
平成２５年度第２回四街道駅北口広場管理運営協議会会議録

日　時　平成２６年３月２６日（水）　１４時～１５時３０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　阿部会長　戸田副会長　布野委員（代理　小林氏）　林委員

　　　　　　　森 勉委員(代理　黄地氏）　川野委員（代理　池上氏）　平木委員

　　　　　　　森 忠俊委員　村上委員　須藤委員　清宮委員

欠席者　委員　櫻井委員　伊藤委員　吉川委員　武蔵野委員

事務局出席者　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）再整備計画

（２）その他

３．閉会
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１．開会

事務局：定刻になりましたので、ただいまから平成２５年度第２回四街道駅北口広場管理運

営協議会を開催いたします。

本日は１０名（森 忠俊委員途中参加により１１名）のご出席をいただいており、四街道駅

北口広場管理運営協議会設置要綱第６条第２項に規定する過半数に達しておりますので、本

日の会議が成立していることをご報告申し上げます。

――委員紹介――

――資料確認――

事務局：それでは、今日の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項の規定によりまして、会長にお願いいたします。

阿部会長：今回は再整備計画案をＤ案とＥ案という２つに絞りまして、提出されております。

引き続き、ご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは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ので、明記する取り扱いといたしますが、よろしいでしょうか。

――異議なし――

阿部会長：それでは、そのようにさせていただきます。

次に傍聴および傍聴人への入出許可及び、資料の配布についてですが、本日の会議は四街道

市の審議会等の会議の公開制度に基づき、会議を公開することについてお諮りいたします。本

日の会議の内容につきましては、公開することによって議事、運営に支障が出るものはないと

考えられます。従いまして、会議の原則公開の規定によりまして、公開とし、傍聴人の入出を認

めることとしてよろしいでしょうか。

――異議なし――

阿部会長：それでは、公開とし、傍聴人の入出を許可します。同時に会議の資料につきまして

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いただくこ

ととします。よろしいでしょうか。

――異議なし――

阿部会長：それでは、そのようにさせていただきます。

　それでは事務局に確認しますが、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：入室を許可いたします。

――傍聴人入室――
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２．議事

（１）再整備計画

事務局：今回は、再整備計画案のゾーニングに絞って議論を重ねていきたいと思っておりま

す。

今回に至った経緯ですが、前回の協議会の中で、森委員から広場のゾーニング、バス、タクシ

ー、一般車の取り扱いについての意見が提出されました。それと同時に、阿部会長からもこの

広場の中の使い方についての提案がございました。その両案を踏まえて作成したのがＥ案と

いう新しい案でございます。そこで本日はこれまでのＤ案、それから新たに提示しましたＥ案

につきまして、まずはそのメリット、デメリットについて詳しくスクリーンの方を見ながら説

明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　それでは、Ａ案、Ｄ案につきましては、前回までの協議会でゾーニングなどの説明をさせて

いただいておりますので、森委員から提案のありました、Ｅ案についてどのような検討を行な

ったかを説明させていただき、Ａ、Ｄ案と異なる点を簡潔に説明させていただきたいと思いま

す。

　それでは、Ｅ案について、まずスクリーンにて、前回森委員からいただきました原案を見て

いただきたいと思います。

こちらが前回ご提案があった原図のそのままのものになります。中央部にバスバース、駅広

の西側にリムジン用のバース、身障者用バースを駅舎寄りに、タクシーバースを駅広の東側に

配置するというような案でございました。それを図化させていただいたものをスクリーンに

てお示しさせていただきます。

　こちらの図面については、本日配布していないのですが、森委員のご提案にあったものを図

化させていただいたものです。この案につきまして、各車両の軌跡関係については、特に問題

が無かったのですが、今日、お示しさせていただいたものになった経緯としましては、一般車

バースの計画がございませんでしたので、それを含んだうえでＥ案をご提示させていただい

ております。

　そこを含め、比較表を見ていただきたいと思います。比較表のＥ案にご注目ください。Ａ、Ｄ

案と異なる点について説明させていただきます。

バスバースの数なのですが、Ｅ案は５バース確保することができます。こちらはＡ案よりは

１バース多くなり、Ｄ案とは同じ数となります。

身障者用バースですが、森委員の案では駅舎寄りというご提案があったのですが、バスバー

スの軌跡関係を考慮させていただいたうえで、この配置とさせていただいており、今回はＥ案

では駅広の東側にさせていただく案となっております。バースの数は１バースでＡ、Ｄ、Ｅ案

とも変わりません。駅舎寄りにエレベーターを設置した場合、もっとも近い場所になると思い

ます。

　続いてタクシーバースですが、駅広の東側に乗降場を設ける案とさせていただいており、台

数としてはＡ、Ｄ案と変わりません。タクシープールがＡ、Ｄ案は中央部だったのですが、これ

を駅広の北側に配置させていただきまして、台数的にはＡ、Ｄ案と変わりません。

　続いて一般車乗降場のバースですが、これもＡ、Ｄ案と変わらず５台となっておりまして、

駅広の中央部に配置する案とさせていただいております。

　台数の比較としては以上ですが、この配置に至った車両の軌跡関係を確認させていただき

たいと思います。まず、バスの軌跡についてですが、中央部以外の３バースの軌跡につきまし

ては、駅広の出口から西側、東側に至る車両について問題なく通行できると思われます。中央

部の２バースについてですが、先着するバスが前、後ろに止まったときに、後続のバスが問題

なく運行できるかを検証し、こちらも問題ないと思われます。
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　続きまして、タクシーの軌跡についてご説明させていただきます。タクシーにつきましては

駅広の進入口から降車バースに降ろしまして、直接乗車バースに移るという配置になってお

ります。降車して乗車客が不在の時は、タクシープールへ転回し、待機していただき、利用客が

発生した後、乗車バースへ移るという軌跡を確認していただいておりまして、また、出口に至

る左右への軌跡も問題ないと思われます。その際、駅広の進入口にタクシープールが近い点か

ら交錯する点が見受けられますので、この点についてご注目いただきたいと思います。もう一

点、駅広の出口部分において、一般車バースから出る車両との交錯も生じてくることから、こ

の点についてもご注目いただきたいと思います。

　続きまして、一般車、身障者バースの軌跡についてご説明させていただきます。

まず、身障者バースについてですが、こちらについての軌跡は特に問題ないと思われます。

進入口から入りまして、タクシーの乗車場を通過し、停めるような軌跡確認をさせていただい

ております。駅広から出る際の西側、東側に曲がる際の軌跡も問題ないと思われます。

同じ軌跡に、一般車の軌跡が書かれているのですが、一般車バースについては先程、タクシ

ープールの出口の部分で危険度が増すというお話をさせていただきましたが、やはり、出口の

部分に近い所にまた入っていくという、交錯が生じることについてご注目いただきたいと思

います。

タクシープールに入る際、一般車バースから出る車についても交錯が生じてきますので、こ

ちらもＡ、Ｄ案よりは危険度が増すのではないかと思われます。

この危険度に関しましては、数値化が少し難しいことから、各委員さんの印象度によるもの

かと思われます。

また、小型車同士の交錯と、小型車と大型車の交錯につきましては、各車両の速度も違いま

すことから、小型車同士、タクシーと一般車等の乗用車同士の速度の方が早く、危険度も増す

のではないかと思われます。

あと、一般車バースについてですが、前回までは一般車バースを区画表示させていただいて

おりましたが、こちらについては、区画表示等を行なうと今までの問題点でもありました長時

間駐車に至る点が見受けられますので、一般車の乗降場所としては、通常の道路の停車帯の構

造が望ましいのではないかということで、区画線による表示をさせていただきまして、一般乗

用車が停められる幅員のみを確保し、１台停まった場合でも、一時乗降をする車両が停まった

車の脇を通過できるかを確認させていただき、西側に行く車両、東側に行く車両の軌跡の確認

をさせていただいております。

各車両間の軌跡に関しては、通行上は問題ないと思われますが、先程説明させていただいた

タクシー、バス、一般車すべてが入った軌跡を重ねますと、軌跡が重複していきますので、こち

らについてご確認いただきたいと思います。

先程、一般車、タクシー、バスは個別に軌跡をご説明させていただいたかと思いますが、これ

がすべて入った軌跡となりまして、大型車の軌跡につきましては、ゆるやかな円、小型車につ

きましては円がきつくなるような形の軌跡となります。それが重なり合った所の危険度が増

すということが分かっております。

以上がＥ案の検証をさせていただいた結果でございます。

　Ｅ案の計画図について、少し補足いたしますと、一番北側にタクシープールを設けたことに

よりまして、現在、中央の島に向かう横断歩道がありますが、ここに人の流れが無くなります

ので、横断歩道を廃止することができ、広場内には平面交差が生じないというメリットがござ

います。そうすることによって、停止線が若干県道側に出るということになります。

それから、以前、修景スペースの話があったと思いますが、広場の中央だけを考えると修景

スペース面積としてはＤ案が３８５平方メートル、Ｅ案が３３８平方メートルということに

なっております。

　そして、非常に軌跡で分かりにくい部分があると思うのですが、一番大きいのは、どうして
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もすべてが左折で入って右折で出るというわけにはいかないので、何かが犠牲になってしま

うということで、そうした時に、一般車とバスの交差が生じる、一般車とタクシーの交差が生

じるという違いが、Ｄ、Ｅ案の大きな違いでございます。

そして、Ｅ案で駅広の東側、銀行側の方にタクシーバースを配置せず、駅舎側の方に持って

きてしまいますと、タクシープールがかなり遠くなって、見えなくなってしまうということで、

東側の方に配置をしたということでございます。

基本的に大きい変更点ということで、前回から森委員、阿部会長からいただいた意見を取り

入れた中で検討したのがＥ案でございます。

森委員からは、一般車については外側に配置というような話があったのですが、基本的には

周辺商業施設が張り付いてございますので、その商業施設のことも考えなければならない、そ

れでも外側に一般車を配置するということになりますと、以前のようにルールを無視したマ

ナーの悪い状況が出てきてしまうという観点から外側に一般車を配置するというのは少し難

しいという形になりました。

以上、Ｅ案についての説明になります。

阿部会長：それでは、限られた時間の中で広くご意見を頂戴したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

今回は出来ればＤ、Ｅ案のうち一つに絞りたいという事務局の考え方があるようでござい

ますので、それに沿ったご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。

須藤委員：フェイスビルとその付近にエレベーターがありますが、その部分の歩道の通行で

きる幅員は何メートルくらいになるのでしょうか。

事務局：前回までこの歩道を、６メートルに拡幅した場合の説明をさせていただきました。お

よそ３メートル程度施設にとられる形となりますが、有効幅員として歩行者は３メートル程

度確保できると思われます。

須藤委員：駅舎寄りのエレベーターの設置してある箇所も同様ですか。

事務局：こちらに関しましても同様に歩道を最低６メートル確保し、エレベーター部分を約

３メートル設置しています。歩道上の赤く着色してある部分に関しましては、通れない場所で

はなく、シェルターといわれる雨除けになりますので、この下の部分も歩くことができます。

須藤委員：わかりました。

　

戸田委員：警察とバス会社、タクシー会社の方の見解を先に聞いてみたいと思うのですが。

代理　小林氏：事故は増えるのではとないかと思います。現在のところ、北口ロータリー内の

事故というのはほとんどない状況で、過去に路上駐車問題が多数ありましたが、だいぶ改善さ

れているのが現状であります。

　一般車とタクシーが交差する部分において、信号機の設置関係が記載されていないので、何

とも言えませんが、その交差する部分で必ず事故が多発することが予想されます。その改善点

等が必要と思われます。あと一般車バースに入る際、路面や標識等で入りやすい形にすること

が必要と思われます。初めて来る人はおそらく一般車はどこに入ればいいのかという誤解等

が出てくると思いますので注意が必要だと思います。
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阿部会長：このことについては交通規制等を掛けて十分な詳細設計の上で、千葉県警の交通

規制課と協議するということになります。先ほどいただいたご意見は取り入れることができ

ます。

事務局：事前にＤ、Ｅ案共に交通規制課の方に正式協議ではないが、相談という形で行ってお

り、内容も見ていただいて、軌跡等については特に問題がなければ、駄目というようなことは

ないのですが、今、阿部会長がおっしゃっられたとおり、今後実施にあたっては、細かい部分で

の工夫が必要という意見をいただいております。

代理　池上氏：タクシー事業者としましては、駅広を利用させていただく立場ですが、Ｄ、Ｅ

案を比べさせていただきますと、やはりＥ案において、ロータリーの入口が狭い中で、一般車

は入ってくる、タクシーはバースを出ていくという交錯が非常に危険ではないかというのは

感じます。

一般車は一般車バースを、タクシーはタクシーバースを見ますので、その中で狭い入口で交

錯するというのは非常に危険という感じがあります。

それからタクシープールですが、一列ということなのですが、今、非常にお客様のニーズが

多様化しておりまして、例えば、カード決済のできる車、チケット利用できる車、お客様によっ

ては個人タクシーしか乗らないというお客様等、様々なニーズがございまして、一列ですと、

そのお客様の選択が出来なくなる、入れ替えが出来なくなるという問題点があると思います。

それから、話がそれる形になってしまうのですが、タクシー事業者の皆様に検討いただいた

のですが、タクシープール８台ということになると、現在２０台くらい入る現状なのですが、

今は各営業所から減った台数出てくるという状況で、極力駅の近辺では滞留しないという形

をとっているのですが、８台ですと、繁忙時に一気に無くなると、一気に車が集まってきたと

きに入れない車が駅近辺で滞留してしまうのではないかという心配があります。ですから、も

し８台という形でやっていくのであれば、例えば、夜間の繁忙期だけでもよいので、市役所の

第三駐車場のあたりに１０台くらい一時待機できるようにし、そこから駅に来るような段取

りを取らせていただきますと、駅近辺の滞留は無くなるのかなと思います。

事務局：千葉市役所が確かそのようなやり方をされていると伺っております。

代理　池上氏：船橋も市場の駐車場を夜間使用し、そこに一旦停めて、そこから駅に向かうと

いう流れで駅前の混雑を和らげるようにしているそうです。その辺もご検討お願いします。

事務局：現在は市役所の駐車場は夜間、完全に門扉を締め切っている状況でございますので、

一度その辺関係部署と協議をしたいと思います。

林委員：Ｄ案ですと非常に狭い構内をバスが回転するということで非常に危険があると思わ

れますので、Ｅ案ですとその危険が回避され、非常に良いと思います。

また、Ｄ案ですと真ん中のバスバースを発車したバスが駅側に来た際、お客様がタクシー等

の間から出てきて、バスに乗るというケースがあって、例えば高齢のお客様だったりすると、

乗務員の気持ちとしては、乗せてあげたいという気持ちになりますので、そこで停まって危険

性を増す可能性もあるわけで、Ｅ案ですとそういう心配はなく、非常に良いと考えております。

また、一般車が左折する際にＥ案ですと左側の車線に入りこむのが難しいという感じがし

ますが、出口の信号を例えば、先に左折信号で両方から左に曲がり、その後青信号で両方曲が

れるという形にすれば、一般車も駅構内から出やすくなるのではと思いますので、検討してい

ただければと思います。
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代理　黄地氏：内陸バスさんから、お話がありましたとおり、Ｄ案については、バスバースの

進入と一般車の出ていく交錯がかなり事故の危険性があると思います。

Ｅ案については、その部分が改修されており、一般車の出る箇所とバスが出る箇所が交錯す

るということでなんとか可能ではと考えております。

事務局：今、おっしゃっていただいたとおり、タクシー事業者は、Ｅ案についてはプールの問

題があり、バス事業者は、逆にＤ案の方がバスの回転を行なうという中で問題があると、非常

にどちらも悩ましい問題ではあるのですが、その対策として考えられるのは、例えばＤ案にし

た場合、前回、林委員さんからお話があったとおり、中に入るバスについては、極力便数の少な

い、例えば、市の循環バスのヨッピィや他の路線バスでも便数の少ない車両を中に入れて、極

力一般車との交錯を少なくしていく方策が一つ考えられるのではないかなと思います。

また、Ｅ案でタクシー事業者からの一列駐車は少し問題があるということについては、北側

の修景部分の施設のスペースをうまく使って、そこにプールのようなものを配置するような

方法を考えていかなくてはならないのかなということで、どちらも悩ましいことではあるの

ですが、ただ、Ｅ案にしますと、交錯という面で考えれば、タクシーと一般車の交錯になってし

まいますので、プロのドライバーと一般のドライバー、バスであればプロとプロのドライバー

という話になりますので、危険性から言ったらＥ案のほうがあるのかなという考えはしてい

ます。

阿部会長：タクシープールを１台予備に作っておくということで、タクシー事業者が懸念さ

れる問題は解決されますか。

代理　池上氏：一列の間に入ってしまうと、その車両は呼べないということですね。

阿部会長：幅を広くしないと駄目だということですね。

代理　池上氏：そうですね。２列あれば、ずらして出られると思います。

阿部会長：１台余分に作ったとしても、あまり大きな効果は期待できないということですか。

代理　池上氏：そうですね。

事務局：タクシー側としましては、タクシープールが８台並んでいるところを、タクシーの走

行レーンとして１車線使って、その北側部分をプールとして何台分かを確保するということ

ですね。そうすると、８台分を確保するのが非常に難しくなる気がします。

平木委員：大分固まったと思いますので、グランドデザインとしても、僕はもうＥ案ですね。

今、ご意見聞いてて、実際の運用上ですね、どういう形が一番安全かというの運用上の問題

は、少し別として、この再開発についての基本設計を固めたうえで、それに伴って運用上の問

題はプロである警察、バス、タクシー等の協力を得て行なっていただき、基本的にはＥ案の微

調整でやれるんじゃないかと思います。

森 忠俊委員：一般の方の需要として、どの交通機関を利用するかというと、明らかにタクシ

ーよりもバスなんですね。

バスは大型車両であり、一般車との危険性が増すといっても、タクシーの方が運転しやすい

と思います。
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私がもう一つ提案したいのはこのエリアをゾーン３０として、３０キロ以下で走らせるよ

う路面に着色することです。

皆さんが注意して運転すれば、事故は防げると思いますので、やはり大型車両であるバスの

意見を重く見た方が良いと思います。

阿部会長：色んな検討をした中で、詰まった段階がＤ案で、それを改良したらどうかという案

がＥ案ということで、ご理解いただいたうえでのご意見を頂戴したいと思います。

村上委員：バスを利用する人の方が多いという話が出ましたが、これは時間帯によるのであ

り、タクシーが１列の場合に、客が要望するタクシーが入れ替え出来ないというのが解決でき

れば、Ｅ案でいいと思います。

やはりタクシーを利用する方にとってみれば、タクシー会社の言うことがもっともだと思

います。

ただ、時間帯によって、そこまでバスが多い、タクシーが多いというのはないと思います。広

い意味で色んな角度から検討していただければと思います。

事務局：少しおさらいしたいと思いますが、Ｅ案でタクシー事業者の方が難しいということ

ですが、タクシープールを以前の協議の中で８台分のプールのスペースを確保しております。

これを縦列で並べて１台ずつ押し出すような形で、乗り場の方に出ていくことになります。

そうなりますと、前に停まっているタクシーを後ろのタクシーが何らかの要因で抜かしたい

場合に前に出られなくなってしまうことをタクシー事業者は懸念されているということでご

ざいますので、解決策としては、先ほど申し上げたとおり北側の修景部にプールを作っていく

ということになるのですが、御神木等の問題もあり、８台分のプールを確保できるかというの

は現段階ではなんとも言えません。

コンサルタント：タクシーが出ていく場所は、御神木の関係で１台分しか通れないと思うの

ですが、確かに北側にスペースがまだございますので、そこをプールとして活用すれば、図化

してみないとわからないのですが８台に近い台数は確保できるかなとは思います。

阿部会長：８台とるということは、さらにもう８台とるということですか。

事務局：そうです。今の位置が単なる走行レーンになるわけです。

コンサルタント：１台分の幅が現在２メートル５０センチと記載されておりますので、２列

分外側になると、あと５メートル必要となるわけですが、幅としてはあります。

事務局：ここでＡ、Ｄ案の比較表をご覧いただけますでしょうか。

Ａ、Ｄ案のタクシープールは駅舎寄りにございますが、これは２列で８台を確保するような

形になっております。Ｅ案につきましては、１列で８台とさせていただいておりますが、タク

シー業者のご提案で、２列部分のエリアがあれば、左右どちらかの交代ができるのではないか

ということで、２車線分の確保は、難しい所があるのですが、中央部に１、２台のエリアを設け

て、２台程度の２列エリアを確保することができるのではないかと思われます。

清宮委員：これはあくまでも１階建ての計画なのですか。埼玉の大宮、津田沼、千葉等では全

て２階を利用しています。そのような発想が入っているのですか。エレベーターがあるので、
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２階を利用するのかなという感じを受けたのですが。

事務局：本来であれば、ペデストリアンデッキというのは、駅の自由通路とビルを直接結んで

しまい、ビルの２階に入れてしまう、完全な二層構造にするというのが本来です。

しかし、フェイスビルに直接、２階のままつなげていくというのが、建物自体の耐震設計の

問題、あるいはいろいろな権利関係が生じてくるので、非常に大規模になってしまいます。そ

のため、今回の計画は、ペデストリアンデッキではない、いわゆる歩行者デッキということで、

駅の自由通路から２階レベルで、南北のラインを作りまして、フェイスビル前の歩道に降ろし

ていく、あるいは、広場の中央にできるバス乗り場や一般車乗降場に降ろしていくという計画

であり、この時代ですので、高齢者等の交通弱者に配慮してエレベーターを設置するというこ

とで考えております。

阿部会長：事務局にお聞きしますが、今日は、このＤ、Ｅ案に対するご意見を頂戴して、細かい

部分もあると思いますが、大まかのところはいただいたようなのですが、Ｄ、Ｅ案のどちらか

に決めるということでよろしいですか。

事務局：はい。

平木委員：ここまで時間かけて洗い出してきたので、担当課として、こういう形でまとめたい

というものをもっと積極的に発言していいと思います。

今、もう一回ここで議論して、意見を集約する前に、このＤ、Ｅ案を検討してきた中で、より

よい専門家の判断を披露してほしいくらいです。

阿部会長：では、執行部が持っている考え方を説明してください。

事務局：貴重な意見をいただいたところですが、バス事業者、タクシー事業者、それから、市民

代表の皆様の意見、ある程度想定はしておりました。そういった中で、事務局として、どちらも

一長一短悩ましいのですが、基本的にはＤ案で、これを素案にして、若干細かい修正を加えて

いきたいと考えております。

阿部会長：Ｄ案ということで、問題はバス事業者の方、それから、バスを利用する方でＥ案を

良いとする方は特に大きな異論があればお話しいただきたいと思います。

林委員：バス事業者としては、狭い構内でバスが回転するということは、まず、所要時間がか

かり、非常にお客様の利便性が損なわれます。

それと、先日はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案でしたので、Ｄ案で乗り場が少ない方が良いと意見しました

が、Ｅ案を見ますと、Ｅ案の方が非常に良くできた案であって、一般的な駅前広場で、バスが回

転するというようなものはございません。

千葉駅でも外周部にバス、内周部にタクシーと一般車という形を取っており、交通の流れを

非常に重視して設計しているのが基本でございます。

例えばＡ、Ｂ、Ｃ、ＤならＤ案が良かったのですが、Ｅ案が出来たとなると絶対Ｅ案がよろし

いと思います。

また、先程プロドライバー同士ならという話がありましたが、バスの乗務員は非常に高齢化

が進み、現在採用難であり、大型二種免許を取りたての者が、運転するという機会が多くなっ

ております。タクシーも同じだと思うのですが、高齢化により、運転技術がこう言っては申し

訳ないのですが、昔に比べればかなり落ちているものですから、バス事業者としてはぜひとも
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Ｅ案でお願いしたいと思います。

代理　黄地氏：Ｄ案ですが、先程おっしゃられたとおり、一般車と交錯するということで、雨

の日についてはおそらく、一般車の列が絶えず連なる可能性が考えられますので、その際、一

般車の渋滞に巻き込まれてバスがバスバースに入っていけないということになれば、当然遅

れが出ますので、Ｅ案を見てしまった以上、Ｄ案よりは断然Ｅ案かなとこの観点からも思いま

す。また、事故を防ぐという観点からもＥ案がふさわしいと思います。

事務局：先程、事務局としてはＤ案を推しているということで少し補足をさせていただきま

すが、まず、車の交錯の話が出ましたが、Ｄ、Ｅ案いずれにしてもなんらかの交錯の部分はある

のですが、中央のバスバースを使用するバスは本数の多い定期バスとは異なる、１日に本数の

少ないバスで使用したいという考えがあり、それであれば一般車との交錯機会も少ないだろ

うと考えております。Ｅ案となるとタクシーとの交錯になりますので、非常に交錯する機会が

増え、事故につながる可能性が高くなるのではないかという考えがありましたものですから、

事務局としてはＤ案を考えております。

阿部会長：と言いますのは、２バースのうち、１台は予備で、もう１台については、今考えてい

るのはヨッピィを考えているということですか。

事務局：あと、送迎バスです。

林委員：例えば、つくし座線を大幅に減便していいということでしたら、この案で結構なので

すが、つくし座線をおそらく真ん中に持ってこないといけなくなると思われます。そうします

と、その他に本数の少ない団地線等も真ん中に持ってこなければという非常に悩ましい状態

が出てくると考えられます。

戸田委員：Ｄ案のバスですが、左から入って右から出ていく形になっていますが、右から入っ

て左から出ていくようには出来ないのですか。そうすれば特に問題ないと思います。

林委員：例えば、千葉寄りの交差点を両通行にしていただければ、入れるかもしれませんが、

それは設定しないですよね。

事務局：ロータリー内の、両通行はできません。

阿部会長：お二人がおっしゃられたのは、Ｄ案において、バスを一周させないでいきなりバー

スに入るというのができるのかという意見です。

事務局：軌跡がとれません。

コンサルタント：バスの回転半径が１２メートルであり、半径が１２メートルなので円にす

ると、２４メートル必要となります。

阿部会長：イチョウが邪魔になるのですか。

コンサルタント：入りというより、出ることができなくなります。
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阿部会長：このくちばし型になっているところも除いてもですか。

コンサルタント：はい、軌跡がとれません。

事務局：今のお話ですが、Ｄ案において、駅前広場の入口からバスが入って、すぐに右側に入

る方向で入った場合、出口で折り返すバス、もしくは、千葉側に行くバスの軌跡がこの交差点

で取れなくなります。

今回、Ｄ案ではバスを１回転させる形で、このバスバースに発着できるように計画しており

ます。入口は何とかできなくもないのですが、出口が難しいと思われます。

阿部会長：バス事業者の考え方に、対応出来る事務局の考え方はありますか。

森 忠俊委員：先程、タクシー事業者の方がおっしゃったとおり、待機する場所が確保されれ

ばという発言があったのだから、Ｅ案に今のタクシー事業者の意見を合わせて、進めてはどう

なのでしょうか。

　バスを１回転させるよりも、Ｅ案の方がすんなりいくのではないかと思うのですが。

事務局：それでは、タクシープールが確保できていないというＥ案の問題点を再度検証いた

しまして、先程言った案を加えて、何台分プールとして確保できるかということを踏まえて、

もう一度再検証をしていきたいと思います。

阿部会長：その際、一般車とタクシープールの間に黄色い島がありますが、これは、安全上確

保するために島を作ったと思われますが、この島も含めて検討したらどうでしょうか。

事務局：タクシーと一般車が対面通行になっているので、その安全の配慮のために島を設け

ているのですが、その辺も含めて再検証します。

戸田委員：一般車バースの下のところの細いスペースは、これは一般車が停まっていて、その

脇を通っていけるということですか。

事務局：はい。

阿部会長：一般車バース、タクシープール、それからその北側の部分を含めて、どれくらい確

保できるかを検討するということです。タクシープールを２列縦列で確保することもできる

のではないかと思います。

事務局：その場合、プールの台数が、８台分確保されなくなる可能性がもし出てきても、それ

はよろしいのでしょうか。

阿部会長：悩ましいですけど、はいとは言えないと思いますよ。

代理　池上氏：先程申したように、繁忙時に待機できる場所をいただければなんとか大丈夫

だと思います。

平木委員：タクシーの臨時待機できる場所とはどのあたりのことを言っているのでしょうか。
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阿部会長：第２庁舎の前あたりでしょうかね。

代理　池上氏：電車が来て、８台以下だと一気に無くなってしまうので、一気に駅に戻ってき

てロータリー内が一杯だと、そこに停まってしまい、ご迷惑をお掛けしてしまうのが一番心配

です。

阿部会長：それでは、事務局はＤ案という意向でありましたが、Ｅ案というご意見をいただい

ておりますので、Ｅ案の一部再検討ということで進めてください。

事務局：前回もう一つ宿題が出ておりまして、平木委員より、自転車の押し歩きのお話が出て

いたと思います。

これについては、現状は、自転車歩行者道にはなっておりませんので、基本的には自転車は

軽車両ですので、車道を走らなければならないということになっております。

自転車専用レーンというものがあると思うのですが、それを駅前ロータリーに設置すると

いうのは左側は皆、乗降しますので、あり得ません。ですから、自転車専用レーンはこの駅広の

中には設置できません。

そうなりますと、広い歩道ということになるわけですが、基本的には自転車歩行者道は構造

形態からいうと、幅員が４メートル取れていればできるのですが、ご承知のように、駅前広場

は非常に歩行者数が多く、その構造形態どおり広くとっても、おそらく規制を掛ける公安委員

会の方で自転車歩行者道としては認めていただけないと考えています。

そういった中で、この扱いをどうしようとなった場合に、平木委員からご提案があったよう

に、いわゆる歩道を押し歩くという方法を考えていきたいと思います。

そこで全国的な事例を調べてみました。長崎県で全国初の押し歩き条例という、条例化した

自治体があるようでございますが、そこが商店街とか、アーケードの中という大きな場所でご

ざいますので、条例化までは少し難しいのかなと思います。しかしながら、いわゆる標識であ

るとか、あるいは指導等、そういうものは十分やっていけると思いますので、お願い事項、看板

等そのような類になってしまいますが、基本的にはロータリー内において、具体的には外側の

歩道では自転車の押し歩きという方向で進めてまいりたいと考えております。

平木委員：警察の方がいらっしゃるので、ほんの一言言わせてください。夜間散歩しているの

ですが、怖い思いをするのは、自転車が相手のことが多いです。特に無灯火ですごいスピード

で坂を下ってきます。

私は、中学生や小学生は停めて必ず注意を与えます。うるさいおじさんみたいに見られるだ

けで、本人は特に気にしていない様子ですが。

自転車に関するマナーは、学校教育の問題にリンクすると思いますが、基本的なことが、親

や地域社会でできていません。警察の方は人手の問題があって、自転車に対してさほど市民の

目に見えた感じで対応はしていないと感じます。

そのようなこともこの際、工夫していただくようお願いいたします。

村上委員：今までの流れは、駅前広場をどのようにするかで、Ｄ、Ｅ案に進んで、さらに検討を

加えていくというですが、ただいま平木委員が言われたとおり、これが終わった後は、対歩行

者関係の問題、非常に重要だと思いますので、それを具体的に詰めていただければと思います。

　これは警察、学校教育の２点が大きいですが、一般の住民にも非常に重要です。

ですから、そのことも考えて初めて、四街道駅前の顔と言え、そこまで進めていかないとい

くら公共の場所としてできあがっても、結果的には良いものにならないと思います。
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阿部会長：それから、ひとつだけ気になるのですが、四街道の駅前広場は、今までは四街道市

のシンボル、顔であるという表現でここ何十年やってきましたが、このように交通の結接点の

みで、交通の機能だけが優先したものになろうとしています。

仮にＥ案を改訂した案になったとして、シンボライズされるようなものをお考えになって

いらっしゃいますか。

もし、お考えでなければ、イチョウの木がシンボルかどうかは別にして、そういうものを含

めて検討していただければと思います。

事務局：その点は前にもお話しいたしましたとおり、４９００平方メートルを広げるわけで

はないので、その中での再整備計画ということになると、かなり限られたものになってしまい

ます。

顔というのは何かという話になってくるわけですが、この四半世紀経過した中で、顔も変わ

ってきているし、市民の考え方も変わってきているし、利用者も変わってきています。そうい

った中で、どうしても保護空間が必要になってきています。

中央の広場はいらないという意見も多数ありました。その中で、どのような顔にするかとい

うのは非常に悩ましいことになるのですが、具体的なものというのは特に考えておりません。

ただ、今あるモニュメント等は、もちろん残していきたいと考えておりますし、イチョウの

御神木も残していこうと考えております。

逆に提案があれば、それはそれで検討したいと思います。

阿部会長：これから市民と対話等もあるのでしょうから、その中で、おそらくこのような意見

も出てくるのではないかと思います。それから、Ｅ案であると、身障者バースの位置がもう少

しなんとかならないのかなという気がいたします。

エレベーターに乗るには、一度車道に出て、それからまた歩道に上がらなければいけないの

で、その辺を改良できればと思います。

それから、今あるバスシェルターの脚や電気系統の施設、それから、中木等が非常に邪魔に

なっているという声も聞いております。

せっかく新しくする際はそういった設備についても、歩行者あるいは身障者の方に邪魔に

ならないような構造が必要なのかなと思います。

歩道は広がったが、そういうものが邪魔となって、転倒というのも考えられます。

それも含めて、もう一回検討をお願いします。

村上委員：事務局の方からモニュメントの話が出ましたが、今、正岡子規の歌碑がありますが、

あそこにあるというだけで、市民の誰もあそこまで見に行かないですよね。

ですから、デッキの一番見やすい所にこれを移せば、ひとつのＰＲになるという考えも持っ

ております。

事務局：スペースを取らないものであれば、歩道が広がったこと、歩行者デッキを作ることに

よって、多少遊びのスペースができるのかなという感じはしております。

歩行者デッキについては、実用範囲の幅でしか図面に記載しておりませんが、途中で膨らま

せたり、アームをつけたり等、様々な工夫が考えられます。

ここで議論しているのはあくまでもゾーンとして議論しているのですが、もう少し踏み込

んだ段階の中で、そういったものは取り入れていきたいと考えております。

阿部会長：それから、周辺の商店街に及ぼす影響なんかも考えられると思いますが、須藤さん、

清宮さん、その辺の意見はお耳にすることはありませんか。
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須藤委員、清宮委員：ないですね。

阿部会長：計画はできても、実施できなくなってしまったら困りますね。

事務局：日を改めて、駅周辺、商店の皆様には、意見を伺っていきたいと思っております。

阿部会長：決して悪くなる話ではないですからね。広場が再整備されてきれいになっていく

というのは、周りの商店にとっては決してマイナスの話ではないと思います。それを機に商店

の方にも自助努力していただくのが基本的には大事だと思います。

（２）その他

事務局：今後のスケジュールについて、確認させていただきたいと思います。

　正直なところ、本日、素案をある程度確定したかったのですが、まだ、検討の余地がございま

すので、これについては、じっくりとやっていきたいと思います。

つきましては、新年度の４月以降にもう一度会議の開催の予定を立てさせていただきたい

と思います。

方向性が固まりましたら、６月の定例議会で議員説明をしようと考えております。

その後に、パブリックコメントを実施したいと考えております。パブリックコメントは以前

お話ししたとおり、この場は協議会でございまして、市民代表の皆様等、様々な意見をいただ

いているところですが、それをさらに広げまして、市民が自由に、市の計画に対して意見を述

べることができる条例が制定されておりますので、それに基づく市民参加ということになり

ます。

これを夏ぐらいに行なっていきたいと考えております。

その中で、様々な意見があり、取り入れられるものは取り入れていくということで、そうい

ったものをまとめて、最後にこの協議会にお諮りをして、最終的な市長への方針という形にし

ていこうと思います。

阿部会長：お願いがございます。

前回が５回目ですが、５回目が１１月です。そして今回が３月でして、間が空きすぎると内

容を忘れてしまいますので、なるべく早めに次回の会議を実施していただければと思います。

Ｅ案の修正ということで、時間は掛けなければいけないとは思いますが、なるべく早めに事務

局の結論を出していただいて、会議を開催していただきたいと思います。

６月議会にかけるためには、どうしても４月末か５月の頭ぐらいになるでしょうね。

事務局：予定ではですね。

　今日の議論でまた、多少遅れる可能性が出てきましたので、結論が出ていかなければ当然、

６月議会じゃなくて、９月議会になってしまうのですが、なるべく、早く決着が出来る様にし

たいと思います。

阿部会長：ここまで来ていますから、今日議論した内容を忘れないうちに、早めに検討してい

ただければと思います。

事務局：本日の報償費についてですが、振込日は４月下旬を予定しております。決まりました

らご連絡を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
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３．閉会

事務局：以上をもちまして、平成２５年度第２回四街道駅北口広場管理運営協議会を終了と

します。本日はありがとうございました。
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