して頂きたく、設置方法を計画段階から打ち合わせできればとのことで

す。 

また、点字ブロックは弱視者にとっても有効であるということです。点字ブロックと周囲のコ

ントラストがあるような配慮を望まれています。 

エスコートゾーンの設置について、近年都内を中心として横断歩道にエスコートゾーンが設置

されております。エスコートゾーンというのは千葉銀行の前の横断歩道にも設置されております

が、車道にも点字ブロックを貼り付けて誘導するシステムであり、特に距離が長い横断歩道への

設置は非常に有効で、是非とも設置をお願いしたいという意見を頂いております。 

クリアランスシートの設置ということで、例えば自転車を停めてはいけない場所、店舗の前等

で点字ブロックの上に、目の不自由な方のためのものなので物を置かないようにというシートを

貼り付けてあるのを見かけると思うのですが、これを設置して頂いて、できるだけこの上に違法

駐輪等をしない形にして頂きたいという意見でございます。 

それからこれは配置的な話なのですが、盲学校行きのバス停、大日中央、志津方面の乗降位置
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をできるだけ現状維持にして頂きたいという意見です。なぜならスクールバスを利用しない生徒

もおり、バス停の位置が大きく変わることによって戸惑うことになってしまうので、できるだけ

現状の位置に路線バスが発着して頂けるように配置をお願いしたいという意見でございます。 

案内表示についてですが、バス乗り場、タクシー乗り場等の案内表示をできるだけ目線の高さ

で文字を大きく表示してほしいという意見です。バス時刻表についても同様に表示してほしい、

書体もゴシック体を用いて視覚障害者だけでなく、高齢者に対しても見やすいものにしてほしい

という意見でございます。 

階段も設置されることになるのですが、階段の手摺りに行き先、バス停番号等を点字標示で示

して欲しいとの意見です。点字標示は視覚障害者が利用する階段の手摺りだけでなく、全ての階

段の手摺りにお願いしたいという意見です。 

次に段差の強調ということで、小さい段差よりも段差があるのであれば、あるという表示をし

た方が障害者にとっては良いということでございまして、そういった場合に色彩の違いがよくわ

かるようなものにしてほしいという意見です。 

次にエレベーターについてですが、各施設に行くには全部エレベーターを利用するのですが、

点字標示と同様に音声案内もお願いしたいということです。車椅子等の利用者も考慮して入口と

出口が別々になる、入って向きを変えて出るのではなく、入った向きのまま出ていける、あるい

は曲がるとしても右か左に曲がるという、そのようなエレベーターの方法をとって頂きたいとい

うことです。 

次にバス停について、盲学校については、朝１便、夕方３便程、北口に乗り入れており、どう

しても盲学校の生徒の乗降は一般の健常者さんよりも時間がかかるという中で、現在はバス事業

者等にご協力頂いて、併用して使っているような部分もあるのですが、専用のバスバースがあれ

ば、非常に安心して乗降ができるということで設置をお願いしたいということです。 

次にバス停の音声案内ということで、バスが目的のものなのか、違うものなのかがわからない

時があり、ドア開閉時だけでなく、出発する尐し前にそういった方を見かけたらアナウンスを心

掛けてほしいという意見です。 

それから音声案内地図の作製ということで南口にはあるのですが、音声案内される地図のよう

なものを設置してほしいという意見です。 

最後に、光る点字ブロックということで、弱視者も利用でき、年尐者が利用する姿も見かける

ということで設置をお願いしたいということです。 

以上となりますが、先程届いたばかりの意見であり、当課としてもまだ細かい検証はしていな

いのが実態です。盲学校の方にもこれを踏まえて再度協議をさせて頂きたいという話をしたとこ

ろでございます。以上、今までの関係機関の協議ということで、交通管理者である公安委員会、

交通弱者である盲学校等の協議について、途中経過のものもございますが、報告をさせて頂きま

す。 

 

阿部会長 細かい交通弱者の件については、これから十分議論し、要望を受けられるかについて
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はまだ時間的な余裕があると思いますので、それに関しては今回は時間の関係もあるので除き、

大まかなＡ、Ｄ案についての説明を頂いたので、それに絞って改めてご意見を伺いたいと思いま

す。時間も限られており、なるべく各委員から広くご意見を頂きたいと思いますのでお願い致し

ます。 

 

村上委員 参考意見として聞いて頂ければと思いますが、三井住友銀行の前に車が２台停まって

まして、たいそうな格好で停まっており、後ろの車がたまたまそこでバッテリーがあがったいう

ことで右往左往していたのですが、前の車の助手席に人がいて、運転手が駅前に用を足しに行っ

ており、私がここを出ると駐車違反になるからここへ乗ってるということで、現状は乗降場は１

箇所ですから、その時に言っていたのは乗降場だけが出来るのではなく、一時停車場を設けるよ

うな配置を考えてもらえないだろうかいう話をしておりました。 

先程の説明で、広場の中に自転車が入らないようにという話がありましたが、私も駅に切符を

買いに行く場合があるのですが、やはり自転車を利用します。そうすると、どこに自転車を停め

ればいいのかという問題が出てくる訳なのですが、その辺についてはどのようにお考えですか。 

 

阿部会長 自転車は走行は出来ないけど、降りて歩道を歩くという原案ですよね。ですから広場

以外に自転車を置いてということではない考え方だと思いますが、尐しその辺を補足願います。 

 

事務局 再度補足させて頂きますと、交通管理者との協議の中で、駅前広場の中に通行目的で自

転車がスピードを出して通ることのないような対策を考えていければという意見を頂いたところ

でございます。 

例えばここは道路ではなく広場でございますので、このような歩行者が多い場所に関しては押

し歩きをして頂くようなお願い看板や方策等を施すことを考えています。物理的には車止め等を

置いて自転車がスムーズに入ってこられないような形にするのも一例だとは思うんですが、あま

りに車止めを設置すると歩行者にも支障が出ますので、それは一例とお考え頂ければと思います。 

自転車の一時駐輪についてですが、四街道駅の近くには公設の駐輪場があり、一時駐輪も可能

ですので、そういったところに置くのも一手かとは思いますが、商店の前にスペースがございま

すので、押し歩きをしながらそちらに持って行くことは可能だと思われます。このような回答で

よろしいでしょうか。 

 

村上委員 若干問題はありますが、そのような形で今のところは結構です。 

 

森委員 この案はもう決定なのですか。議論しても変わらないのであれば控えますが、これから

私はこういう提案をしたいと言えばそれは考えて頂けるのですか。 

 

事務局 内容にもよりますが、基本的に現在Ａ、Ｄ案を基本にゾーニングを決めたとご理解頂き
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たいです。Ｂ、Ｃ案は様々な問題があり、それについては検討から外れたということでご理解頂

きたいと思います。あとはＡ、Ｄ案の中で例えばバスバースの配置を変えたり、タクシーの乗降

場の位置を変えたりとそのようなものは車両軌跡等、様々な問題はありますが、それが解決され

て、より良い案であれば取り入れていけると思います。 

 

森委員 では提案させて頂きますけど、私はタクシーが嫌いなわけではありませんが、Ａ、Ｄ案

共にタクシーが駅舎寄りにあります。私が以前提案したのは一番奥にタクシープールを設置した

ら良いのではという意見です。 

私は図面を作成してきたのですが、駅舎側にバスレーンを２レーン設置すると各２台ずつ停め

られるはずです。そしてタクシーの乗り場を一番奥に配置します。一番市民の使用頻度が多いの

はバスで、タクシーはさほど多くないと思います。なので一番使用されるものを手前に配置する

のです。そしてペデストリアンデッキですぐに降りられます。これを私は提案したいのです。ま

た、身障者用バースを現在東京行きのバスが出ている箇所に配置します。一般乗降車のバースは

この図面の箇所に設置してきちんと利用されるのでしょうか。一般のドライバーからすると空き

ができたところにすっと入って乗降を行なうと思います。タクシーも同様だと思います。 

 

事務局 図面をお借りしてよろしいですか。スクリーンでその図面を見ながら、森委員の意見を

皆さんに説明してもらえますか。 

 

事務局 説明させて頂きます。森委員の案がタクシープールを広場の北側、バスバースを広場の

中央側、身障者用バースは駅舎寄り、タクシーバースを広場の東寄り、リムジン、これは一般車

用とも考えてもいいと思うのですがそちらを西寄りにという案となります。 

 

森委員 広場の中でバスが２台停まれる長さはあると思います。 

 

事務局 まだ具体的には検証しておりませんが、バスバースが中央に二列になったことにより、

バスの軌跡がうまく出口側に誘導できるのかというのが尐し心配です。どうしてもロングバスは

軌跡が大きいですから、交差点に近い位置で出るのがどうなのかなと思います。Ｄ案を尐し見て

頂くとバスが入って来た方向から広場を一周する形になっております。入って来て一周回ってそ

こでバス停に停まる形です。出る際も回って出ます。こうならざるを得なかったのは、どうして

もその出口の軌跡がすぐに交差点になってしまうからなのです。Ｄ案でも非常に難しいという中

で、中央に二列分のバスバースを取った時に出る軌跡がどうなのかなというのが直感的に感じた

不安です。 

 

阿部会長 単純にバスは今２台停まっていますけど、それをタクシーと単純に入れ替えてしまっ

たらどうでしょうか。プールはそこで収まるかどうか検証できませんがプールも含めてです。確
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かにタクシーの利用者がペデからエレベーターあるいは階段で降りてタクシー乗降場に行け、バ

スも駅から降りてすぐにバスバースがあり、悪い案ではないので、様々な状況を考えて検証する

必要はあるのではないかと思います。今の原案の場合、バスが２周も回ることにより、それだけ

一般車との接点が増えます。結局４回交差があり、それはなるべく避ける必要がある気はします。

なので森委員がおっしゃった案も含め、全体で収まるかという話もあり、車の軌跡もあるでしょ

うから、その辺を検証する必要はあるのではないかと思います。検証することはできますよね。 

 

事務局 はい、軌跡を描いてできると思います。 

 

阿部会長 それとタクシーの全体の必要台数もお願いします。 

 

事務局 先程申し上げたとおり、バスバースを二列は非常に厳しいと思うのですが、今、阿部会

長がおっしゃられた一般車のバースとバスバースを案と逆に配置するという方法であれば軌跡的

にもとれる可能性はあります。実際に図面を描いてみないとわかりませんが。 

 

阿部会長 例えばＤ案であれば、Ｄ案の基本的なルールは侵さないで、一般車、タクシー、バス

をどこに配置するかというのを何通りかやってみれば、良い案が出てくるのではないでしょうか。 

 

事務局 主旨を踏まえて、検証並びに検討させて頂きたいと思います。 

 

阿部会長 駄目なものはなぜ駄目か、説明をしっかりして頂ければ良いと思います。 

 

森委員 一般車バースは私は必要ないと思います。 

 

阿部会長 駐車帯になってしまうのが一番困りますね。 

 

林委員 森委員の案ですと、バスバースが駅寄りから離れ、ペデから島に降りるという案ですよ

ね。そうするとバスのお客様が一気に島に降りて階段を上がり、逆に乗車のお客様もいますから、

その動線も検討して頂ければと思うのですが、バスの利用者の行動動線が尐し無理があるのかな

という気がします。やはりバスは周辺から出る方が利用者にも非常に使い勝手が良いと思います

ので、尐しその辺も参考にして頂ければと思います。 

 

阿部会長 思い切ってタクシーの乗降場を北側に持っていくという方法もありますよね。タクシ

ー側としては困るという意見もあると思いますが、ペデで繋がっているので検討の余地はあると

思います。 
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事務局 タクシー乗降場を北側に配置し、その分バスバースを１箇所増やすということですよね。 

 

阿部会長 そういうことです。そうすると森委員の案に近くなってくると思います。それも含め

て検討してください。 

 

森委員 それとペデを使うのが前提となっていますが、駅からすぐ降りて、横断歩道を地面に作

るというのは無理なのですか。 

 

阿部会長 基本的にそれを行なわないで、ペデストリアンデッキを作るということでお願いしま

す。 

 

事務局 以前にも報告したとおり、平成１５年当時だと思いますが、広場内を交通で上手く利用

しようとなった際に平面的な歩行者の横断は駄目だということになったものですから、今回はぺ

デストリアンデッキを設置する方向でご理解頂きたいと思います。 

 

吉川委員 当初の目的は交通渋滞の緩和と駅の広場を歩く歩行者のスムーズな流れの確保だった

と思うのですが、Ａ、Ｄ案でも今と同じようなバースの配置であり、今、夕方は駅の階段までバ

スを待つ方の列が並んでいる状況で、それが歩道を横断して通行人や自転車が止められてしまう

状況となっており、バスを待つ方を誘導する柵等を検討して頂ければと思います。 

また、Ａ案で大筋こういう形になるのかなと思うのですが、千葉駅のように入口から一般車は

ここを通ってくださいというような形にして、駅寄りは一般車は通行禁止という区分にしてしま

った方が、先程のバースの前の空いてるところに入るということも減ってくると思います。それ

ならば、三井住友銀行側のバスバースの前に身障者用の乗降場を持ってきた方が、エレベーター

に近いので望ましいと思います。 

 

事務局 事務局としても、できれば一般車は駅寄りに入れない方向で検討したいのですが、障壁

となるのが軌道沿いの両側に道路があることです。片方は一方通行ですが、片方は交互通行とな

っております。そうすると完全な規制はできないと思います。なので規制ではないのですが、一

般車は駅寄りに入らないような誘導方法を考えていければと思います。 

 

平木委員 最近自転車事故はあらゆるところで起きており、自転車の押し歩きは良いと思います

が、その場合、市としてはそういう規制の場合は条例等を検討した上でお話されているのですか、

それとも今の段階では常識に訴えるという形で提案されているんですか。 

もう一点は、私は以前からＡ案で基本的に良いと個人的には思ってきた訳ですが、この協議の

基本的理解は公共の多数の便を優先するという理念でスタートしている訳なので、先程意見が出

たようなバスに対する利便性というものはもう尐し十分検討して頂いてご提案頂きたいと思いま



- 15 - 

 

す。そのように次回以降、問題を提起して頂けたらと思います。 

 

阿部会長 それでは自転車の規制の条例等について考えているものはありますか。 

 

事務局 まず６メートルの歩道をとるのですが、６メートルの幅員があれば構造令では自転車歩

行者道の確保はできるのですが、この場所は歩行者が多く、自転車歩行者道で規制するような箇

所とは思えません。そうなると通常どおり車道を通ってもらうことになるのか、あるいは歩道を

乗らないで押して通るのかという議論になるかと思うのですが、そのような細かい部分の条例を

聞いたことがないので尐し事例を調べさせて頂きたいと思います。 

 

平木委員 再整備にあたっての運用のソフト面をまた別の機会に整理しないといけないと思いま

す。単に自転車の押し歩きだけの問題ではないものですので、次の協議会時に決めておいて頂け

ればと思います。 

 

事務局 尐し補足をさせて頂きますと、自転車の通行に関しては基本的には道路交通法に遵守す

る形となっており、道路交通法上は老人もしくは幼児は歩道も自転車を乗れるということになっ

ておりますので、商店街や歩行者専用道路の商店街等も、押し歩きを推奨する形のお願い看板の

対策が一般的なものですから、その辺の議論をこの協議会の中でして頂ければと思っていたとこ

ろでございます。 

 

阿部会長 Ａ案で駅寄りにバスが２台ある箇所がゼブラで波を描いているのはなぜでしょうか。 

 

事務局 現在の駅前広場が整備された時は、歩道が一直線で整備され、バスがその歩道に接して

いく形が一般的だったと思います。現在はバスの出入口からあまり離れないような形で歩道の形

状を計画していくのが一般的でして、歩道に波を打たせる形で計画していきますと、バスがスム

ーズに出入口だけ歩道に近接する形で停まれるようになっています。後方のゼブラについてはバ

スが停まって尐し空間が生じますので、こちらの方は区画線で停めないようにしています。 

 

林委員 バスの走行性についてということで、Ｄ案では広場で回転するため、一般車との交差が

生じるという危惧がありますが、ペデから降りるバスバースについては運行本数の尐ない系統や

様々な送迎バス、ヨッピィ等を配置すれば、多尐緩和されるのではと思います。 

 

阿部会長 Ｄ案の身障者用バースはエレベーターの前には配置できないのでしょうか。 

 

事務局 エレベーターを逆につけることもできます。 
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阿部会長 そうするとバスバースと障害者用バースは前後交換も可能ということですね。 

 

事務局 今回の案でのエレベーターの役割は、ぺデストリアンデッキを作った中で、公共交通機

関にスムーズに乗り入れるということで考えておりますので、一般車乗降場に降りる箇所につい

ては図面を見てわかるとおり、エレベーターを設置していません。タクシーの乗降、バスの乗降

にエレベーターをつけています。 

それから前回のゾーニングの４案と異なっている箇所は、意見にもありました北側の階段の降

ろし方が変わっています。前回までの案では右側にしか降りられない階段だったのですが、逆側

の左側にもつけまして、エレベーターは真っ直ぐ出てしまいますと歩道と交差してしまいますの

で、そのエレベーターの前と階段の下から出る立体になっており、できるだけ一般の歩道には影

響しないような方向で考えたいと思います。 

 

（２） 今後のスケジュールについて 

 

事務局 本日はＡ、Ｄ案をゾーンとして絞った中で様々なご意見を頂きました。これについて、

次回までに検証をしていきたいと思います。次回の予定は、年度末で皆様お忙しいところ大変恐

縮なのですが、３月上旬を考えております。詳しくはまたご連絡を差し上げたいと思います。そ

の後なのですが、次回もし案が決定できれば、その中で決定していきたいと思います。現在この

ような計画を作りますと、パブリックコメントといい、広く公にして、市民からまた意見を頂く

ということになります。ただ協議会には市民公募の皆様も参加して頂いているので、大筋で変わ

るとは考えておりません。 

しかし、この協議会で見逃した部分や違った目があるということであれば、いいものは取り入

れていきたいと思っておりますので、このパブリックコメントを来年度前半に行なっていきたい

と思います。それらの中で修正案を作って、概ね来年の秋頃には最終的な再整備計画として取り

まとめたいと考えておりますので、最低でもあと２回以上は協議会を開催させて頂きたいと思い

ます。もちろん議論によっては３回、４回になるかもしれませんが、一応そのような流れで考え

ております。 

この整備案が確定致しますと、今度は実際の工事には実施の設計をする必要が生じます。２７

年度に実施設計の予定をしております。それまでには、補助金の導入や、国に再整備計画を説明

する資料の作成期間として考えてまして、２７年度に実施設計を終えた後、２８年度頃から徐々

に工事に入っていきたいと考えております。ただしその期間がどうしても供用開始している広場

の中で行なう工事になりますので、仮設もあるでしょうし、手直しも何度か出てくると思います。

大まかには３年程度の工事期間を見て、平成３０年には再整備としてオープンできればと思って

おります。 

２年前は、今年の秋頃には計画書を作ろうということでスタートしたのですが、様々な議論が

あった中で若干伸びてしまい申し訳ないのですが、今の修正スケジュールはそのような予定でご
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ざいます。 

 

森委員 パブリックコメントをやるということですが、コンピューターグラフィックでやって頂

いて、駅の構内の画面に映して頂きたいです。 

また、ペデストリアンデッキは成田駅西口と同じものを作るのですか。 

 

事務局 あくまでもこれは参考です。 

 

森委員 同じものを作るのなら私は反対でしたが、作るなら屋根付きの豪華なものを作ってくだ

さい。屋根が無いと寒くて冬は歩けません。松戸周辺の駅にもありますが、そういうものを考え

て頂けるといいと思います。お金はかかると思いますが。 

 

阿部会長 そうですね、利便性の高い、良いものを検討して頂きたいと思います。 

 

事務局 コンピューターグラフィックまで行なうかは検討致しますが、完成パース図や市民用に

Ａ４サイズの見開きでカラー版のパンフレットを配布する等、周知を行なっていきたいと考えて

おります。 

 

森委員 最近このような構造物は設計者も良い情報持っているので、非常に良いものが出来上が

っています。例えば市役所の前のバス停は幅を狭くして車道側に背を向けて座れます。駅前もそ

のようにしてほしいです。 

 

阿部会長 おっしゃるとおりだと思います。 

 

村上委員 次回はそのような詳細部について話すのですか。 

 

事務局 ただ本日、また新たな提案があったので、その検証結果を報告して、その後尐し時間が

あればそのような議論が出来ればと思います。 

 

阿部会長 今まで駅前の顔であったものをどのように活かしていくかということについてですが、

噴水等は今後無くなってしまい、御神木といわれるイチョウだけが残るということで尐し物足り

ない気がするので、例えば時計やモニュメントみたいなものが必要ですね。 

 

事務局 それは案として出すことはできます。 
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（３） その他 

 

事務局 平成２５年度第２回の協議会の日程につきましては３月を予定しています。詳細につい

ては改めて文書で通知をさせて頂きたいと思います。 

 

阿部会長 その段階で提示して頂けるものはどのようなものでしょうか。 

 

事務局 次回はタクシー、一般車、バス等の配車位置を含め、大まかな形を決めたいと思います。

その中でデザイン等、できるものを議論したいと思いますが、細かい部分においてはその次の回

まで持ち越すものもあるかもしれません。 

そうなりますと、その案の配置によって、バス事業者あるいはタクシー事業者と先行して個別

協議をする必要が出てくると思います。そうでないと次回で決まらないと思いますので、よろし

くお願い致します。 

 

阿部会長 それと現在、構造物以外で、駅前広場外に樹木がありますが、それについては撤去で

すか。シダレザクラは撤去になるでしょうが、何本かあるマテバシイはどうなるのですか。 

また、植樹帯等は今後も作るのですか。 

 

事務局 Ａ、Ｄ案を見て頂いて、どの程度の植樹帯を設けることができるのかというスペース的

な問題もあります。できれば尐しでも緑を設けたいと考えております。 

 

阿部会長 相当管理費用はかかりますよね。そして管理がいい加減だと草だらけになり、見てい

るのも結構辛いのでそれも含めて検討してください。 

 

３．閉会 

 

事務局 以上を持ちまして平成２５年度第１回四街道駅北口広場管理運営協議会を閉会致します。 

 


