
平成２７年度第１回四街道市都市計画審議会　会議録

日 時 平成２７年１１月１１日（水）　　　１４時００分～１７時００分

場 所 四街道市保健センター ３階 第２会議室

出 席 者

芦沢哲蔵、宮森直人、木津利矩、戸田芳徳、清宮一義、斉藤耀一、成田芳律、

（印旛土木事務所長）勝股稔、（千葉県四街道警察署長代理）小林誠、

吉田　義明、田井　裕之

佐渡斉市長、勝山博昭都市部長、飯田好晃都市部次長、

黒田弥都市計画課長、東條栄下水道課長

（都市計画課）　花島健治副主幹、齋藤利佳子主査補、末次雄一郎副主査　

（都市整備課）　古山明夫主幹

（道路管理課）　青木洋昌主査、小林大伸副主査

（下水道課）　島津幸治主査

【会議次第】

１． 開会

２． 会長挨拶

３． 市長挨拶

４． 会議録署名人の指名

５． 議事

諮問第１号　四街道都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

（千葉県決定）

諮問第２号　四街道都市計画 区域区分の変更について（千葉県決定）

議案第１号　四街道都市計画 用途地域の変更について（四街道市決定）

議案第２号　四街道都市計画 高度地区の変更について（四街道市決定）

議案第３号　四街道都市計画 地区計画（もねの里地区）の変更について（四街道市決定）

議案第４号　四街道都市計画 地区計画（めいわ地区）の変更について（四街道市決定）

議案第５号　四街道都市計画 地区計画（池花地区）の変更について（四街道市決定）

議案第６号　四街道都市計画 道路の変更について（四街道市決定）

議案第７号　四街道都市計画 生産緑地地区の変更について（四街道市決定）

議案第８号　四街道都市計画 下水道の変更について（四街道市決定）

６． その他

７． 閉会

（委　員）

（事務局）
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【会議概要】

４． 会議録署名人の指名

芦沢会長が会議録署名人に成田委員と田井委員を指名し、決定した。

５． 議事

諮問第１号　会議の結果、原案どおり決定となった。

諮問第２号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第１号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第２号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第３号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第４号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第５号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第６号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第７号　会議の結果、原案どおり決定となった。

議案第８号　会議の結果、原案どおり決定となった。

６． その他

特になし
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【会議経過】

① 会議録の作成について、発言者名を明記することに決定

② 議事に入る前に、佐渡市長より諮問文２件、付議文８件を芦沢会長へ提出

③ 芦沢会長より公開、非公開を諮り、異議なしで公開決定（傍聴者０名）

④ 議題

諮問第１号　四街道都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

　　　　（千葉県決定）

　変更理由　

諮問第２号　四街道都市計画 区域区分の変更について（千葉県決定）

　変更理由

上記２件を事務局より内容説明

⑤ 諮問第１号～諮問第２号の質疑および議決

議長（会長、以下同じ） 質疑を行いたい。質問、意見はあるか。

吉田委員 　　（諮問第２号　新旧対象１-9の人口フレームについて）

議長　　

事務局（花島）　

　状況

日本創生会議が発表した、消滅する可能性のある人口（自治体）について、そのリストをもと
に四街道市近隣を見渡し検討した。よそ（自治体）が消滅すると、四街道市に人口の流入が
あるのではないか。平成２７年が都市計画区域内では８６０００人、平成３７年でも同じで変わ
りない。変わらない数字でいいのか。子育てしやすい我が市の方へ、移住する方が増えるの
ではないか。

日本創生会議で分析したのは、人口移動について。二つの要因が絡めてあると思われる。
一つは出生率が減り人口が減少する。もう一つは大都市等に流出する。両方の点を基に将
来を予測している。それを踏まえての話かと思う。

（将来人口は）おおむねという表現で「整備開発保全の方針」を行っている。将来的な変動が
あった時には、課題としてとらえる。

　平成２３年度の都市計画基礎調査の結果等に基づき、将来人口の見通しや高齢化の進展等、
社会経済情勢の変化などの状況、さらに、「都市計画見直しの基本方針」の「都市づくりの基本的
な方向」等を踏まえ、都市計画の目標、目標年次、人口フレーム等に関連する変更を行うものであ
る。
　一方、第５回見直し以降の市町村総合計画等の変更、都市計画の変更、土地利用の動向や都
市施設の整備状況等の動きを踏まえ、変更を行うとともに、平成１８年５月の都市計画法の改正等
を踏まえ、必要な事項を適切に位置付けるものとする。

　平成２３年度の都市計画基礎調査の結果等に基づき、将来人口の見通しや高齢化の進展等を
踏まえ、目標年次、人口フレームの変更を行うものである。

　県では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、現在５１都市計画区域４８市町村で、土
地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する都市計画を定めており、このうち「市街化
区域及び市街化調整区域との区分」である「区域区分」については、昭和４５年７月の当初決定以
降５回の見直しを行い、現在２２区域２６市町で定めている。
　また、平成１２年の都市計画法の改正により創設された「都市計画区域マスタープラン」につい
て、５１都市計画区域で変更や策定が行われてきている。
　現在、社会経済情勢の変化に対応した都市計画の取り組みが必要となってきていることから、昨
年７月に県が都市計画見直しの基本方針を策定し、平成２７年度を目途に都市計画の変更を行う
こととしている。
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吉田委員　　

斉藤委員　　

事務局（花島） 内容的に実質的には変更なし。表現の変更を行った。

斉藤委員　

事務局（花島）

田井委員

議長

事務局（東條）　

田井委員　

事務局（勝山）　

田井委員　

事務局（勝山）　

資料の１１ページと１３ページ。ｂの商業地、四街道市周辺地区と、従来の駅前地区、北側に
隣接する地区、これは似たような文言かなとは思うが、ニュアンスの違いと、１３ページのアの
四街道駅周辺地区という表記がある。どこがどうなのか。

おそらく人口は減ると思う。維持または増やそうと思ったら、若い子育て世代の転入・定住の
ための調査・研究をかなり本気で取り組まないといけないのではないか。それは別途考えた
ほうがよい。

今の計画上では、１時間最大５０ミリまでの雨水が排水できるとしている。

これは単なる人口のフレームということだけの話である。人口が横ばいであるのか増えるの
か。四街道は対策を練る必要があると思うので、ご配慮していただきたい。

これは県の計画であり、もう少しきちっとした内容、より具体的な計画については市の方で
作っているのではないか。

鹿島川は佐倉市の上流にあたる。地域界域に影響ない範囲で上流域として何ができるのか
を考慮しながら対応できる範囲内で計画している。水を貯めて、時間差をもって徐々に放流
していく、そのための貯水槽である。また、国の補助金には基準がある。範囲内で行ってい
る。

地球環境が変わってきている。どうせやるんだったら費用も捻出するわけだから、多少のいわ
ゆるＵＰを見込んでやるのがよいのではないか。

下水道の話、いわゆるゲリラ豪雨対策。四街道市として大きな問題とは思うが、その辺の取り
組みがわかるように書いてあってもよいのではないか。総合計画の方できちんと取り組んでい
るからよい、都市計画は変更もいろいろあるし、ということで理解してよいのか。

総合計画にも記載されている。文化センター駐車場の下の貯留槽の確保とか、西中のグラウ
ンド下の貯留槽については、総合計画においても記載されて、位置づけられている。「整備
開発保全の方針」についても記載されている状態である。

集中的な豪雨、雨量は年々上がっている。この計画ではどのくらいのキャパシティがあるの
か。市の計画水量は、どの程度なのか、２倍なのか３倍なのか、人口キャパしかないのか。そ
れをお聞きしたい。

ゲリラ豪雨だが、１時間当たり最大５０ミリ、これはどこの自治体でもこれで計画をしている。四
街道市については、下流域への影響を考慮しないと、下流域の千葉市、あるいは佐倉市が
溢水してしまう。現在は、下水道の整備の指針では１時間当たり５０ミリになっているので、ど
この自治体もこれで整備を進めてきている。

現実に四街道では大雨が降ると道路は冠水する。部分的には直しているが、工事をやるから
には多少考えて行っているのか。それとも県で決めている数値か。

整備するにあたっては、国からの交付金、助成をいただいて整備をする。国の方で１時間５０
ミリと定められているものを倍にすると、設定過剰だということになって、補助対象にならない。
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木津委員

議長 事務局から回答を

事務局（花島）

議長 他に意見はないか。それでは、議決を行いたい。

議長 諮問第１号　千葉県決定にかかわる「四街道都市計画　都市計画区域の整備、開発

（６）空き家である。

（７）「予定」と記載をしており、時期については非常に微妙な部分があるが、記載方法が（見
直し）マニュアルにもあり、ご理解いただきたい。

（８）箇所数の変更は、土地区画整理事業に伴う変更であり、事業計画に基づいている。

（１）バリアフリー等については、非常に重要な考え方で、記載はされていないが考え方として
はある。また、千葉県の基本理念として県内で同じ記載としている。

（２）、（３）この項目での記載はされていないが、他の項目で産業関係の記載をしている。ま
た、本区域の基本理念については、市総合計画等と整合を図っている。

（４）国道５１号については、国の直轄事業で４車線化及び歩道の拡幅が予定されている。

なお、現在は吉岡十字路の暫定整備工事が予定されており、整備がされることにより渋滞の
緩和が図られると考える。

（５）緩衝緑地については、新旧ともに記載しており、事業者が周辺住宅地に配慮し設置する
ことになると考えている。

（２）４ページ　旧には「人々の暮らし支える新産業の振興」という項目が入っているが、新しい
方にはその考え方はない。

（３）１１ページ　左側では工業地となって、ここでは工場用立地の関係が記載されているので
すが、最初の４ページの方では新しい方から抜けている。これは後のほうで触れているからと
いうことで抜けているのか。

（４）９ページ「３．１）②広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関する方針」等
中で、５１号線の話が出ている。千葉市は４車線できれい。ところが四街道市はまだ整備され
ていない。周辺環境を保全する意味でも、車をスムーズに流した方が環境上いい。現在渋滞
を起こしている所の整備は、早めの整備を進めていく形をとっていただければと。いずれは
整備されると思うが、いつのことやらと思うので、ご留意いただきたい。

（６）１４ページ　「③aアにある、既存ストック住宅」とはどのようなものを指すのか。

（８）３１ページ　公園緑地等の施設緑地について
街区公園と都市公園（緑地）があって、旧のほうでは街区公園だけだったのだが、もねの里
地区が２．３倍、成台中地区が３倍、鹿渡南部地区が１／３となっている。これで周辺住民の
方はどのように感じるのかという気がする。街区公園と都市緑地は違うからということだけでは
ちょっと。こういう意見はなかったのか。不思議に思う。

（５）１２ページ　「住宅地」の後では、住宅地と工業地との間には緩衝地帯を置くようなことが
書いてあるし、１１ページの左下のほうには書いてある。工業地と住宅地が接近すると、どうし
ても公害問題が起こりやすいので、緩衝地帯を十分に取っていただけるような配慮をする書
き方ができなかったかと思う。道路の一部ではなく、緑地公園等で緩衝地帯を設けた方がよ
い。すべてできるとは思わないが、そういう考え方も入れ込んでもらえればと思う。

（７）２４ページ　「ｃ主要な施設の整備目標」と書いてあるが、ごみ処理施設については反対
等があって進まない。ものすごい時間と労力がかかる。おおむね１０年以内に着工と書いて
大丈夫なのか。もっと緩やかな書き方のほうがいい。

（１）１ページ目に、旧には「バリアフリー」があった。現在、欧米化が進んでいるし、車いすの
利用者もどんどん増えている。公共施設周辺、駅だとかいろんなところでバリアフリー対策を
通していると思われる。（新には入っていないので）どうかなと思う。
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及び保全の方針の変更」について、原案のとおり承認することに異議はないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、諮問第２号　千葉県決定にかかわる「四街道都市計画　区域区分の変更」

について、原案のとおり承認することに異議はないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。
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⑥ 議題

議案第１号　四街道都市計画 用途地域の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

議案第２号　四街道都市計画 高度地区の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

議案第３号　四街道都市 計画地区計画（もねの里地区）の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

議案第４号　四街道都市計画 地区計画（めいわ地区）の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

議案第５号　四街道都市計画 地区計画（池花地区）の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

議案第６号　四街道都市計画 道路の変更について（四街道市決定）

　変更理由　

　もねの里地区は、物井特定土地区画整理事業により計画的な基盤整備が進められている。
平成２７年度に事業計画変更（第８回）が行われることにより、区画道路の計画の一部が変更す
るため、区画道路の線形に合わせて、また、第二種低層住居専用地域の一部は、戸建て住宅
が計画されたことにより土地利用が明らかになったため、用途地域の変更を行うものである。
　都市計画道路３・４・３四街道駅和良比線の区域内の一部を行政財産から廃止したことに伴
い、認定道路幅員の変更が生じ、都市計画道路の線形が一部変更するため、第一種住居地
域と第一種中高層住居専用地域の用途界の変更が生じるために変更を行うものである。
　めいわ地区は、平成２２年度に地区計画を変更し、低層住宅の立地の誘導を図ってきた地区
であり、平成２５年より宅地の分譲が行われ、戸建て住宅が計画された区域である。
　戸建て住宅が計画されたことにより土地利用計画が明らかになったため、第一種中高層住居
専用地域から第一種低層住居専用地域へ用途地域の変更を行うものである。

　用途地域の変更に合わせ、適正かつ合理的な土地利用を図るため、高度地区の変更をする
ものである。

　もねの里地区においては、土地区画整理事業により計画的な基盤整備が行われていて、平
成２７年度に事業計画変更（第８回）が行われることにより、区画道路の計画の一部が変更する
ため、区画道路の線形に合わせ、また、土地利用が明らかになった区域の変更に併せて、地
区整備計画区域の変更を行う。

　本地区の一般住宅地区Ｂについては、低層住宅の立地誘導を図ってきた地区であり、戸建
て住宅が計画されたことにより土地利用計画が明らかになったため、一般住宅地区Ａ及び一
般住宅地区Ｂから一般住宅地区に変更する。

　本地区の利便地区における未利用地について、計画的な商業及び業務地としての土地利
用及び施設配置により、良好な住環境の形成を図るため、社会・経済活動の現況及び将来の
見通しを踏まえた規模の施設を誘導することから、利便地区の一部を利便地区Ｂへ変更する。

　都市計画道路３・４・３号四街道駅和良比線は、事業の施工に当たり、本線と隣接する土地に
高低差があるため、副道及び擁壁の整備を実施したところであるが、副道における一部の擁壁
実施予定箇所については隣接地の将来的な利用を勘案し、実施しなかったため、余剰地と
なった。
　余剰地となっている都市計画道路内の一部について、隣接地権者から行政財産の用途廃止
申請及び払い下げの要望があった。
　この余剰地については、現在道路としての機能がなく、今後の道路整備計画上も支障がない
ことから、都市計画決定の変更を行うものである。
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上記６件を事務局より内容説明

⑦ 議案第１号～議案第６号の質疑および議決

議長 質疑を行いたい。質問、あるいはご意見はあるか。

田井委員　

議長 それは本件には入っていない項目では。

田井委員　 せっかくの機会だからお聞きしたい。すでに時間が経っているから入っているとは思うが。

事務局（飯田）　

吉田委員　　

議長

吉田委員　

事務局（末次）　

議長

吉田委員　

事務局（花島）

議長 他に質問は。

斉藤委員　　

この地区を変えたいという趣旨は分かるが、該当するこの小さなところの面積はいか
ほどあるのか。或いはいろいろ都合があったから払下げなのか。この用途面積でこの
小さなところを、なんぼするんじゃろうと。そういうところを示されないとちょっと
検討しようがない。

最初に言われた２－６の図が虚偽ということか。

２－６の図で示す場所はこれでよろしいのか。その場所の面積は。

２－６の図は用途地域の図で、都市計画道路から２５メートルのところに緑色と黄色のライ
ンが入っている。６－２、こちらが都市計画道路の変更である。委員が言った現地は６－
２、こちらだと思われる。変更部分の面積は84.46㎡である。

図２－６は道路の境界線から一定距離離れたところで用途界があり、道路とはずれてい
る。

面積についてはわかった。どのくらいで売られるということか。

議案６だが、結果的に余剰地ができたということだが、そもそも擁壁計画は必要だから計
画していたのではないか。

和良比地区だが、駅前から和良比まで水道の本管が入っていないと聞いたことがある
が、今は入っているか。

都市計画の変更後、道路法に基づく区域変更を行い、売買契約となるため、現時点では
金額は決定していない。

上水道の整備は市街地なので、行われているものと考えている。場所については、後日
窓口に来ていただければ個別に対応する。

同じく和良比地区のことで、資料の２－６のカラーの地図があって、新旧と。これは私、現
地も見に行って公道の上から見た。私有地には立ち入らなかったのだが、この図は虚偽
ではないかと。これで審議しなさいというのは乱暴な話じゃないか。それと、同じく後ろの
方に６－２があって、こちらの方が当たっていそうな気配する。
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事務局（花島）　

議長 ほかに意見はないか。それでは、議決を行いたい。

議案第１号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画用途地域の変更」について、

原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、議案第２号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画高度地区の変更」

について、原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、議案第３号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画地区計画（もねの里地区）

の変更」について、原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、議案第４号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画地区計画（めいわ地区）

の変更」について、原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、議案第５号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画地区計画（池花地区）

の変更」について、原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

議長 続いて、議案第６号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画道路の変更」について、

原案のとおり承認することに異議ないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

当初、昭和３８年に副道なしで計画決定していた。その後、昭和５９年に副道ある形で都
市計画変更した。隣接地所有者が事務所併用共同住宅を建築するということで、その建
築に伴って擁壁が不要となった。
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⑧ 議題

　　　　　事務局より内容説明

　変更理由　

⑨ 議案第７号の質疑および議決

議長 では生産緑地の質疑をお願いする。

斉藤委員　　

事務局（末次）

斉藤委員　　

事務局（末次）　そちらは生産緑地ではない。

清宮委員

事務局（末次）　

清宮委員 了解した。

議長 ご質問・ご意見等はないか。では、質疑等が出尽くしたようなので、これで議決を行いたい。

それでは、議案第７号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画生産緑地地区の変更」

について、原案のとおり承認することに異議はないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

⑩ 議題

議案第８号　四街道都市計画下水道の変更について（四街道市決定）　　事務局より内容説明

　変更理由　

⑪ 議案第８号の質疑および議決

議長 では下水道の質疑をお願いする。

吉田委員　　

大日の生産緑地７－４についてだが、この後ここはどうなるのか。放置されることになるの
か。

行為の制限とは建築物の新築・改築、宅地の造成などが制限されるが、これらの行為制
限が解除されるので、有効利用がされると思われる。

今回解除されるところは黄色の部分であるが、右下（建築物が建っていない白い土地）も
生産緑地だと思うのだが、同じ方が所有されているのか。

生産緑地は７３地区から７２地区になるとのことだが、この２地区のうち、１つしか減らない
のか。

物井地区については一部解除となるので、地区としては残る。大日のみ全解除となる。

「浸水の防除を図るものである」と断言してある。防除というのはパーフェクトみたいなニュ
アンスがある。浸水の防除ではなくて、もうちょっと違う文言でいった方がよいのではない
か。

　生産緑地法第１４条により行為の制限が解除され、生産緑地地区としての機能が失われた
ため、２６号地区ほか１地区について都市計画の変更を行うものである。

　萱橋調整池を都市計画施設として位置づけ、浸水の防除を図るものである。

議案第７号　四街道都市計画生産緑地地区の変更について（四街道市決定）　

昨年の７月１９日に四街道排水区あたり全域に、時間毎１００ミリ超えというものが
起きたことがある。今年も、四街道市でも７月３日に千葉市の稲毛区で４５ミリ。そ
のときに四街道市消防本部によると、住民から床下浸水の通報が数件あって、それか
ら市危機管理室によると２０か所で道路が冠水し、６か所で通行止めになったとの報
道が、毎日新聞でされている。

-　10　-



事務局（東條）　

議長 いかがか。

吉田委員　　

事務局（東條）　

議長 よろしいか。

吉田委員　　

事務局（東條）　

議長 他に何かあるか。

清宮委員　

簡単な算数を示してもらいたい。バイパス管というのはパイ（=直径）が何ぼあるのか。エ
ル（=長さ）が９５０というのはわかるが。

バイパス管(の直径）は１１００ミリから１８００ミリを考えており、最上流は１１００ミリ、調整池
直近は１８００ミリと考えている。

不親切である。一般の私のような市民にものを教えるのに、何ｍ×何ｍ。
５０ミリ×面積１７１．３ｈａに対して、時間降雨量が例えば５０ミリの場合、有効水深が何ぼ
の場合、何ぼまで持ちこたえられると。アバウト何割とか、何パーセントとか、そういう言い
方をしないと。普通の人は、この点で一つだけ言われても理解できない。
あらあら言っているのならいい。８０％とか計算があるというのなら。防除を図るといっても
いいと思うが。その数値がもっと低いのであれば、言い回しを防除というのではなくて。防
除だと１００％近くに聞こえる。もう大丈夫という。だからそこを、いかがかということを申し
上げている。

あの、計画した当初は流出係数が0.53で今の断面ができている。で、検討し調査した結
果、当初よりも0.66に増えているという検討結果が出ている。将来、この計画は流出係数
0.73で計画している。時間は50ミリで変わらない。下流域に影響を与えないように調整
池、長さを計算してある。

細かいことで申し訳ない。ここの東関道（自動車道）の横というのは、ここは川が流れるか
らというのがあるのか。それとも川の容量がもう絶対的に少ないからか。これ１５１７ｈａに５
０ミリ降ったらどうなるか。それから、この横断？が詰まっているから流れないと、そういう
意味ではないのか。河川の能力がないから調整池へということか。川そのものの能力が
ないのか。
それと、ここは市街化区域、市街化調整区域か。

この６２００㎡、これは深さもわからないし、調整池の有効高さもわからない。降水
量を役所で５０ミリのように計算しているのかと推計している。それだったら、５０
ミリ降ったらこの調整池で何ぼの時間、対応することができて、下流に対して、ほん
とに防除できるのか。今年は４５ミリ、昨年は１００ミリ超というようなことがあっ
た場合、これやはり防除じゃまずい。もう少し緩和とか、もっとやわらかい方がよい
のではないか。この点、いかがか。

この事業は調整池だけではなく、その調整池に至るバイパス管も考えている。現在の四
街道雨水幹線は、昭和５３年に完成している。その時の状況と現在、市街化が進展し、
かなり浸透する面積が減っている。当時はよかったが、雨が降ると一気に雨水幹線に流
入してくる。水路そのものの容量が、今現在、足りない状況である。今後の計画について
は調整池に８５００トン溜める予定で、その上流に溢れる水を受けるバイパス管を約９５０
ｍ予定している。足りない分を受け調整池へ流れていく、そういう計画を持っているの
で、浸水の防除という表現でいいと考えている。
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事務局（東條）　

事務局（勝山）　

清宮委員　 下流に流下能力がないのか。

事務局　　 　…。

清宮委員　　 また後でいい。

田井委員　

事務局（東條）　文化センターの地下貯水施設については約２０００トンを考えている。

田井委員　　

事務局（東條）

田井委員　

事務局（東條）

議長

吉田委員　 　誤字のようなところ、用語の間違いが目についたので言わせていただく。

２－３（３）　ないものみなす→ないものとみなす

６－１　理由の４行目　　道路計画条→道路計画上

雨水槽というのはだいたい、どのくらいの大きさなのか。たとえば文化センターに雨水槽
（貯水槽）を作るが。

今ＪＲ鉄道の地下を掘って工事しているが、ここに何か、ちょっと聞くところによると、鹿渡
の方からこちらに流す。小名木っていうんですか、バスが止まっているから。あれは一か
所に集めるものなのか。

今行っているＪＲの下を抜ける工事だが、ガード下が道路冠水をするので、それを軽減す
るために、最終的にはみのり町のガード下まで埋設する。放流先については、小名木雨
水幹線、昔は小名木川といったのだが、雨水幹線に放流して、その先が鹿島川、最終的
には印旛沼で、そういうルートで流れていくようにする。

不思議に思っていた。小名木川は５１号、吉岡の方に抜ける。そちらの方が近いと思っ
た。吉岡にも流れているから。そちらの方に持って行った方が。わざわざそんな、バスの
ところを変更してまで、こっちに持ってくる必要はないのでは。いや、余分な質問かもしれ
ないが、この機会にと思ったから。

その管渠については、四街道市の雨水の事業計画に沿って順次行っている。今現在、
さちが丘１丁目までできている。そこから先は、あと３００メートルくらいでつながる予定で
ある。

よろしいか。ちょっと本論とはずれているので。他にご意見、質疑はあるか。

四街道は雨水幹線がゲリラ豪雨に耐えられない。道路冠水してしまう。別の道路に１０００
から１８００の管を設けまして。そのまま一気に下流側へ放流してしまうと、佐倉市側の方
で溢水してしまうので、溢水しないような範囲で、いったん調整池にストックして、そして
時間差を設けて流していく。先ほどの地下貯水槽と同様の方法で調整池を設ける。

浸水する区域は市街化区域内で、冠水が起きている。調整池の位置だが、東関東（自
動車道）の手前を考えている。調整区域については、冠水する状況は見られてない。こ
の東関東（自動車道）の手前に調整池を設け、流量を調整して、下流に溢れないように
放流するということを考えている。市街化調整区域に調整池を設ける。
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議長 議案第８号　四街道市決定にかかわる「四街道都市計画下水道の変更」について、

原案のとおり承認することに異議はないか。

各委員 異議なし

議長 異議がないようなので、原案のとおり承認することに決定した。

⑫ その他

議長 では、その他として、事務局から何かあるか。

事務局 なし。

⑬ 閉会

議長 議事がすべて終了したので、これをもって平成２７年度第１回都市計画審議会を閉会する。

会議録署名人 　　　　　成田　芳律

会議録署名人 　　　　　田井　裕之
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