
平成２６年度　第１回　四街道駅北口広場管理運営協議会会議録（概要）

日　時　平成２６年８月１９日（火）　１４時～１５時３０分

場　所　四街道市役所５階　第１会議室

出席者　委員　阿部会長　戸田副会長　櫻井委員　布野委員（代理　小林氏、石田氏）　

　　　　　　　香取委員　林委員　森 勉委員(代理　黄地氏）　川野委員（代理　池上氏）

　　　　　　　吉川委員　清宮委員　須藤委員　村上委員　森 忠俊委員　平木委員

　　　　　　　　　

欠席者　委員　武蔵野委員

事務局出席者　勝山都市部長　渡邊都市部次長　御園道路管理課長　林田主幹　吉橋主査　

　　　　　　　森田主査補　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２６年度第１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１４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――

――事務局紹介――

――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：本協議会も北口広場再整備計画をまとめる最終段階となりました。前回提案があ

りました二つの案のうち、一つに絞って、最終的な計画として今回提出されております。それ

につきまして、引き続き委員の皆様にご意見をいただきたいと思います。

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：ありがとうございます。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いたしますが、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。
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――傍聴人入室――

２．議事

（１）再整備計画

阿部会長：本日は最終的な計画案が事務局より提出されておりますので、各委員からご意見

をいただければと思います。まず事務局より説明をお願いします。

事務局：前回までの協議結果をふまえて、できましたら今回の協議会で素案という形で再整

備計画について確定していきたいと思います。はじめに、前回協議会から時間が空いてしまっ

たので、今までのおさらいをしていきたいと思います。まず再整備計画にあたっては、市民ニ

ーズにおいて、中央広場の使い方を工夫してほしい、また、広場外周の歩道が狭いという意見

があり、そこからスタートした訳ですが、前回までに皆様より意見を伺った中でＤ、Ｅ案とい

う二案を示し、前回はそれぞれについて議論いたしました。その二案については、広場の中の

使い方が異なっており、全体の方向性としてはＥ案の方が望ましいという意見が大多数でし

た。その要因としては、やはりバスが一周するのは良くないということと、できるだけ駅の近

くに公共交通機関を配置した方が良いということで、そのような意見をふまえての結論でし

た。しかし、Ｅ案の問題点として、タクシープールが一列の縦列となっており、後ろのタクシー

が前に行きたくても出られないという意見がありました。これを解消できるのであればＥ案

の方が良いというお話がありましたので、今回、その点を考慮したＥ案の修正案を作成しまし

た。タクシープールを二列駐車ができるようにして、一般車の出方が直線的で交差点の近くに

ならないよう、一度駅側の方に道路の線形を曲げてから出る形にいたしました。この案に基づ

いて公安委員会に相談し、概ね了承をいただくことができました。ただ、指摘事項として、ゼブ

ラゾーンという車が入れないところに構造物を設け、物理的に駐車できないようにした方が

良いということと、タクシープールは通行帯ではないということが明確に判るような工夫を

するようにという意見をいただいております。今回、関係機関と協議した中でＥ案の改良案と

いう形で最終素案にしていきたいと考えております。前回からの改良点は今申し上げたとお

りでございますが、もう一度、各交通機関の流れについてご説明したいと思います。

――配布資料　駅広基本計画平面にて説明――

阿部会長：意見をいただく前に事務局より、今後のスケジュールをご説明いただければと思

います。

事務局：本日の協議会で提示しました素案で概ね良いということであれば、予定では１２月

議会で素案を報告したいと考えております。その後、市民参加条例に基づくパブリックコメン

トを実施し、今までの計画案を市民に周知します。併せてホームページや市政だよりにも掲載

し、その中で様々な修正点や意見が出てくると思いますので、大きく形が変わることはありま

せんが、細部の修正等を行い、来年の３月頃、再度この協議会に諮りまして、それを市長に答申

したいと考えております。その後のスケジュールは、市の基本計画では、来年度に実際に工事

を行うための実施設計となっており、早ければ平成２８年度より工事に着手していきたいと

考えております。供用している広場を改修しますので、利用者の方に不便をお掛けしてしまう

と思います。そのため箇所によっては、部分的な工事で進めていくことになると思いますので、

概ね３年程の工事期間を考えております。平成３０年度末には新しい広場の供用開始ができ

ればと考えております。
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阿部会長：あくまでも今の説明は計画であり、財政部門との協議がどの程度進むかという問

題もありますので、理想形として平成２７年度に実施設計、平成２８年度に工事着手というこ

とだけご理解いただければと思います。

平木委員：バスについてですが、北口広場の改修に伴って南口に路線を振替えるような計画

はあるのでしょうか。

　また、非常用の貯水槽は現状のままで特に改修等は行わないのですか。

事務局：貯水槽については、災害時での使用を想定していますので、手動でのポンプによる汲

み上げ式のものが設置されております。かなり老朽化しているということで、タンク自体は問

題ないのですが、手押しポンプ等については、改修を機に交換をしていくということを伺って

おります。

平木委員：参考までにお聞きしたいのですが、四街道市には３Ｄプリンターはあるのですか。

事務局：３Ｄプリンターはございません。

平木委員：パース図は示していただきましたが、実際に立体化されたものがあるとより良い

と思いますので、今すぐにという訳ではないですが、市民に周知し、意見を伺った上で最終案

をまとめる際にはそういった選択も検討していただければと思います。

阿部会長：行政との調整はまだですよね。北口広場が再整備されるにあたって、暫定的に既存

のいくつかの路線を南口に振替えて運用する計画はあるのでしょうか。

事務局：それは工事中のみのお話ですか。

平木委員：工事中も含めてどうなのでしょうか。

事務局：以前の協議会の中で、みそら方面に向かうバスがなぜ北口に乗入れているかという

意見があり、その時のバス事業者さんの回答としては、病院や商業施設の需要があり、市民サ

ービスの一環として、昼間のみ北口に乗入れているという回答だったと思うのですが、南口へ

の路線の振替えについて、今後再整備計画にあたってバス事業者さんでお考えがあればお聞

かせいただければと思います。

林 競委員：今のところ現状どおりの予定です。

森 忠俊委員：今の話に関連して、現実的に工事が始まったら北口広場は使用できない訳です

よね。現状どおりのバスの運行という訳にはいかないと思います。

阿部会長：工事の仕方によると思いますが、全く使用できないという訳にはならないと思い

ます。

森 忠俊委員：エレベーターを３基設置予定ですが、これは何人乗りですか。

事務局：標準的なものが１１人乗りとなっており、現段階ではそちらを設置する予定です。
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森 忠俊委員：あとエレベーターの乗降口もしっかりと考えないといけないと思います。歩道

を６メートルに広げるのに、店舗側に乗降口を設置してしまうと無駄になってしまいます。

　あと、配布されたパース図について、黄緑色で着色されているところは植栽ですか。

事務局：現段階では植栽になるか、モニュメント等を設置するかといった修景スペースとい

うことで考えております。

森 忠俊委員：現在の植栽は雑草が生えていて景観的に良くないので植栽は必要ないと思い

ます。また、駅側にエレベーターを設置すると、現在店舗があり、影響があると思いますが、当

該店舗とは協議したのですか。

事務局：事務局としても店舗への影響は懸念しております。店舗前にエレベーターが設置さ

れると、スペース的には歩道が６メートルでエレベーターが３メートル程あり、残りの３メー

トル程が歩行空間となります。こちらについては、商工関係の方と今後協議をしていきます。

森 忠俊委員：駅側のエレベーターのところの店舗はなくならないということですね。出ると

きに狭かったらどうするのですか。

事務局：ペデストリアンデッキに降り口を設置するということで、交通広場の中心だけに設

置してしまうと周辺の回遊性が生まれないことから、歩道にも降り口を設置するということ

になったのですが、それによって部分的に歩道が狭くなってしまうのはやむを得ないと思い

ます。

森 忠俊委員：再整備にあたっての予算的な目途はまだついていないのですか。

事務局：現在の案でおおよその概算額が算出されておりまして、約５億円となっております。

エレベーター１基が約３，０００万円となっております。

森 忠俊委員：歩行者デッキはいくら位ですか。

事務局：事務室に資料がございますので、今持ってまいります。

村上委員：どうしても駅前に急用がある場合、一般車は一時駐車のような形になると思うの

ですが、そのような場合でも停めてはいけないのでしょうか。

阿部会長：一般車の５台分は駐車ではなく、停車用となっておりますので、そのような場合は

広場の中には入らずに余裕のある場所で駐車するのが原則となっております。そうしないと

周辺の商業の活性化にもつながらないですよね。

村上委員：また、特に通勤通学の時間帯ですが、少なくともその時間帯には何らかの規制をし

ないと、現在、非常に危険な状態となっております。そのために歩道に自転車のレーンを設け

る必要があると思います。駅から消防署までの区間を我々がしっかり整備することが大切で

す。

阿部会長：広場の中の自転車の走行についての事務局の考え方をお聞かせください。
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事務局：駅前広場に自転車通行帯を設けている自治体はございません。昨今、都心の自治体で

は自転車の押し歩き条例を作っている自治体もございます。ただ、条例化までは難しいので、

いわゆる押し歩きのルールを設定していきたいと考えております。

須藤委員：フェイスビルの前のエレベーターホールですが、せっかくエレベーターホールが

設置されているのに階段になっており、最近人通りも多くなっているのに邪魔にならないか

心配です。

事務局：以前の案では、階段は片側だけに設置の予定でしたが、それだと階段と逆側に行く人

にとっては階段を降りて逆方向に行かなくてはならないという意見があり、両側に設けた形

となります。階段自体は６メートルの歩道幅員に対し、３メートル以下の幅員になりますので、

そこまで支障があるとは考えておりません。エレベーターについては、乗ったところから降り

るというものではなく、例えばフェイスビルに正対して乗った場合、正面に出るのではなく、

左右から出るようなものを設置し、歩道の通行に支障の少ないものを検討しております。

須藤委員：現況３メートルの歩行空間は取れるということですね。

事務局：現況幅員３メートルは確保できます。

吉川委員：事務局案は非常にいいプランだと思います。気になった箇所としては、この協議会

は、もともと駅のロータリーが狭いということから始まり、案では６メートルの歩道が確保さ

れた訳ですが、駅側の角のところが狭くなっており、せっかく歩道が広くなってもこの部分で

すれ違いが厳しくなってしまうのではないかと思います。線路沿いの道に向かう細い道路は

バスも通らないので、もう少し歩道を広げられるのではと思います。

　もう一点は、現在、チェリープラザのところから広場の中に入る横断歩道があり、広場には

喫煙所が設置されています。あそこに横断歩道があっても、誰も広場の中には行かないのでは

ないかと思われがちですが、結構利用されている方もおり、分煙化が進んでいるなと思ってい

たのですが、喫煙所はなくしてしまうのですか。

事務局：環境政策課との調整の中では、基本的にはロータリー内に設けたいという意見があ

ります。

吉川委員：いずれにしても横断歩道はなくしてしまうのですよね。

事務局：この中に入る必要性がなくなりますので横断歩道は廃止します。例えば歩行者デッ

キの一部を拡幅して、その一角に喫煙所を設けるといったことも検討しております。

事務局：それから歩道の拡幅についてですが、どうしてもバスの軌跡を有効にとりたいとい

うことで、歩行空間がいびつな形になっていて、それにシェルターを設置すると図面のような

形になり、現在はシェルターの脚が歩道の中央の方に設置されていて、歩行空間が狭くなって

しまっているのですが、新規のものについては、車道に近い方に脚を設置し、シェルターの下

も通行することができますので、そこまで支障はないのかなと考えております。

　そして、バス停のベンチについても、既存のものはしっかり腰を掛けるものを設置しており

ますが、新設のものについては、できるだけ簡易的なものに変更し、通行のスペースを確保し

ていくようにいたします。
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吉川委員：先程、予算のお話が出ましたが、これ以上費用を増やすということをおそれずに言

えば、デッキの上とデッキからの階段のところに屋根があった方が良いと思います。

阿部会長：歩道の拡幅の件については、バスの軌跡によって図面のようにせざるを得ないの

ですか。ゼブラゾーンと歩道の取り合いで、なんとか歩道を広くすることはできないのですか。

事務局：駅側は厳しいですが、大和屋ビルの付近は多少できるかもしれません。

阿部会長：実施設計の段階で再検討をした上で、なるべく歩道が狭くならないような形でお

願いします。

清宮委員：事務局案は素晴らしいと思います。再確認ですが、地下貯留槽は今後どのようにす

るのでしょうか。

事務局：貯留槽については、残す施設として検討しております。ただ、上物の部分が老朽化し

ておりますので、広場の再整備に併せて交換をしてまいります。

阿部会長：事務局の方で先程、森 忠俊委員より意見のございました予算の内訳の件について

はどうでしょうか。

事務局：まず、歩行者デッキが約１億７，０００万円、シェルターが約５，７００万円、エレ

ベーターが３基で約９，０００万円、歩道の拡幅やベンチ、街灯等の施設関係で約１億８，０

００万円、合わせて約５億円になります。できるだけ財政を圧迫しないように補助事業等を積

極的に取り入れていきたいと考えております。

森 忠俊委員：東京オリンピック等があり、人や物が足りない等、どこの自治体でも何かを造

るとき、期限に遅れてしまうことがありますよね。そういうことも含めて、本当にできるのか

なと思うのですが。

平木委員：普通の工事の工期で積算すればわかりやすいですが、これは広場を使用しながら

の工事となるため、工期に見合った積算が必要となるのは素人でもわかります。今おっしゃら

れた概算額は３年間という工期を前提とした上で見積もった数字ですか。

事務局：事業費については前後する可能性もございますが、工期を考慮した見積となってお

ります。

代理　黄地氏：バスバースの改修につきましては、前回提示いただいた案から変更はござい

ませんので、特に問題はありません。実施設計の段階でご相談させていただく問題になると思

うのですが、事務局案ですとバスが斜めに停車し、発車する際に車体が歩道側にやや入ってく

るのですが、その際、シェルターに接触しないようにシェルターの柱や屋根、エレベーターの

位置を考慮していただければと思います。

代理　池上氏：非常に煮詰まっていい案になっていると思います。タクシー事業者としては、

前回の協議会でもお話しているのですが、夜間だけでなく、工事期間についてもタクシーの待

機場所の確保をお願いいたします。現在、事務局案では８台分のスペースを確保していますが、

これが全て出てしまうと、補充されるまで５～１０分かかってしまいます。
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林 競委員：事務局案は素晴らしいと思います。バス事業者としましては、実施設計に向けて、

事務局と連絡をしっかりと取っていきたいと思います。

香取委員：すばらしい案をご提示いただき、本当にありがとうございます。特に意見はないの

ですが、昨今、電車を利用される方で、車椅子を利用されている方が非常に多くなっておりま

して、改札から出るとエレベーターがないものですから、０番線や１番線で降りた方も２番線

にご案内して、隣接しているオリジン弁当の裏の駐車場から鍵を開けて出ている状況となっ

ております。エレベーターが設置されると非常に助かりますので、できるだけ早急に造ってい

ただけると助かります。

事務局：エレベーターについては、南口にも来年度設置する方向で進めております。

香取委員：南口のエスカレーターについては、市より鍵をお借りして、一旦停止して降ろして

いる状況であり、結構危ないんですよね。

代理　石田氏：私は規制担当なのですが、今後、市の方と細かいところにつきましては協議し

ていくことになりますので、よろしくお願いします。

代理　小林氏：先程、一般車の駐車についてお話がありましたが、あくまでも予定なのですが、

来年度に駐車監視員を配置することを予定しております。

櫻井委員：利用者の立場から見ますと、先程、吉川委員よりお話がありました歩行者デッキに

屋根を付けるという意見ですが、私も賛成です。雨や風、雪にも対応できればと思います。

　それとデッキの幅は６メートルくらいですか。

事務局：６メートルくらいになります。

櫻井委員：もう一点ですが、和光ビルから駅の方に向かうとき、車道を通りますが、ここが現

在、カラー舗装になっており、歩行者がそのまま車道に出ないよう、視覚的に歩車分離がわか

るようになっております。この図面を見る限りでは黒舗装になっておりますが、こういったも

のは実施設計の中で取り入れていくのでしょうか。

事務局：確かにこの図面を見る限りですと、車道を歩行者が横断する形に見えますが、実施設

計の中で車道を歩行者が横断するのではなく、歩道を車両が通行するような形にしたいと考

えております。

阿部会長：広場の中の法律的な速度制限はあるのですか。

代理　石田氏：駐車禁止の規制はかかっていますが、速度規制はかかっていません。

吉川委員：そのお話に付随して、ロータリー内は、看板等で車両の優先順位を明示した方が良

いと思います。

事務局：一般車については、バスバースの方の通行帯は進入禁止にできると良いのですが、

駅の両側に２本車道があるため、排除することはできません。そのため、標示等で入ってこな

い工夫をしていきたいと考えております。

8



戸田委員：本日出た意見は、１２月議会でも議員から同じような質問が出ることが想定され

るので、それに答えられるよう準備を進めていただけたらと思います。よろしくお願いします。

阿部会長：一般車が長時間駐車する可能性がありますが、その辺の対策は考えていらっしゃ

るのでしょうか。あるいは今後考えるのでしょうか。

　また、バス事業者以外のマイクロバス等の乗り入れについては、どのように取り扱っていく

のでしょうか。規制等は掛けるのでしょうか。

事務局：まず、一般車の駐車禁止の関係ですが、現在、公安委員会にご相談させていただいて

いる中では駐車帯としての区画は設置できない、そうでないと取り締まりもできないという

意見をいただいております。それでは、取り締まりはどうやって行うのかというと、先程もお

話がありましたとおり、監視員を配置して行うということでした。

　それからバス事業者以外のバスについてですが、公安委員会の見解としては、路線バス以外

の、いわゆる盲学校のバスであるとか、病院関係のバス等の専用の通行帯を設置することはで

きないという見解でした。そういった車両については、一般車両の一部として利用していただ

くことになります。それでは中央のバスバースはなぜあるのかというお話になってしまいま

すので、事務局としても、これは詰めていかなくてはいけない問題と考えております。

　事務局としては、路線バス以外の盲学校のバス、病院の送迎バス、学校のスクールバスが混

在しないよう整備したいという考えがございますので、そのために中央の１バースを利用し

たいと考えております。

阿部会長：許可をするということではなくて、そういった専用のバースを確保するというこ

とですか。

事務局：専用のバースを設けると、ある程度のルールづくりをしていかなくてはならないと

考えております。条例化ができれば一番いいのですが、条例化をするとなると、それ以外にも

駅前広場全体の条例を作ることになりますので、まずはルール作りをしていきたいと思いま

す。ハード面もそうですが、そういったソフト面も今後調整していかなくてはと考えておりま

す。

阿部会長：何か標識を立てている業者もありますよね。そういったものも、ルールの中で整理

していかなくてはいけないと思います。

吉川委員：お願いがあるのですが、商工会の理事会の中でも再整備のお話が話題になってお

り、皆様が様々な立場で、色々なご意見をお持ちのようなので、先程、商工会との協議というお

話がありましたが、ロータリーに接する商店やお住まいの経営者の方々には個別もしくはま

とまって、今の段階で、こういう方向で進めてますというご説明を一度行政の方からしていた

だければと思います。

阿部会長：そういった機会というのは考えているのですか。

事務局：まずは大きい案でございますので、商工連絡協議会で協議させていただいて、それを

ふまえて、周辺商店会にご説明したいと考えております。個別というと数がありますので、ま

とまった段階で進めさせていただきたいと考えております。今までの商店会の会議の中で、説

明を求めるような依頼があったということですか。
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吉川委員：そういった話が進んでいるという話が出たので、まだ素案が固まっていないとい

うことで説明し、ある程度素案が固まった段階でお話いただければということでした。

事務局：商工会の関係については、こちらでも把握しきれていない部分があるので、一度事務

局を通してから今後の流れについて検討していきたいと思います。

平木委員：商店会への説明については、事務局としては市議会対策の予行練習だと思って、い

い機会と捉えて望んでほしいと思います。

村上委員：句碑については、デッキの上に設置してほしいです。今までのように隅の方にある

のではなく、目立つようにしてほしいです。

阿部会長：最後に都市部長よりお願いします。

事務局：本日は様々なご意見をいただきました。これからはいただいたご意見を踏まえなが

ら、説明等も充分に行った上で、この案に沿った広場の整備を行っていきたいと思います。整

備費もかなりかかりますので、国からの補助金等もいただきながら整備を進めていきたいと

思います。ありがとうございました。

（２）その他

事務局：次回の協議会につきましては、先程もお話がありましたが、平成２７年３月を予定し

ております。また日程が決まりましたら、改めて通知をさせていただきたいと思います。

　また、本日の報償費のお支払いにつきましては、９月の下旬頃を予定しております。振込日

が確定しましたら、案内文を通知させていただきます。

３．閉会

事務局：以上をもちまして、平成２６年度第１回四街道駅北口広場管理運営協議会を終了と

いたします。本日はありがとうございました。
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