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1

p77
3.4.2　市街化区
域と市街化調整区
域の区分の見直し
について

私の所有している宅地は市街化調整区域になっているが、隣地は市街化区域になっており、矛
盾を感じる。
私の所有している宅地を含め、自動車道を境として線引きすべきだが、自動車道に接する当該
地が市街化調整区域であることはおかしな状態であるため、市街化区域への編入の検討を要望
する。

具体的な見直し箇所については、地域の状況を勘案し、本編77ページの市街
化区域への編入の考え方を踏まえ検討してまいります。

―

2

2.4　課題の整理　は、2.1　社会情勢の変化　と　2.2　関連する法整備・諸計画の動向　を受
けて記述されています。そして、その課題を（1）持続可能な都市経営　と（2）安全で快適な
都市空間の形成　という観点から整理しています。しかし、社会情勢の変化の内、人口構成の
変化（人口減少や少子高齢化など）は、移民政策に変更がない限り、今後、確実に起こる事象
です。この事象は、税収の減少に伴う都市計画項目の選別、社会ニーズの変化・多様化に伴う
既存インフラの見直し、住民欲求の変化・多様化の対応等を必要とし、住宅・土地、産業・経
済、交通、防災、及び環境などにも大きく影響します。この事象をメインにして課題整理を行
うべきです。

ご意見のとおり、人口構成の変化（人口減少や少子高齢化など）は、都市計
画を見直す上で最も基本となる要素であると認識のうえ、課題整理を行って
おります。

―

3

次に、（1）持続可能な都市経営　の第４項目目にＩＴ化や新型コロナウイルス感染症拡大等を
契機とした・・・とありますが、先ず、ＩＴ化には高齢化の対応を検討する必要があります。
ＩＴは確実に進歩します。ツール・デバイスも高機能化します。今、対応できている中高年齢
者もいずれ対応が難しくなります。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

4

次に、本『計画見直し基本方針（案）』全編で、新型コロナウイルス感染症という固有名詞を
使っていますが、今後、どんな感染症がまん延するか誰にも解りません。固有名詞表現は適当
ではなく、「重大な感染症（新型コロナウイルスCOVID-19など）」と表記すべきです。

現在の社会情勢等に影響を与えている要素として記載していることから、
「新型コロナウイルス感染症」という固有名詞を使用しております。

―

5

p72～75
3.3　都市づくり
の方向を踏まえた
都市計画の見直し
の視点

都市づくりの方向は、みどり、コンパクト、安全という３つの視点から考えられています。先
ず、優先順位は、安全、コンパクト、みどりとし、安全を主体にしてコンパクト、みどりを考
えるべきです。３つの視点を並列すると、計画策定時に両者または３者の主張がぶつかった時
にケースバイケースで処理され、一貫性の無い、都合が良い結論に導かれることとなります。

３つの都市づくりの方向の順序は優先順位を示したものではなく、千葉市を
特徴づける地域資源である「みどり（緑と水辺）」を都市構造の基礎とし、
「コンパクト」で「安全」な都市づくりを進めるため、記載の順番としてい
ることから、その説明を追記いたします。 ○

6

p72～75
3.3　都市づくり
の方向を踏まえた
都市計画の見直し
の視点

次に、安全の概念を明確にしておく必要があります。安全を確保するには、ハード、ソフトの
両面があります。例えば、高台や防潮堤を設置するだけでは想定外の津波には対応できない
し、みどり（緑と水辺）豊かなまちづくりは実現できません。
コンパクトで賑わいのあるまちづくりは、安全のほかに人口構成の変化（総人口増減、年齢構
成、性別構成、雇用状況、所得階層など）も考慮する必要があります。高度成長期の、今と
なっては負の遺産となった道路（歩道橋含む）、建造物やモノの考え方を改め、暮らしやすい
インフラ整備とすべきです。
また、安全だけでなく安心を加えた安全・安心なまちづくりとした方が適切でしょう。安全
は、行政側からみた防災・防犯の施策であり、安心は住民側からみた防災・防犯の心情と見る
ことができます。

ご意見のとおり「安全」のためには、ハード・ソフトの両面の整備が必要で
あると考えており、ここに記載している「安全」には、両方の意味を含めて
おります。
「コンパクトで賑わいのあるまちづくり」についても、ご意見のとおり人口
構成の変化を踏まえ、都市づくりを進めていく必要があると認識しておりま
す。
また、「安全なまちづくり」に「安心」を追記することについては、「安全
なまちづくり」を進めていくことで「安心」につながることから、原案のま
まとさせていただきます。
なお、本編74ページから75ページの「3.3.3　安全なまちづくり」の内容に
は、安心につながる視点も含めて記載しております。

―

p63～64
2　都市づくりに
おける課題整理
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7

p77
3.4.2　市街化区
域と市街化調整区
域の区分の見直し
について

花見川区武石町は、ＪＲ線、京成線の幕張駅、幕張本郷駅や京葉道路武石IC近接という高い交
通利便性を有し、また、周辺エリアでは土地区画整理事業が進められており、地区内では民間
事業者による宅地開発も進められるなど、近年、人口が増加傾向にあります。
一方で、当該地区は農業振興区域・農用地区域並びに市街化調整区域に指定されており、多く
の住民はこれまで都市近郊農地として農業の発展に努めてまいりました。しかしながら、後継
者不足や農作物価格の低下などから耕作放棄せざるを得ない土地も増え始めるなど、現状の土
地利用を維持・保全することは極めて困難な状況となってきております。
行政においても、当該地区が持つ地理的ポテンシャルの高さと、将来にわたり現状の農業振興
としての土地利用を維持・保全していくことの困難さを理解していただいているものと認識し
ております。新型コロナウィルスの感染拡大も契機となり、過密な東京都心部より、職住が近
接する緑豊かなゆとりある環境が求められていることも踏まえ、是非、地域住民の意向も十分
に汲み取り、当該地区が周辺エリアと一体となり、職住の近接する雇用創出を図る産業集積な
どが進められるよう、農業振興区域・農用地区域や市街化調整区域を見直していただくととも
に、駅及びインターチェンジ周辺に近接する区域の開発要件緩和の検討をお願いいたします。

具体的な見直し箇所については、地域の状況を勘案し、本編77ページの市街
化区域への編入の考え方を踏まえ検討してまいります。
なお、開発要件の緩和に関するご意見については、今後の施策検討の参考と
させていただきます。

―

8

p77
3.4.2　市街化区
域と市街化調整区
域の区分の見直し
について

花見川区　内陸部工業団地周辺地域における市街化調整区域の見直しについて
花見川区千種町・三角町を中心とした内陸部の工業地域は、比較的小規模な事業地区画となっ
ています。
昨今、工場・運輸会社・倉庫等の事業規模拡大の要請が多く、既存団地内では収まらない状況
となっております。
市内において、内陸部工業の産業は、事業拡張のニーズに応えられなければ市外や県外に事業
所ごと移転が想定され、産業の空洞化や地域雇用の減少などのマイナス要因が懸念されます。
犢橋地域・長沼地域などの市街化調整区域のうち、工業団地などの産業集積が可能なエリアに
おいて市街化区域に編入し、千葉市が主体となって内陸工業系産業団地を造成して域内産業の
活性化に取り組む様検討をいただきたい。

本編73ページの「3.3.2 a)都心、生活拠点、産業の中心・拠点の形成」にお
いて、都市の活力を維持し雇用や定住を促進するため産業エリアの維持・集
積形成を促進し、特に広域幹線道路のインターチェンジ周辺等の交通利便性
の高い地域の生産・物流機能の向上を図ることを、都市づくりの方向として
示しており、今後の区域マスタープラン等の見直しのなかで検討してまいり
ます。
また、内陸部工業地域に限らず、市内の既存工業集積地における市外企業の
進出や、既存の企業が行う追加投資に対しては、企業立地補助制度等の活用
による民間支援を行っており、今後も継続してまいります。
なお、市街化調整区域の見直し箇所については、地域の状況を勘案し、本編
77ページの市街化区域への編入の考え方を踏まえ検討してまいります。

―

9
p1
目次

エリアマネジメントが取り上げられていることを評価します。他の計画とも連携した総合的な
施策展開が位置づけられることを期待します。

ご意見ありがとうございます。

―

10
p3
1.1　目的と役割

今後のまちづくりに対する“規制・誘導する仕組みを構築していきます。” と共に、既に形成
されている良好な「都市空間」の保全を図るための考え方についても明記されたい。

当該表現には、既に形成されている良好な都市景観を保全していく意図も含
まれております。

―

11
p24
2.1.8 エリアマネ
ジメント

地域でまちづくりの推進を図る活動に取り組んでいるNPO法人以外の団体についても現状把握の
上課題を整理されたい。

市において把握可能なものについて記載しております。

―
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12
p39
2.2.3　千葉市の
関連計画の見直し

3.5　関連計画の見直しに記述がある景観計画について項目を追加されたい。 本編30ページ冒頭に記載のとおり「2.2　関連する法整備・諸計画の動向」
は、現行区域マスタープラン（平成28年２月）策定以降の法整備・諸計画の
動向について記載しております。
千葉市景観計画は平成22年12月に策定以降、平成24年10月に幕張新都心中心
地区を景観形成推進地区に指定、平成31年1月に幕張新都心若葉住宅地区に指
定という景観計画の変更は行っておりますが、計画本編の改訂は行っていな
いため、本項には記載しておりません。

―

13

p73
3.3.2 エリアマネ
ジメント団体の育
成

すでにエリアマネジメントの導入に向けて取り組んでいる地域の団体との協働や支援について
も明記されたい。

本編73ページに記載のとおり、今後エリアマネジメント団体の育成に資する
環境を整える取組みを検討してまいります。

―

14
p78
3.5 （2）景観計
画

官・民の建築物や道路、公園等の公共施設による調和のとれた良好な都市景観について、“み
どり”とは別に「都市景観」の位置付けを明確にするとともに、景観形成のみならず、既に形
成されている魅力ある良好な都市景観を維持保全するための考え方も明記されたい。

　第60回千葉市都市計画審議会においても同様のご意見をいただいており、
本編69ページの「d）みどり」に記載している＜景観＞については、まちづく
り全般に関わることから、本編65ページに記載の「a）コンパクトシティ」に
位置付けることとします。
　また、本編中に記載されている「デザイン調整」について、「都市デザイ
ン」との混同を防ぐため、「都市デザインの調整」に修正します。
　なお、既に形成されている魅力ある良好な都市景観を維持保全するための
考え方については、本編78ページに記載の「（2）景観計画」に趣旨として含
まれております。

○

15

p79
3.6 （4）デザイ
ン調整の仕組みづ
くりの検

新規開発での都市景観・都市環境のデザイン調整のみならず、既に形成されている魅力ある良
好な都市景観の維持保全するためのデザイン調整の仕組みについても検討されたい。
既に形成されている魅力ある良好な都市景観の維持保全するために、都市デザイン室の積極的
な取り組みを期待します。

デザイン調整の仕組みには、既に形成されている良好な都市景観を保全して
いく意図も含まれております。
また、地区におけるよりきめ細やかな景観形成を推進するために、市民等と
の合意形成を図りながら景観を形成するルールを決める景観形成推進地区の
指定を推進してまいります。

―

16

p8～11
2.1.2　住宅・土
地〈空家の増加・
空地の増加・土
地〉

【意見】
近年、空家・空地・所有者不明土地等の管理されていない不動産が社会問題になっており、千
葉市内に於いても同様に自治会や隣接地の住民より相談があり、住まいのリユースネットとの
協業による空家相談等を窓口とした取り組みで、当協会としても対応しております。しかし相
談に来る所有者よりも、市中には多くの問題案件が存在しているのが現状です。
千葉市としても空家特措法等に基づき対応されていますが、都市計画の見直しにあたり、既存
空家への対応から、新規空家の発生防止に向けた制度改革や規制緩和また条例の改正を要望い
たします。
【政策要望】
・特定空家について、隣接地利害関係者や宅地建物取引業者に対する所有者情報及び固定資産
税情報等の開示
・単身高齢者の住民表移動時における、持ち家を空家とするか否かの情報聴取と放置空き家の
防止への啓発
・放置空家に対する固定資産税軽減措置の有期限化と空家解体への補助、解体後の一定期間の
固定資産税優遇措置の創設

いただいたご意見等は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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17

p72
3.3.1　みどり
（緑と水辺）豊か
なまちづくり
C）公園の活用

【政策意見】
公園の老朽化や魅力の低下防止に、リノベーションを行う。
新規の宅地開発を行う場合において、開発面積によって３％の公園が必要になり、小さな公園
が開発地域に出来てしまい、利用されずに千葉市の維持管理費の負担が年々増加しておりま
す。そこで、街区公園・近隣公園からの誘致距離の延長や、一定規模（〇〇㎡以上）の公園を
認め、活用されない新規小規模の公園は造らずに、周辺の公園整備費用を開発事業者が一定額
負担とする事により、事業費とのバランスを考慮し地域活性化との両立を図る事が出来ます。
また、災害対策としての整備費用として、防災用井戸や備蓄倉庫の設置、避難空地等の代替え
案も可能と考えます。
ミニ開発（位置指定道路）による宅地化についても、将来的なビジョンを市と事業者が共有す
る事により、まちづくりに向けて規制緩和や条例の変更により（道路用地の面積除外や対象区
域面積の緩和）、事業費とのバランスをとりながら道路幅員を広くする事（4ｍを5ｍに拡大）
や防災面の対策（防災井戸・雨水貯留浸透層）等を行う事で、地震・水害・緊急時に地域に貢
献できます。

本市においては、平成７年度まで宅地開発に伴う公園提供の代替えとして寄
付金制度がありましたが、寄付金が還元されるべき開発区域の地域の範囲が
不明確等の課題があったことから、廃止をした経緯があります。
災害対策としての避難空地等の代替え案や規制規模未満の開発行為について
のご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

18

【意見】
既存の用途地域の見直しや建ぺい率・容積率の緩和を行い、防災対策の強化を図り、街の空洞
化・スポンジ化対策を行う。
千葉駅周辺や主要駅近くの商業系用途地域における、再開発及び有効利用に関し、容積率の見
直しだけに留まらず、一定規模以上の一団の土地としての利用を促進させる為の更なる特定街
区の指定や条例整備を行う事により、再開発エリアの商業集積と既存商業地・商店街の連携強
化によって、生活利便性の向上、治安・景観の悪化の防止、地域の魅力低下や不動産価値の下
落に歯止めをかけ、現状の悪循環からの改善を図っていただきたい。
実行にあたっては、千葉市が地域毎のビジョンを打ち出し、官民一体となり都市再生に向けて
の取り組みが必要と考えます。

都市計画マスタープラン等の見直しにおいて、エリアごとのビジョンを検討
することに加え、本編79ページに記載している「マスタープランの具現化の
ための制度」も併せて構築していきます。また、必要に応じて都市計画の見
直しも検討してまいります。

―

19

【意見】
郊外においては、住宅所有者の近隣の土地取得に関し、現住宅と一体利用する条件（敷地の拡
大、隣接地への延長等）で、固定資産税等の優遇措置を拡大し、また市街化調整区域内におい
ては、既存住宅に隣接する一体の農地の取得を条件付きで認める等の措置によって、農地
（1000㎡未満）を農業従事者以外の者でも取得可能な制度整備を要望いたします。
その様な事により、農地以外に転用される事もなく農地としての利活用が可能となり、耕作放
棄地の防止になると推察されます。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

20

【意見】
道路整備においては、たとえ市街化調整区域内であっても、既存集落内の地域においては、道
路位置指定の申請を認める等の改善を施し、集落内の道路整備、住環境の改善を促進するよう
に要望します。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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【意見】
特区民泊の促進等においては、市街化調整区域内であっても、民泊（既存建物）提供者の代替
え住居の取得特権を認めるべきである。自宅を民泊利用したら、自身が住む家を失う事になる
制度では、旧家の民泊利用促進は実現しないと考えます。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

22

②	市内の準工業地域において、小規模な事業者が工業的な事業を行うにあたり、エリア内の住
民からの苦情や環境的な問題も発生しています。
市内各インターチェンジからの流通業務倉庫等の規制緩和を行いましたが、更なる見直しを要
望いたします。インターチェンジからの距離の拡大（１ｋｍ）や特定業種の制限緩和、また市
街化調整区域の解除を行うことにより、住宅エリアと流通・工業エリアを分離し、住環境の維
持・雇用の創出・道路インフラの有効利用にもなり、都市計画の見直しにあたり必要なゾーニ
ングと考えます。
又、準工業地域、流通業務倉庫等の規制緩和地域、特定業種の制限緩和地域等に隣接する一定
のエリアは、職住一体の促進エリアと指定し、特定業種に携わる人々の住居としての特例利用
を認める等の規制緩和が必要であると考えます。

エリアの持つ地域資源や特性を踏まえながら都市計画マスタープラン等の見
直しを検討するとともに、具体的な地区の見直しにつきましても、地域の状
況等を勘案し検討してまいります。
なお、開発要件の緩和に関するご意見については、今後の施策検討の参考と
させていただきます。

―

23 全体

最後に、都市計画の見直しの検討は、宅地建物取引業協会　千葉支部として最重要事項と認識
しております。見直し検討にあたり、地域の実情を把握する有識者として、是非とも千葉市役
所関係各課との意見交換や、審議委員の輩出を要望とさせていただきます。

この都市計画の見直しの基本方針については、すでに都市計画審議会への諮
問を行い、各種の専門的知見を徴したうえで進めているところですが、今後
も、あらゆる機会を通じて、様々な立場の方の意見を伺いながら進めていき
たいと考えております。 ―

24

p16
2.1.4　みどり
p72
3.3.1　みどり(緑
と水辺)豊かなま
ちづくり

農地や緑地、森林の減少について、宅地化だけではなく①大規模な太陽光パネル、②スクラッ
プ等のヤード
この2点も大きな因子ではないでしょうか。
北谷津町～高根町あたりの山林(北谷津温水プール～泉高校～高根団地の道沿い)などを見て
も、かなりの林が太陽光パネルや、ヤードにされています。
とても周囲の環境に影響がないとは思えません。
これまで見なかった野生動物が人里に出てきたことなどの原因にもなっているのではないで
しょうか。
自然環境の保全や、景観を生かしたまちづくりを目指すにおき、このような開発を厳しく規制
する仕組みが必要であると申し上げます。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

25

p73、74
3.3.2　コンパク
トで
賑わいのあるまち
づくり

自動車交通に関して、マナーの悪いドライバーも多く、歩行者が青信号を渡ろうとしているの
に左折や右折を止めない車や、横断中に突っ込んでくるような車もいます。警察に危険を感じ
る交差点への歩車分離式信号設置の要望などを出しても何も起きません。
ドライバーの劣悪さだけでなく、危険な道路もたくさんあります。狭い道が配慮なしに抜け道
にされるケースなども至る所にあります。
是非このあたりは力を入れてください。
よろしくお願い申し上げます。

警察をはじめとする関係機関と連携し、ゼブラ・ストップ活動等の各種交通
安全啓発活動を推進するとともに、市政だより等での交通安全に関する情報
提供を行うほか、通り抜け車両の生活道路への流入抑制のため、幹線道路の
渋滞緩和に向けた道路ネットワークの整備を進めるなど、引き続き、交通安
全対策に取組んでまいります。 ―

p73～74
3.3.2　コンパク
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p76～79
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p3
1.1 目的と役割
図1-1　都市計画
見直しの基本方針
と区域マスタープ
ラン等との関係

（意見1）
図 1-1に千葉市国土強靱化計画との関連性を明確にする。
（理由1）
平成30年3月策定の「千葉市国土強靱化地域計画」には、下記の通り記載がされており、安全な
まちづくりにはとても重要な計画となっています。

「千葉市国土強靱化地域計画」
～P3 3計画の位置付け～
国の国土強靱化地域計画策定ガイドラインによれば、市が策定する国土強靱化地域計画は、国
土強靱化における市の様々な分野の計画・取り組みの指針となる「アンブレラ計画」としての
性格を有することとされている。本計画も、上位に位置する国の「国土強靱化地域計画」や
「千葉県国土強靱化地域計画」と調和を図りつつ、千葉市新基本計画・実施計画で示されてい
る取り組みや将来像と整合を図りながら、市のあらゆる行動計画の指針として、分野横断的・
網羅的に取組を整理するための計画として位置付ける。

本編3ページに示す図1-1は、都市計画分野における本見直し方針（案）の位
置づけを示すものです。

―

27 ―

（意見 2）
上記の理由から、今後策定する様々な計画には、「千葉市国土強靱化地域計画」 との整合を図
りながら策定をお願いたします。

本編37ページ「2.2.3　千葉市の関連計画の見直し」において「(3)千葉市国
土強靱化地域計画」を記載しておりますとおり、本見直し方針（案）に沿っ
て見直していく都市計画マスタープラン等においては「千葉市国土強靱化地
域計画」とも整合を図りながら検討を進めていきます。 ―

28

p79
3.6　マスタープ
ランの具体化のた
めの制度の構築

前書きとして
（本市独自の制度を創設し再構築する・・・、民間開発などよりきめ細かな都市計画制度運用
の仕組みを構築する。）に加え
さらに地域の独自性と将来性を調査し 投資するには民間開発が向いていると思う
例えて言えば鎌取駅前は他の駅前に比べると恵まれているように見えるが実際は計画内容と現
状の社会情勢がずれてきて高齢者や通勤・通学者、送迎バスには使いづらい。
また商業地の価格が安かったため街が成熟する前にマンションが建ち小規模商店は出店も場所
も出来ない。せめて規制でマンションの一階二階は自由に用途を選べれる様に規制できればよ
かった。
適正化の際の駅前ビル街は、それによってにぎわいを作りたい。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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p79
3.6　マスタープ
ランの具体化のた
めの制度の構築

（１）土地利用誘導方針の策定
これがうまくいけば計画通りに行くと思えるが、 住宅地においては特に昨今の住民自治の推進
には住民が手軽に話し合える地域のミーティング施設がどうしても必要になる。
これからは地域住民の助け合いの文化を持った地域に住む指向が高くなると考える。緑区で考
えると自分たちで作った自治会館を持つ土気の日生団地やおゆみ野のこやつ自治会 打ち合わせ
施設しかないが、共通する点は、
１．居住する層がある程度揃っており戸数もある。
２．話し合いできる場所がある。
３．まめな世話役がいる。の三つが揃っていることだ。
ひとつモデル地区があると周辺も触発されることは分かっているが、偏差値の高い人でなく、
まめな人・人間が好きな人が居住していることが必須の要素だ。
そういう意味で、これからの時代は、地域団体・こども・高齢者を受け入れる地域複合施設は
どうしても必要な施設となるので、国の立地適正化のガイドラインにあるように居住誘導区域
のDIDの高いところには積極的に投資して欲しい。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

30

p79
3.6　マスタープ
ランの具体化のた
めの制度の構築

（２）容積率の緩和に関する土地利用計画制度
千葉駅周辺に民間開発を誘導することについては、時代の流れを観察しながら行う必要があ
る。
官と違って民間資金は臆病なので計算通りには行かないのが常で、モノレールの延伸を途中で
取りやめたように、千葉市の中心が、どこへ行くかを見極めながら考えないとお荷物が増え
る。
先般の雨台風ではビルサッシは風圧基準以上の力が加わり雨水の浸入があったが、ビルそのも
のを長期間ストックとして使うことを考えないといけない。
京都市は低すぎて固定資産税収入が少ないと云うが、高すぎても 空き室が増えるだけという事
態は最も悲劇だ。（築５0年のマンション管理組合を経験して）
人口減少時代だから、最近の駅前はどこの都市も苦しんでいる。という意味では本市が行った
高さ制限は千葉的で良かったと思えるが、骨抜きになった上さらに高度化するというのは慎重
な考慮を要する。
古くは、水戸市は市役所側のメイン通りの開発に力を入れ道路下を駐車場にしたが、今では無
用の長物になってしまった。
県庁の移転でまちの重心が移動したのが原因で借金だけが残る。
一番の問題は、駅ビルに一番力があり集客力があることだ。そのお客を外へ出すには、それな
りの仕掛けが必要だ。
マンションはすでに長期資産と無価値資産の岐路に立っている。
理由は、長期修繕計画の管理不能ある。すでに年金受給者では修繕費が高騰して住めないマン
ションが増えており、駅より遠い場所は管理組合が潰れる可能性大だが危機感がない。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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p45
2.3.2　コンパク
トシティ
＜都市のスポンジ
化＞

都市のスポンジ化は居住誘導区域でも、区域周辺部では政策として取り上げるのは問題を複雑
にするので、あえて目をつぶる必要がある.
スポンジ化でも投資が可能な場所は地価でなく利用価値が高い場所以外は費用対効果が真に悪
い。
誘導区域で都市施設がそれなりに整備し住みたくなってくれば、スポンジの場所でも民間投資
が行われることは十分考えられるが、駅周辺の魅力化以外は、エネルギーが入りすぎるので、
行政としてはあえて手をつけないことが重要だといえる。
施設不足なり適正化なりで、どんな駒を何処へ打つかが極めて重要でエリアマネジメントでも
共通するところがある。理屈として当たり前だが施策として行うには、区画整理の施行でない
ので甚だ困難だ。
静岡市に適正化施設のリノベーションで市長反対派が陳情に行って市長派になったと議員が
云っていたが、当然かもしれない問題が潜在する。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

32
p49、63、69
エリアマネジメン
トの取り組み

コロナ後を考え リノベーションバンクを行政が作り、コロナで店舗を手放した人を対象に再出
発をできるようにする。オーナーよりも四六時中店の運営を考えている小規模事業者を対象に
したほうが上手くいくのではないか、オーナーも複数物件を持っている人なら、不動産の価値
が上がればと初期は賃料を下げられるので、まとまって芽が出そうに思う。
リノベーションスクールなどとしゃれてしまっては話が噛み合わない。オーナーにとっては
もっと泥臭い問題で負動産になるか ＋ー０か、＋かは、固定資産税だけでも永遠に至急が来る
し天国か地獄問題である。
全て経営感覚センスが必要で、行政はそれをどう引き出すか一律でない方策がいる。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

33

p63
2.4.1　社会情勢
の変化(2.1)、関
連する法整備・諸
計画の動向(2.2)
からみた課題
＜市民生活の変化
＞

5Gの時代になり、セキュリティが厳しくなり、Windows 10が安定してきたと思ったら11になる
とは、PCはますます使いにくくなり知識が必要になった。そのため地域団体でも相手がどの程
度PCが使えるかわからず、クラウドデジタルを勧めるのも難しい。とりあえず役員だけでもレ
ベルを合わせようとしているが、せっかくデータを作っても役所に送る時はFAXという、ちぐは
ぐ感がまかり通ってるところは耐えられない。
一つの対策として地域づくり大学校で、人材センターの人にパソコンの切替期や、クラウドの
使い方などを有料でコミセンや公民館で教える講座を作ったらどうか ？
スマホだけでは地域団体のデジタル化は深化ないし、高度な検索で情報を取得し、質の高い仕
事するにはパソコンでないと不可能だ。
ひとつの事例は、地域運営委員でパソコンを使っている人は少数に限られ、大体の委員は市が
公表している情報を知らないし、情報量が多いので避けたがる。
今はパソコンのスキルがあれば、中堅企業以上の成果物を個人でも作り出すことは簡単にでき
る。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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p63
2.4.1　社会情勢
の変化(2.1)、関
連する法整備・諸
計画の動向(2.2)
からみた課題
(2)安全で快適な
都市空間の形成

ストックが充足しつつある公園の質的向上に取り組む,
自然環境の持つ多様な機能を賢く利用すると、書かれているが緑地公園事務所は全く関心がな
く自然林をどんどん切ってしまう。もう少し工夫はできないかと思う。
外注先の若い技術者が公園を見に来て、さっと見て写真を撮りプランを作り提出するという
が、樹木とは剪定して３年先どうなるか少なくとも３年先を予想出来る経験がないと質の向上
は計れない。
泉谷公園では、小学生が自然観察会をしたり、保育園児がのびのび遊べる緑の築山や、緑化植
物園が「緑の案内人」を養成する講座を開けるような植物園的公園でもあり、季節ごとの花鳥
の観察の催し物を実施するので地区外者来訪も多く、その活動が地域づくり大学校の「ボラン
ティア基礎講座の実地体験コース」に取り入れるなど認知されてきたが、そこへプレイパーク
場を作ろうなどという発想をする事務所の職員がおり、それを後押しする 子ども未来局の企画
課にはがっかりする。
優柔不断と思われるかもしれないが、質的向上を図るには職員も思い悩まなければ不可能だ
し、緑の減った現在 昔に比べ、魅力ある都市計画の何よりも重要な要素だという意識を持って
頂きたい。

　プレーパークは子どもたちの健全な育成を目的に、地域住民等が主体と
なって開催する活動であり、実施を希望するボランティア団体等が公園管理
者である市の許可を受けて行っております。
　市からはプレーリーダーの出張支援を行っておりますが、プレーパークの
実施にあたって新たに公園内の樹木の伐採や整地等の整備を行うことはあり
ません。
　また、実施を希望する団体等に対する許可の際には、事前に近隣自治会長
の同意協議や、既に園内で活動しているボランティア団体等との意見交換を
踏まえ、許可の判断をいたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたしま
す。

―

35

p65
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜コンパクトシ
ティ＞

これまで市が発表してきた都市計画、立地適正化計画、バリアフリーマスタープラン、の内容
が市民には知られていない。市会議員でも高度成長期のままの逆方向のベクトルでの意見を述
べており、たかだか2000人規模の住宅地ができてコンパクトシティだという。まずは住民に基
礎知識を持ってもらうことが一番大事だといえる。

都市計画マスタープラン等の内容について、広く市民と共有するため、より
効果的な周知に努めてまいります。

―

36

p66
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜住宅団地＞

（中層・戸建団地）
おゆみ野でも内陸の大規模住宅団地に移住する例がある。固定資産税を払っておゆみ野に住む
よりは住居面積を減らしても経済的に余裕ができるし、コミュニティがあるということが魅力
のようだ。
大規模住宅地では特にコミュニティ作りは必要である。上手く運営するには、別件であげたよ
うな３要素が必要であるが、団地のより間延びしている距離的問題は圧縮できない。
今後は、現実問題として在宅医療の必要性も体感しなければいけない。
宅地自治会が、一番早く気が付く問題は宅地の細分化で、好ましくないと思いつつも、誰も動
けない。
土地と建物を持っている自治会は任意団体にすべきだが、これも地域振興課が勧めない限りは
分かっていても動かない。
町内会内の相続による空き家は増えているが、相続人はなかなか持ち続けるか売却するか行動
に移せない。 自治会が地元の小規模不動産会社と連携し、賃貸とか売却を進めるようなプッ
シュ適施策も有効だと考える。
そういうわけで、リノベーションの理屈は理解できても、エリアマネージメントには進めな
い。何を質問してよいか知識がなく社会の変動を理解できないからだ。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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p58
2.3.5　みどり
＜緑と水辺＞

おゆみ野の換地以後、街が壊れていくのをどう防ぐか。通常街は最初に建物の色彩、そして緑
から壊れていく。
この広いおゆみ野で、シンボルとなり消費エネルギーが少なくて将来とも住民に影響を与えら
れる場所を選定し、維持していくには、どこが良いかかで選んだのが、おゆみの道の緑と水辺
であった。
しかし、市長が言う緑と水辺とは、稲毛や幕張のような海辺であっておゆみの道は該当しない
と相手にされなかった。
知ってもらうための「おゆみの道のストーリーを知るネイチャーウォーキング」から始めゴミ
拾いを経て現在10年を経過した。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

まず発生する問題は「落ち葉を掃くのが面倒だから木を切れ」、みどりに慣れて環境上の必要
性さえ理解ないが、その中でも景観が悪くなるので家の前は切るなという人がいる。
しかし、緑地事務所は渡りに舟と大量に自然林を切ってしまうのは情けない。
チェーンソーができたのが悪の原因だが、いとも簡単に切らせるのは土木出身の所長だ。
おゆみ野の中央に位置する泉谷公園はストーリーのある大名屋敷の庭園のような造りであった
が、池の中にあった東屋は中学生に放火され地形と緑だけが残った。
10年前から将来の人口減少時代に備え、おゆみ野のシンボルでもあり、人口を維持するための
大事な要素になると思ってこつこつ整備してきたが、ここへ来て急に誰もが利用したくなる環
境が知られるようになり、来園者や協力者が増えてきたが、公園事務所に緑、街の景観とか、
自然環境の大切さという意識が薄く予算難で壊されてしまうし、木を切らせたとビラで宣伝す
る市会議員までいる。
いろいろな上位のマスター計画の中に必ず千葉市のシンボル・特徴として緑が挙げられるが、
管理者は景観形成を考えるゆとりもない。
決定権が本庁にあるのか、現場の事務所にあるのか不明で長年困惑している。
公園緑地部の部長は都市計画に関心のある人をすえ、市の施策に沿った方針に準じて予算を割
り振ること。地域の異議申し立ての受け皿の窓口を作る。予算がないと言いながら、業務を増
やすような剪定法が行われているが、基本に忠実にどうしたら業務が減らせるか、予算は減っ
ても多額なので、業者にコンペを行うなどを考えるべきだ。
樹木は、まちの価値の景観形成、温暖化・防災林の役目や、野鳥の生活にも関係し、「本計画
の目標の大きなポイント」である。
木は切らないのが一番伸びないので、2～3年かけて、毎年の剪定計画が少しずれても、予算を
配分・実施できる計画を立てられる人を、配置するのが目標達成の一つのカギだ。
ここまでアウトソーシングが進んでくると緑関係の学卒でも政策遂行能力のある人を指揮官に
するべきだ、このままではズタズタになってしまう。

泉谷公園の樹林につきましては、日照不足、倒木への懸念、電線支障などに
伴う周辺地域からのご要望をもとに維持管理を行ってまいりました。
いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―38

p64
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜みどり＞
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p67
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜公共交通＞

千葉市の公共交通の利便性については利用者によって評価が分かれるが、一つのマイナス的要
素は、過去に作られた公共施設が駅から離れていることに起因する。二つ目がそれも含めて自
動車用道路が他都市に比べ整備されているために車で行きたくなる。これは道路が渋滞して快
適に走れなければ電車で行こうかということになる。
その昔、千葉駅前のバス渋滞により市内全体が渋滞状態をいう。
三つ目が、チョイスする自由がありすぎる。おゆみ野のような4km四方の住宅街でも車がないと
暮らせない。飲食店、スーパー、クリニック、公共施設が面で配置され選び方によってはぐ
るっと回ることになる。
しかし高齢者は、リュックサックを背負ってバス・電車で来て、駅前の大規模店、その周辺の
クリニックビル、区役所・図書館の500 m 内で用が足りるが、商業地区にマンションが建ち小
規模店が出来なかったため機能が不足し魅力度低い。
そういう理由で、今後の公共施設の再編成ではなるたけ鉄道駅から近い所に配置してもらいた
い。
立地適正化計画の説明にあったが、おゆみ野エリアは一箇所遊歩道で道路を狭めて居る場所が
あり、バスが通れないため交通困難エリアを発生させている。高齢化が進まないと住民エゴは
解消できないのかとも思う。最近少し話題に載るようになってきたが。

本編73ページに示している都市計画の見直しの視点の中で、都心、生活拠
点、産業の中心・拠点の形成を促進することとしており、日常生活を送るう
えで必要なサービスを享受できる身近な生活拠点の形成を促すなど、71ペー
ジに示す「都市づくりの方向」に沿って都市計画マスタープラン等の見直し
を進めてまいります。

―

40

市の作ったWebハザードマップは、おゆみ野5丁目は特に事実と全く異なる。
作成者が古いデータを使っているからと防災課には無視されるが、二次元マップしか手がけて
いない制作会社なので３次元感覚がないと思われる。
いくら入札価格が1/2でも、これでは意味がないと言える。また、ICIハザードマップに乗って
いる市に申告があった浸水拠点が市のハザード2019年のハザードマップにラップしていない.。

本サイトの各危険箇所、地物、行政区境等のデータについては、公開用に概
略化したものであり、誤差がある場合があります。
また、各危険箇所データは、一定の条件に基づき予測されたものであり、実
際の災害時は想定を超える可能性があります。
いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

41

建物の耐震化
耐震化と揺れによる被害は異なる。最近は2000年以来の建築基準法の改正で新築住宅は地盤の
改良が住んできているが、おゆみ野の場合、地質図にある造成前の地形で谷津の斜面に建って
いるマンションでは８階以上ではかなりの揺れと被害がある。
また法（のり）の擁壁際の２階建てについて確認申請時に注意指導すれば効果があると言える
が、無知で車の振動だとクレームを土木事務所に言って行く。
論理的行政は出来ないものか。

ご意見として頂戴いたします。

―

42

p68
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜ハザードエリア
＞

風向学的被害
2019年秋の台風に「房総半島台風」市営住宅及び市の公共施設でだいたい全てで雨の吹き込み
被害があった。
建物への風の吹く方向 南東及び北北西 に空き地がある、あるいは、十字路の角地にある建物
は被害を受けており、道路付きによっては車も移動する。
まだ築年数が浅いが老朽化してくると、何十年に一度の台風では被害は大きくなるだろう。お
ゆみ野は場所によっては防風林のある家がある。昔からある家では防風林や強風を予測して建
てている。
今後は、居住誘導区域だからとか、空き地があるからとか、こういった地形的災害的問題を考
慮しないで二次元のみの判断で進めることは非常に無駄が出るということを言いたい。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

p68
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜ハザードエリア
＞
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p68
2.4.2　区域マス
タープラン等に位
置付けたまちづく
の検証からみた課
題
＜ハザードエリア
＞

都市基盤整備
立地適正化計画や風雨地震災害を考え、適地でない場合は、基盤整備は棚上げにすべきだと云
える。
一つの例外として考えられることは、総武線の北側で立地適正化計画の周辺エリアから外側も
江東５区に水害が起こった場合は、貴重な住宅地になる可能性があるので秩序立った保存が必
要と思う。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―

44

p79
3.6　マスタープ
ランの具現化のた
めの制度の構築

・パブリックコメントは抽象的で難しくなってきた。一番感じることは職員数が少なくなりア
ウトソーシングが増えるので職員の知恵がなくなり質が下がった、再任用で経験や知恵のある
職員がうまく活かせていないのが一番気になる。
都市を維持するには一にも二にも知恵と工夫だと思う。素晴らしい千葉公園を作っても、その
反面予算不足で古くからある公園が壊されていく。
先進政令都市の中でリノベーションをしてレベルアップを図れる、土地に余裕のある所は千葉
市ぐらいしかないと、市庁舎の説明会で隈研吾が語っていたが、本当にどこの都市も札束を積
み上げたような街になってしまい、千葉市のように緑があり、道路の広い都市は珍しいと思
う。都市縮小の時代にどうしていけば良いかは、古いタイプの大学の先生が座長では、大前研
一が言うように無理ではないかと思う。
戦後の千葉駅前の闇市バラックを、ここまで育て上げてきた、千葉市の潜在能力を是非受け継
いで次世代につなげていただきたい。
・出前講座を積極的に実施し社会の変化･行政の立場を知ってもらうことは非常に重要である。
自治会連合会が実施している月一回の会場で根気強く説明して理解ではなく意識として身につ
けもらい音もなく実施しないと、街づくりの推進ではなく反対が増えてしまう。区画整理で学
んだが、世論とか多数決でなく将来に役立つことをいかに実施するかだと言える。
・俗に言うぶっちゃけて言えば、花見川団地のような大規模団地はそれなりに活かしていける
事が分かって来たが、大宮台のような大規模住宅地の埋設インフラを取り替える投資にはメ
リットはなさそうだ。
スポンジ化してくればオール電化で行くか、ガスはプロパン、水は井戸とボトルを使えばトー
タルコストで住居費が安くなり住む人が増える時代が来るかもしれない。
そのような宅地でも、千葉市外の郡部へ引っ越すよりは行政サービスは優れていると云える
し、そういう住宅団地の働き手がいないと都市は成立しないから話が非常に難しい。
つまり都市の生き残りは地域のトリアージで、優先順序を厳格にするのが生き残りの鍵だと云
える。
そういう意味でも本市独自の制度、且つ地域の出来上がっているまちの特性を生かすことは重
要で賛成です。
戦略的規制・誘導で独自性はあるが、それぞれの有機的連携性ということになるが、幕張メッ
セ街をプロデュースしアメリカまで大企業誘致に行ったような都市計画家を見出すことも必要
です。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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p3
1.1 目的と役割
都市デザインの考
え方

社会情勢の変化を観察する市としては、国の動き、法整備の動向、上位計画の改定内容を踏ま
えた上で、本市の課題を考え、方向を見つめながらプランの見直しや、再度、関連する計画と
の協調の方向性を示すという目的と役割について、現在は、国内で起きている問題と政令市・
本市での様々な問題は、あまり差異のある点はないと感じつつ、実際には、市はさらに細かな
配慮と実効性を伴う責任の重さを感じています。
方針を作る上で、理解をして動き、結果を示すためには「官」は今まで以上に「民」を理解し
て、「民」と位置付けられた人々は、自己に対する注意をさらに一層の努力の中で過ごしてい
くことが必要になっていくことかと考えます。
主体となるはずの「民」をカバーすることが原則と考え、多くの転換期と呼ぶような諸問題と
課題に対し、丁寧に片づけていただきたいと思います。
小さなことから発生する戦争には、本当に「官民一体」が望まれ、国に対して意思表示をする
こと、情報交換の役割も今まで以上に求めたいことと考えますが、趣旨の説明文を読み、あと
は実践のみと思うほどよく書かれています。

ご意見ありがとうございます。

―

46

「ファン」を「共感する人々」と書き直した方がいいと思う。 ファンという言葉は、共感する人、支持する人、愛好家など様々な意味を持
つ言葉であるため、ファンという言葉を使用しております。 ―

47

※マークに書かれている説明文の文章（「都市の美しさと心地よさ」及び「シビックプライ
ド」）を２つともそのまま表現して入れた文が誰にでも理解できる文章となります。

本文の構成上、注釈での説明とさせていただいております。

―

48
p4
1.2 都市デザイン
の取組み

目標
・①「すごしたくなる緑と水辺がある」→「常にすごしていたくなる緑と水辺がある」
・②「身近な地域で買い物や用事をすますことができる」→「身近な地域で買い物や用事をす
ませることができる」（すますことができるという文はない）
・③「ひと・コト・モノ・情報がつながる」→ひと・コト・モノに対するなのか、情報に対し
てつながるのかわかりづらい
・⑤「千葉市といえばここ」がすぐに思いつくは、会議をした中で理解した以外の人々にすぐ
にはピンとこない、ことばのない文章だと思います。
・～市民がシビックプライドを持つ「わが街・千葉」～→※で説明する文（シビックプライ
ド）が入ると少し落ち着くが、作られた言葉には、市民の感情として、反応することが心配に
なる。

・目標①は、千葉市固有の資源である緑と水辺の質の向上を目指していくこ
とを示した目標であり、ご意見の趣旨も含んでおります。
・目標②について、ご意見を踏まえ「身近な地域で買い物や用事をすませる
ことができる」に修正いたします。
・目標③は、新たなデジタル技術等の発展により、ひと・コト・モノ・情報
がそれぞれ相互につながることを示しております。
・目標⑤は「千葉市といえばここ」という場所が明確でないことを踏まえ、
市民が誇れる千葉市となるために掲げた目標です。
・「シビックプライド」は、都市に対する市民の誇りという意味で広く使用
されている言葉と認識しております。本見直し方針（案）ではそれをより具
体的に定義し、示す意図を明確にするために注釈を記載しております。

○

p4
1.2 都市デザイン
の取組み
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p5
1.3 基本方針の構
成

・１行目「本見直し基本方針」→「この見直し基本方針」
・１行目「２都市づくりにおける課題整理」において、→「都市づくりに課題となる点に対し
ては」と解釈していいでしょうか。わかりやすい文章にして下さると幸いです。
・３行目「立地適正化計画に位置づけたまちづくり」→「立地適正化計画のために考えられた
まちづくり」と解釈していいでしょうか。わかりやすい文章にして下さると幸いです。
・５行目「都市計画の見直しの視点、関連計画の見直し、マスタープランの具現化のための制
度の構築を示します。」→「都市計画の見直しの視点、それに関連した計画を見直し、マス
タープランをさらに良くする状態を考えて制度を築きたいと考えるものです。」に変更した方
がやさしい文になりわかりやすいと思う。

・「本見直し基本方針」という表現は、本書全体に使用しておりますので、
ご意見は参考とさせていただきます。
・「２都市づくりにおける課題整理」は、本編P6～P69に記載する項目を示し
ております。
・「立地適正化計画に位置づけたまちづくり」は、本編P40にお示しするとお
り、現行の千葉市立地適正化計画（平成31年3月策定）にて示しているまちづ
くりのことです。
・「関連計画」とは、本編P78にお示しするとおり、都市再開発の方針、景観
計画、住生活基本計画、緑と水辺のまちづくりプランのことです。「マス
タープランの具現化のための制度の構築」とは、P79にお示しするとおり、
(仮称)土地利用誘導方針、(仮称)都心部等容積率緩和誘導方針、千葉市建築
物における駐車施設の附置等に関する条例、デザイン調整の仕組みづくりの
ことです。

―
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図2-77

・「水がきれい」の項目について、否定が62.2%で、一番数値が高い点に関して
水辺を楽しむ施設を作るよりも、水をきれいにする方が先だと思います。水がきれいでない場
合、水辺に近づく事で健康被害が出る可能性があるからです。
私は、千葉公園のカフェでオープンテラスを利用した事があります。池のすぐ近くの席は、臭
いが気になりました。テラスから池をのぞくと泡が出ていました。池の反対側から見ると、パ
イプの出口になっている様でした。パイプの延長等の工夫ができなかったのかなと思いまし
た。
稲毛海浜公園の「海へ延びるウッドデッキ」は、土台にゴミが堆積したり、カフェは飲食禁止
なのか、排水はどうするのか等が気になり、「水がきれい」に否定的な意見を増やす施設にな
るかもしれないと思いました。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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3.3.1　a)自然環
境の保全に関して

・緑地の保全だけでなく、周囲に高い建造物を規制する。
前に、護国神社のところを歩いていて涼しいと感じたのに、最近、歩いていて、風通しが悪
く、空気が停滞していると感じました。近くにマンションが建ったのが原因であると思いまし
た。
私も詳しくはないのですが、夏の森（樹木）の気温上昇の抑制には、日光の遮断や蒸散の効
果、涼風の作成があり、風に関しては、風通し（日なたの上昇気流も含めて）を阻害しない必
要があると推測します。隣に風通しを阻害する建物があると、緑地による周囲への気温上昇抑
制の効果が少なくなると思います。
風通しを意識して、ある程度の広さがある緑地の周囲には、空気の流れを作る十分な空間を確
保するために、新規の建造物を規制してほしい。例えば、距離500m以内や四階以上の建物は禁
止等。

いただいたご意見は、今後の施策検討の参考とさせていただきます。

―
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d)海辺や河川の活
用

冬にいなげの浜を歩いていて、サンルームを連想しました。
日光浴ができる透明な部分があるテントを貸し出してもらえて、海を眺め、波の音を聞きなが
ら、寝ながら読書したいと思いました。
冬季に砂浜で日光浴用のテントの貸し出しを希望します。

ご要望として頂戴いたします。

―
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（要約案①）千葉盲学校は文教地区に位置付けるべきではないか。
千葉盲学校に通う子どもたちが、今に至るまで事故に見舞われ続けている。
この不条理な状態を是正するために、一刻も早く抜本的な対策を講じなければならないと思
う。

ご意見の内容は、四街道市へ情報提供をさせていただきます。

―


