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都市計画説明会に関する記録 

（千葉市都市計画公聴会等運営要綱第１２条第２項に基づく記録） 

 

項  目 内   容 

（１） 素案の種類及び名称 

千葉都市計画第二種市街地再開発事業（千葉駅西口地区） 

千葉都市計画公園２・２・２１号新千葉公園 

千葉都市計画都市再生特別地区（千葉駅西口地区） 

千葉都市計画高度利用地区（千葉駅西口地区） 

（２） 素案の概要 

■市街地再開発事業（千葉駅西口地区） 

 千葉駅西口地区におけるさらなる多機能複合市街地の

形成や駅前の利便性・快適性の向上を図るため、 

①商業、居住や駅直結の病院機能の導入 

②歩行者の安全性・快適性を高める公共空間の確保 

③地上３階レベルにおける歩行環境の充実 

を目指し、千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業（Ｂ

工区）の都市計画を変更する。 

■公園（２・２・２１号新千葉公園） 

 市街地再開発事業の計画変更に伴い、地域住民及び来

街者に親しまれる公園とするため、区域を変更し、立体

的な範囲を定める都市計画の変更を行う。 

■都市再生特別地区（千葉駅西口地区） 

 市街地再開発事業の変更に合わせ、土地の合理的かつ

健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目指し、

千葉駅西口地区（Ｂ工区）に都市再生特別地区を決定す

る。 

■高度利用地区（千葉駅西口地区） 

 千葉駅西口地区（Ｂ工区）では、都市再生特別地区を

活用し事業を行う予定であり、高度利用地区と重複する

高度利用地区の区域について廃止の変更を行う。 

（３） 
都市計画説明会の日時

及び場所 

日時：平成２８年 ７月 ２日（土） 

１０：００から１１：２５ 

場所：千葉中央コミュニティセンター８階「千鳥・海鴎」 

（中央区千葉港２－１） 
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（４） 

 

出席者の人数 

出席者 １９名 

＜参考＞ 

ホームページへのアクセス件数 ２１件 

（５） 

 

（６） 

 

出席者が述べた質疑 

又は意見の要旨 

前号の内容に対する市

の回答又は見解 

以下「別表」のとおり 
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記 

別表 

（５）出席者が述べた質疑又は意見の要旨  （６）前号の内容に対する市の回答又は見解 

 

①農業会館付近からＪＲ千葉駅に向かう場

合、どのようなルートになるのか。 

 

 

 

 

 

 

②公園（新千葉公園）に行くには、エレベー

ターかエスカレーターが設置されるのか。 

 

 

③農業会館からＪＲ千葉駅に向かう道路（新

千葉３７号線）が非常に暗く、痴漢が多い。

街灯を整備していただきたい。また、こちら

の道路は拡幅されないのか。 

 

④駐車場はこの地区に設けないのか。駐車場

についてご説明を頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再開発事業で公園棟と既設のペデストリ

アンデッキを繋ぐデッキを整備する計画と

なっており、公園棟を通り地上３階レベル

でＪＲ千葉駅へ行くことができるようにな

っている。また、商業棟と公園棟の間に通

路を設けており、地上レベルでも駅へアク

セスできる計画としている。 

 

②公園へのアクセスは、階段及び通路で行

き来できるとともにエレベーターでも行く

ことが出来るようになっている。 

 

③街灯の設置については、所管がどこにな

るのか等を確認させて頂く。 

道路（新千葉３７号線）は再開発事業の区

域外になるため、道路の拡幅は行わない。 

 

④地元の皆様を対象に行った事業者説明会

では、駐車場の説明もさせて頂いたが、都

市計画においては駐車場の位置づけがない

ため、再開発事業のなかで引き続き駐車場

の説明はしたいと考えている。 

駐車場は人が集まるような施設、例えば商

業施設等の一定規模以上のビルを建築する

場合、一定数以上の駐車場を設置する必要

がある。このため、商業棟及び病院棟にお

いては、駐車場を整備する義務があり、義

務の台数以上の駐車場についてはビル所有

者がどの程度必要なのかを勘案し設置され

ることになる。 

現在の計画では、病院棟の駐車場として病

院棟西側にタワーパーキングを設置するこ
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⑤それは病院棟のなかに含まれる駐車場で

はなく、別に駐車場のタワーが設置されると

いうことか。突然、みっともない建物ができ

るということではないのか。 

 

 

⑥病院棟と一体となった駐車場なのか。 

 

⑦千葉駅西口地区（Ｂ工区）の西側は閑静な

住宅地となっている。病院棟の西側に立体駐

車場が２棟建ってしまうと「まち」がストッ

プしてしまう。これからの千葉市の開発にと

って、悔いを残すことになるのではないか。 

３月５日に自治会に対して事業説明会があ

った。突如として、タワーパーキングが設置

される計画を提示され、それまでは市ホーム

ページで地下に駐車場を設ける計画となっ

ていた。この計画は非常に良かった。それが、

高さ４０ｍのタワーパーキングに変更する

といった説明があり、地域の住民から非常に

不興をかっている。 

 

⑧事業協力者が新日本建設㈱に決まってい

ると思うが、５千数百万円の地代が市に入る

と聞いている。市は事業協力者に事業を丸投

げしているように感じる。郷土愛を持って開

発をして頂きたい。 

 

⑨道路（新千葉３７号線）から公園へのアプ

ローチをスロープで繋げることはできない

とで考えている。商業棟の駐車場において

は、区域外の土地で整備を考えており、隣

接地にタワーパーキングを設置するとして

いる。 

駐車場台数等に関しては、皆様のご意見を

聞きながら決めて行きたいと考えている。 

 

⑤病院棟に隣接してタワーパーキングを設

置する計画となっている。なお、病院棟と

同じ事業者がタワーパーキングを建築する

ことになるので、デザイン上の配慮がされ

るものと考えている。 

 

⑥病院棟と一体となった駐車場ではない。 

 

⑦、⑧事業協力者とともに計画を検討し、

引き続き検討状況の報告や地元の皆様に説

明等をさせて頂きたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ご意見として参考にさせていただきた

い。 
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か。階段を作るとかエレベーターを設置する

とか複雑なことをするのではなく、病院棟の

北側のスペースに普通に歩けるスロープを

設置し、車椅子や誰でも歩行しやすい動線を

作っていただきたい。 

 

⑩新千葉公園の目的である、緑でみんなの目

を楽しませることや緊急時の避難場所とな

ることを考えると、駅と同じ３階レベルで整

備するのではなく、近隣に住んでいる住宅地

側から歩いて公園に入りやすくすることが

必要なのではないか。 

老人や子供がわざわざ高いところにある公

園まで上がって、公園を楽しむということに

はならないのではないか。 

地上３階レベルに公園を配置することは説

明として納得できる部分はあるが、実際に住

んでいる人々としては、地上レベルに公園が

あった方が良い。 

 

⑪公園の位置を変更し、現在の公園予定地が

病院になってしまうとごみステーションが

無くなってしまう。特に、この地域は道路が

狭いためごみの収集車が中まで入れない。 

現在のごみステーションでは１回に６０個

ものごみが集まり、異常な事態となってい

る。このごみの問題は非常に大きな問題とな

っており、ごみ置き場の確保や小型のごみ収

集車の導入をしたらどうか。 

 

⑫公園の位置の変更理由が納得できない。 

新千葉２丁目は近隣商業地域だが、地図を見

ると住居専用地域と言ってもいい佇まいと

なっている。 

変更前の新千葉公園は、住宅地とのほどよい

緩衝帯となっており、良いプランだと思って

いた。 

 

 

 

 

 

 

⑩今回は市街地再開発事業のなかで自転車

駐車場と一体的に整備することで合理的な

土地利用の促進を図るため公園の区域を変

更するものとなっている。 

また、ＪＲ千葉駅の駅舎建替えに伴い、西

口周辺の環境も変化してきており、３階レ

ベルの歩行空間が充実してくることから、

公園についても３階レベルに配置し、活気

と賑わいの創出を図りたいと考えており、

地元の皆様が利用しやすい公園となるよう

今後検討していきたい。 

 

 

 

⑪小型のごみ収集車の導入については、こ

の場でお答えすることが出来ないため、ご

了承頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

⑫千葉駅西口地区全体で計画を考えると、

公園棟に公共施設を集約するとともに駅前

の立地特性を活かし土地の高度利用を図

り、地元の皆様の利用しやすい公園を目指

しつつ、西口地区周辺の回遊性や賑わいに

も寄与する公園としていきたいと考えてい

る。 
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今回の変更で公園が駅寄りになり、また、３

階レベルに配置されることで公共性が落ち

ることになる。計画変更が改悪になっている

のではないか。 

 

⑬土地の高度利用、土地の効率のいい使い方

をするのは分かるが、緩衝地帯が何もなく、

６ｍの道路を挟んで目の前に４０ｍのタワ

ーパーキングが建ってしまうことに対しど

う考えているのか。 

本日は都市計画説明会のため、あえて建物の

質問はしないが駐車場を奥に持ってくると

いうことは、車も通るわけであり、疑問に思

っていた。今後、建物の詳細の内容が決まれ

ば、その際に質問していきたいと思う。 

それともう１つ、西口近辺での風の問題があ

る。ウエストリオが完成し、ビル風がかなり

吹いている。今回の計画は、新千葉公園を囲

むようにビルが配置されており、建物を計画

する際には、シミュレーションをお願いした

い。特に、隣接する住宅地にビル風が大きく

影響する可能性がある。建物の高さ４０ｍ位

からビル風の影響がでることが予想される

ため、考慮していただきたい。 

 

⑭千葉港黒砂台線沿いの中華屋の前では、朝

夕毎日剥離風が吹いている。西口に向かう通

路はピロティ風が吹いており、ウエストリオ

のペデストリアンデッキ上ではモンローイ

ベント（吹上風）が起こっている。 

変更後の計画では海風に対し直角に病院棟

が配置され剥離風が発生するのではないか

と思う。 

このため、風の影響を考慮し計画の検討をお

願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

⑬、⑭風の影響については、検討を進めて

おり、大きな建物が建つことでビル風の影

響が出ることは予想されている。 

建物の詳細が決まっていないため、単純な

四角い建物形状でシミュレーションを行っ

たところ、一部強い風が吹く箇所があるこ

とは確認している。 

現在の計画内容で建物を建てた場合、公園

部分については、それほど風の影響はない

という結果が出ている。また、千葉港黒砂

台線については、風が通り抜けることで現

状より若干強い風が吹くことが予想されて

いる。病院棟の南側についても、建物が立

地することで現状より強い風が吹くことが

見えてきている。このため、風を軽減する

対策として、植樹や建物の形状に工夫を行

っていきたいと考えている。 
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⑮公園の変更は病院の設備の関係で今の計

画にならざるを得なかったのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯公園を３階レベルに配置するとエレベー

ターが必要になると思うが、このエレベータ

ーは２４時間稼働を前提としているのか。経

費の無駄だと思う。 

 

⑰変更前の新千葉公園の位置の東側に道路

が計画されていたが、この道路が無くなって

しまう。今回の変更は、どう見ても病院の面

積確保のためこの形状になったのではない

か。それと、計画されている病院の出入口は

いつの時点で説明があるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ペデストリアンデッキから直接公園に繋

ぎたいという思いがあり、公園をこの場所

に配置している。 

病院のボリュームとしてのお話をさせてい

ただくと、他の位置に病院を配置すること

も考えられるが、病院と公共性の高いペデ

ストリアンデッキを直接繋ぐことは難しい

と考えている。 

また、県最大のターミナル駅ということや

ＪＲ千葉駅の建替えに伴い来街者の増加も

予想されることから、３階レベルの歩行環

境を充実させていかないと１階レベルに歩

行者が増え、自動車との分離ができずに安

全上にも支障が出てしまうことから、安全

な歩行環境又は公園利用を考え３階レベル

に公園を配置している。 

 

⑯エレベーターや先ほど説明しました階

段・通路については、２４時間開放を前提

に考えている。 

 

 

⑰病院棟を誰が取得するのかが決まってい

ないため、我々が想定している内容でお答

えする。 

病院棟の１階部分に車のロータリーを敷地

内に設ける予定となっており、その脇に出

入口を設けることを想定している。また、

３階レベルの公園側にも出入口を設ける予

定となっている。これは、非常時の一時滞

在スペースとしての公園利用を考えると、

避難者で具合の悪くなった方への対応を病

院と連携することで安心感も増すことにな

るのではないかと考え現在の計画としてい

る。 
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⑱素晴らしい計画だと思うが、震災は必ず病

院の職員が居る時に起こるとは限らない。そ

の理由は、いいとこ取りの説明なのではない

か。 

どうも公園と病院の動線は、病院ありきで計

画されているように思う。住民の利用を重視

した公園ではないように個人的には感じて

いる。 

 

 

 

⑲ここに病院が立地することは良いことで

はあるが、ベッド数や診療科目、医者や職員

数、病院の整備及び運営経費は検討されてい

るのか。病院の計画を教えて頂きたい。 

また、近隣に住んでいる者から見ると総合病

院がここにあった方が良いのか。近くには井

上病院もあり、西口に総合病院が必要なのか

疑義を感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳井上記念病院及び柏戸病院は何床の病院

なのか。ここに病院を作って果たして需要が

あるのか。近隣に総合病院がある中、本当に

⑱（公園については、）本日ご意見を頂いて

いるので、引き続き検討していきたいと考

えているが、地元の皆様にも使いやすい、

来街者の方にも使いやすい、さらに非常時

にも対応できる公園を目指して行きたいと

考えている。 

地元の皆様が利用しやすい公園とするため

に、例えば先ほどもお話のあったように公

園までのスロープやエスカレーターの設置

については、今後検討していきたい。 

 

⑲病院の計画をお話しする際の前提条件と

して、千葉駅西口地区（Ｂ工区）では民間

企業の能力を活用するため、事業協力者を

募集している。その結果、千葉市公園等活

用事業者選定委員会での審査を経て、採用

した計画のなかで病院機能の導入が提案さ

れた。提案時点でのベッド数としては、１

８０床が計画されている。 

また、診療科目としては、総合病院という

ことから内科、外科、整形外科等の１０診

療科を想定しており、１日当たりの利用人

数の予測では３００人程度になるのではな

いかと考えている。 

病院の運営は市で行うものではなく、民間

病院の運営経費については、正確な金額を

把握していない。この場でお答えすること

は出来ないため、ご了承願いたい。 

なお、千葉駅西口地区（Ｂ工区）の３棟（商

業棟、公園棟、病院棟）を建てる際の費用

としては、１００億円程度の費用が掛かる

と予想されているが、素案の段階のため正

確な費用は把握していない。 

 

⑳柏戸病院は１７０床、井上記念病院が１

７６床となっている。 

現在の変更素案の内容は、新日本建設㈱か
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この場所に病院が必要なのか。また、民間の

病院事業者がこちらに来ていただけるのか。 

 

ら提案を頂いた計画となっており、提案の

際に病院を開設したいという病院事業者の

意向を確認している。 

今後、事業者の募集を予定しているが、事

業協力者の新日本建設㈱が事業者に選定さ

れれば病院は開設されるものと考えてい

る。 

 


