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平成２３年度第１回千葉市公共事業再評価監視委員会議事録 

 

１ 開催日時  平成２３年１１月１１日（金）１８：３０～２０：３０ 

 

２ 開催場所  千葉中央コミュニティセンター８階 会議室 千鳥・海鴎 

 

３ 出 席 者 

（１）委員 

瀧 和夫   ［千葉工業大学工学部教授］（委員長） 

奥本 佳伸  [千葉大学大学院人文社会科学研究科教授]（職務代理者） 

芦沢 哲蔵  [帝京平成大学現代ライフ学部教授] 

菊地 端夫 ［明治大学経営学部准教授］ 

福田 敦   [日本大学理工学部教授] 

（２）事業所管局 

  （建設局） 

山田道路部長、永名道路計画課長、山本街路建設課長、田邊街路建設課担当課長 他 

（３）事務局 

   中村総合政策部長、柄本総合政策部参事、潮見行政改革推進課長 他 

 

４ 議  題 

（１）委員長の選任について 

（２）職務代理者の指名について 

（３）再評価の内容と対応方針（案）について 

   

５ 議事の概要 

（１）委員長の選任について 

委員の互選により、瀧委員が委員長に選任された。 

（２）職務代理者の指名について 

委員長より、奥本委員が職務代理者に指名された。 

（３）再評価の内容と対応方針（案）について 

都市計画道路事業 塩田町誉田町線（塩田町）について、千葉市対応方針（案）の説明及び

これに対する審議を行った。 
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６ 会議経過 

（１）開会 

（事務局） （開会） 

（総合政策部長挨拶） 

（委員紹介） 

 

（２）議題 

ア 委員長の選任について 

（事務局）  委員長の選任については、委員の互選により決めることとなっておりま

す。 

 どなたか、ご発言ないでしょうか。  

（福田委員）  委員長には、以前も当委員会の委員長を務めておられた瀧委員にお願いし

てはいかがでしょうか。 

（事務局） 

 

ただいま福田委員から、瀧委員との御推薦がございましたが、いかがでし

ょうか。 

（全委員） （異議なし） 

（事務局） 

 

 委員の皆様の、ご了承が得られましたので、委員長は瀧委員に決定するこ

ととします。 

 それでは、瀧委員長より、一言、御挨拶をいただければと存じます。 

（瀧委員長） 前回からの継続という形で務めさせていただきます。 

 私の気持ちの中には、公共事業はできるだけ１日でも早く計画どおりに進

めていただきたいという思いがあります。 

しかし、土地の歴史が古いなど、色々な問題が内在しているのも事実です。

このあたりも踏まえて、１日も早く事業が遂行できるような視点で見ていき

たいと思っています。 

委員の皆様にも是非、公平な立場での審議を進めていってほしいと思って

います。 

よろしくお願いします。 

（事務局） それでは、この後は、瀧委員長に進行をお願いしたいと存じます。 

 

イ 職務代理者の指名について 

（瀧委員長） それでは、議題（２）「職務代理者の指名」ですが、私の方から指名しま

す。 

 以前の委員会の内容をよく理解している方にお願いすることがよいと思

うので、以前に引き続き奥本委員にお願いしたい。 

（奥本委員）  お引き受けさせていただきます。 

（瀧委員長） ありがとうございます。是非よろしくおねがいします。 

 

ウ 再評価の内容と対応方針（案）について 

（瀧委員長） 議題（３）「再評価の内容と対応方針（案）について」、説明をお願いした

い。 
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（建設局）  都市計画道路事業 塩田町誉田町（塩田町）について、調書等により、事

業概要、進捗状況及び再評価の内容と対応方針（案）を説明。 

（瀧委員長）  今の説明について、質問等はないか。 

（福田委員）  まず、費用便益分析の内容について確認したい。費用便益分析の算定範囲

をどのように設定しているか教えてもらいたい。 

 また、平成１７年度の道路交通センサスに掲載されている平成４２年度の

ＯＤ表を使用し、便益を５０年間、年度ごとに計算していると思われるが、

平成４２年度以前の便益の算定はどのようにしているのか。 

（建設局）  費用便益分析の算定範囲については、本事業区間を中心に、主要道路で囲

まれた範囲を設定している。具体的には、都市計画道路磯辺茂呂町線と市原

市草刈西石広線で囲まれた範囲であり、湾岸軸に半径１０ｋｍ、大網白里方

面に半径４ｋｍで設定している。 

 便益の算定については、平成１７年度の道路交通センサスでは平成４２年

度の交通量データが公表されており、平成４２年以前、以後については、国

土交通省から同時に公表されている交通量の伸び率を使用して計算してい

る。  

（福田委員）  平成４２年度以降、人口は相当減少していくと思われるが、交通量の伸び

率はどのくらいか。 

（道路部）  平成４２年度以降、毎年度０．０１％づつ減っていくというデータを国土

交通省から得ている。 

（芦沢委員）  まず、完成年度が平成２８年度となっているが、現在までの進捗状況から

考えて、計画どおり完成するのか。 

 千葉中環状道路の概成とあるが、完成ではなく概成としているのは、どの

ような意味なのか。 

 費用便益分析の算定で、道路維持管理に関する費用が約２億円であるが、

どのような想定で算出しているのか。 

 便益として、走行時間短縮効果がかなり見込めるのではないかと思うが、

特に効果の出る場所はどの部分か想定できていれば教えてほしい。 

（建設局）  完成年度については、別事業であるが、千葉中環状道路に含まれる都市計

画道路新港横戸町線という延長２．６ｋｍの道路があり、総事業費約７４０

億円で整備を行った。この時は、年間約５０億円から６０億円の事業費を投

入していた。本事業は、この新港横戸町線の整備終了後、継続的に整備する

予定で立ち上げていたが、現在の市の財政事情から年間数億円しか事業費投

入の見込みがたたなくなっており、平成２８年度完成は難しい状況にある。

しかしながら、事業認可を平成２８年度まで取得していることから、現在の

完成予定は平成２８年度としている。 

千葉中環状道路の「概成」については、新港横戸町線、京葉道路・国道 

１６号、本事業区間、国道３５７号で接続された部分が千葉中環状道路であ

り、京葉道路・国道１６号は完成しており、国道３５７号は現在、市役所前

の部分立体交差化、主要交差点の立体交差化が進められている。また、国道

３５７号は、現在の４車線を６車線化する事業も立ち上がっている。このよ
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うな状況で、本区間が整備されることにより、千葉中環状道路が概ね完成す

ることから、概成と表現している。 

 維持管理費の算定については、市の土木事務所において同レベルの道路を

維持管理する費用を算定し、５０年分積み上げたものである。 

 走行時間短縮効果については、本市には、本路線と同じ方向軸で主要地方

道千葉大網線が通過しており、この道路の負荷が軽減されること、また、千

葉中環状道路が概成することで、市都心部に集中していた交通が分散される

ことにより走行時間短縮効果が図られると考えている。 

（芦沢委員） 

 

 本事業区間は、蘇我特定地区から少し離れているが、「本事業の起点に位

置する蘇我特定地区」という表現となっている。この表現で正しいのか。 

（建設局）  正確には、本事業の起点ではないので、「起点周辺に位置する」という表

現に訂正する。 

（奥本委員） 事業長期化の理由として、市の財政状況としているが、今後財政状況が好

転する見込みはあるのか。また、好転した場合には、本事業は現在より順調

に進捗するのか。 

（建設局）  道路部では、概ね３年から４年で事業が完了し、効果が表れるものに集中

し事業費を投資している。 

 財政状況が好転する時期であるが、平成２７年度が公債費償還のピークに

なることから、これを過ぎれば、道路部の長期計画で年間６億円から１０億

円の事業費を投資できると考えている。 

（菊地委員）  新港横戸町線では、地元の要望もあり、掘割構造部に蓋掛けをし、緑化等

の追加工事を実施しているようである。本事業でも、地元から同様の要望が

想定されるが、事業費の計算に追加工事の費用は含まれているのか。 

 また、新港横戸町線の追加工事の費用を教えてほしい。 

（建設局）  新港横戸町線は、全体事業費約７００億円で立ち上げており、道づくり協

議会など地元の意見を聞きながら整備した結果、緑化などの追加工事が発生

し、約４０億円の追加工事費が発生した。 

 本事業では、新港横戸町線で全体事業費に対し約５％の追加工事費が発生

したことを踏まえ、地元から要望されるであろうと想定される緑化等の追加

工事費は全体事業費に含まれている。 

（菊地委員） 費用便益分析の算定で全体事業と残事業の「総便益」が同じであるのは、

事業の進捗が用地取得のみであるからだと思われるが、全体事業と残事業の

「便益の現在価値」が若干異なるのは何故か。 

（建設局） 残事業の「便益の現在価値」の算定は、事業を継続した場合の「便益の現

在価値」から、事業を中止した場合に売却可能な資産・用地の現在価値を控

除するので、全体事業の「便益の現在価値」とは違いがある。 
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（菊地委員） 都市計画決定後は、建築制限があり、事業認可後は、基本的に新しい建物

等は建築できない状況で、地権者から買取請求が可能であると思う。 

また、「地権者から概ねの理解が得られている」としているが、事業が進

まない理由は、買取請求等があっても、市の財政状況から地権者の要望に応

えられていない状況があるのではないか。 

（道路部） 本事業は、事業認可を受けているので、地権者に買取請求権が発生する。

しかし、市職員が地権者に対して、事業内容等を丁寧に説明していること

から、地権者の理解は得られており、不満の声などはなく、買取請求は現在

のところない。 

（福田委員） 大気汚染や騒音に対する環境対策は、どのようなものを実施しているの

か。 

（建設局） 大気汚染、騒音対策については、「千葉市環境影響評価条例」の適用事業

ではないが、任意に評価をしている。 

大気中の二酸化窒素と浮遊粒子状物質は環境基準を満たしている。 

騒音については、一部環境基準を満たしていないことから、騒音防止効果

のある排水性舗装を適用することにより概ね満足する。 

このことから、大気汚染については、満足させられると考えており、騒音

については、工事発注後に地元と協議しながら、対応していきたい。 

（福田委員） 対応方針（案）の中に、緊急輸送道路とあるが、定義はあるのか。 

また、多重性、代替性とはどのようなことか。 

（建設局） 千葉県が県内で、既に供用している道路から指定しており、１次路線、２

次路線に分かれている。 

多重性、代替性についてだが、国道３５７号、京葉道路・国道１６号が緊

急輸送道路として指定を受けているが、この２本の道路は、ほぼ平行に通過

している。本事業区間は、この２本の道路を串状に通過していることから、

多重性、代替性が確保できると表現している。 

（瀧委員長） 本事業では、用地を何件買収するのか。買収する用地のなかに共有地で、

全国に所有者が広がっているなど問題のある用地はないか。 

本事業区域には、農地が多いと聞いているが、道路によって農地が分断さ

れることによる代替地の要望など農地に関する問題はないか。それに対する

対応策はあるのか。 

（建設局） 用地買収の地権者数は、９６名である。 

共有地は墓地が１件あり、３４名の共有である。 

共有地の処理については、主要地方道浜野四街道長沼線の整備で、共有者

数３１２人の墓地があったが、局内職員で割当をし、４年間で処理した実績

がある。この経験を踏まえ、今から準備をすれば、共有地の処理は可能であ

ると考えている。 

農地の対策については、代替地の要望などはなく、今のところ問題はない。

逆に、土地利用の観点から、周辺道路の拡幅要望のようなものが多い。 
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（瀧委員長） できるだけスムーズに用地買収ができ、事業が推進できるようにお願いし

たい。 

では、他に質問はよろしいか。 

質問は以上のようなので、委員会の意見を取りまとめたいと思う。 

市の対応方針（案）は「継続」だが、この点について意見等ないか。 

（全委員） （異議なし） 

（瀧委員長） それでは、当委員会は、対応方針（案）の「継続」に対し了承する。 

次に、これまでの皆さんの意見を踏まえて審議結果の答申（案）を事務局

に作成してもらいたい。 

答申（案）の作成中、しばらく休憩とする。 

（事務局） それでは、２０分ほどお時間をいただいて、答申（案）を作成したいと思

います。 

 （ 休 憩 ） 

 

（瀧委員長） それでは、事務局が作成した審議結果の答申（案）を説明いただきたい。

（事務局） 平成２３年度千葉市公共事業再評価監視委員会の審議結果について、答申

（案）を読み上げ。 

（瀧委員長） 答申（案）について、意見等はあるか。 

（福田委員） 「本事業の費用便益は」を「本事業によってもたらされる便益は」とした

方がよい。 

（芦沢委員） 「これらのことから」の「これら」は、その前の「東南部と臨海部の連絡

強化」、「蘇我副都心の育成が図られる」、「都心部の渋滞緩和」、「広域防災拠

点」を指している。以下のつながりから「これら」の内容は、費用便益分析

の算定に含まれていない効果を指すべきものであるが、「東南部と臨海部の

連絡強化」や「都心部の渋滞緩和」は、費用便益分析の算定に含まれている

効果であることから、「これら」に含まれない表現にするべきである。 

（福田委員） 芦沢委員の言うとおり、文章を入れ替えて、費用便益分析の算定に含まれ

ているものと、費用便益分析の算定には含まれていないが効果があるものに

分けるべきである。 

また、環境への配慮についての文言を追加するべきではないか。 

（芦沢委員） 「費用便益比は、算出された数値よりも高い」という表現は、費用便益分

析の算出に含まれていない効果を含めて、初めて基準を満足すると捉えられ

る可能性がある。したがって「費用便益比は、基準に則った計算方法で１．

０を超えているが、計量化しにくい効果まで含めて考えると、それを上回る

効果もある」というような記述にするべきではないか。 

（瀧委員長） 他に意見はないか。 

意見は以上のようなので、事務局に、今までの意見を踏まえて、答申（案）

の修正をお願いしたい。 

（事務局） 答申（案）修正後、修正した答申（案）の読み上げ。 
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（瀧委員長） ただ今の答申（案）について、意見等はあるか。 

特に意見はないようなので、この内容で本委員会の答申とすることでよろ

しいか。 

（全委員） （異議なし） 

（瀧委員長） それでは、この答申内容をもって、本委員会の審議結果とする。 

（３）閉会 

（瀧委員長） 以上で、本日の審議は終了しました。 

ご協力ありがとうございました。 

 


