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市川都市計画道路３･４･１２号北国分線 工事説明会 

議  事  録 

 

   期 日：平成 30 年 3 月 17 日（土） 

   時 間：14 時 00 分～15 時 10 分 

   会 場：市川歴史博物館 2 階講堂  

                 主 催：市川市道路交通部都市計画道路課 

                 出席者：39 名 

 

 

１ 主催者挨拶（都市計画道路課長） 

  省略 

 

２ 説明内容要旨 

 

【説明会主旨】 

本日の説明会は、市川都市計画道路３・４・１２号北国分線の工事を 5月より着手す

るため、今後の工事内容と工程について、近隣の皆様にご説明するものです。 

 

【事業概要】 

市川都市計画道路３・４・１２号北国分線は、県道松戸原木線と外環道を結ぶ延長    

約 930ｍの主要な幹線道路です。この内、延長約 590ｍがすでに整備されており、今回

は、未整備区間と交差点改良区間を含めた延長約 400ｍを副道と併せて整備します。 

この道路は、事業区間の起点と終点で約 12ｍの高低差があり、本線が高架構造となる  

ことから、堀之内緑地下から外環道までの区間は、本線と並行して副道を整備します。 

＜①道路規格＞ 

本線部は、総幅員 17ｍ、車線数は 2 車線、計画交通量は 1 日 9500 台、設計速度は     

時速 40ｋｍとなります。 

＜②平面計画＞ 

中央部の本線車道は、3ｍの車道が 2 車線、その脇に 2ｍの自転車道、その脇に 2.5

ｍの歩道となります。歩道の両脇には、6ｍの副道が設置されます。 

＜③縦断計画＞ 

本線縦断は、高低差が約 12ｍとなることから、縦断勾配は 大で 7.7％となります。 

副道縦断は、現況地盤高さに合わせた勾配となります。 
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【工事概要】 

＜①全体工程＞ 

  工事の工程については、平成 30 年度より工事着手し、平成 33 年度の開通に向けて

工事を進めていく予定ですが、用地の取得状況等の要因により変更する可能性があり

ます。 

  作業時間については、8時から 17 時ですが、交通規制を伴う場合は、9時から 17 時

になります。休工日は、原則日曜日として工事を進めます。 

＜②家屋等事前事後調査＞ 

 工事の掘削等に伴う地盤変動等の影響に伴い、家屋等に損傷が生じた場合、金銭に

より補償します。そのため、工事着手前に対象家屋等に対して家屋等事前調査を実施

し、工事完了後に意向確認を行ったうえで、家屋等事後調査を実施します。事前、事

後の調査の対比により、損傷の認定を行い、補償額を算定します。 

事後調査は、平成 31 年度に予定している盛土部擁壁工、切土部土留工が完了した後

に実施するため、平成 32 年度に実施する予定です。 

＜③階段工（平成 30,31 年度）＞ 

  現在、緑地内に階段が設置されていますが、この階段は道路計画線内に入っている

ため、階段の付け替え工事を予定しています。計画道路の両側に新設階段を設置しま

すが、平成 30 年度は道路が完成形の高さにならないことから暫定形で供用し、平成

31 年度に完成形とする予定です。 

階段の勾配、幅員は、現況階段と同じ勾配、幅員を確保します。 

＜④函渠工（平成 30 年度）＞ 

  今回できる道路は、緑地下を通っている市道の上を通るため、ボックスカルバート

と呼ばれる箱型構造物を作り、既存道路を約 20ｍのトンネルでつなぎます。既存道路

は、約 5ｍの幅員ですが、ボックスカルバート部は、車道部が 7ｍ、歩道部が 4.7ｍの

計 11.7ｍの幅員となります。 

函渠工工事予定期間となる、平成 30 年 8 月から平成 31 年 3 月まで、工事箇所は 24

時間車両通行止めとなります。歩行者迂回通路は施工ヤード内に確保しますが、車両

については迂回をお願いします。施工ヤードは、工事中の騒音等に配慮し、3ｍの高さ

の万能鋼板で囲い、歩行者通路は、2ｍの幅員を確保します。 

工事箇所には、ごみ集積所がありますが、工事期間中は、かごとネットによる暫定

のごみ集積所を 2 箇所設置します。工事完了後のごみ集積所については、清掃事業課

が現地を確認し、設置箇所を決定する予定です。 

ボックスカルバートの施工方法の概要については、まず土留杭を打ち込み、次に地

盤改良を行い、掘削及び運搬を行います。その後、足場、鉄筋、型枠組立を行い、コ

ンクリート打設を行います。土留め杭を打ち込む作業は振動が発生し、地盤改良、掘

削及び運搬の作業では大型重機を使用することから騒音が発生します。 

＜⑤盛土部擁壁工（平成 31 年度）＞ 

盛土高さが 3ｍ以下の区間は L 型擁壁、盛土高さが 3ｍ以上の区間は帯鋼補強土壁
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（テールアルメ）を設置します。 

擁壁の模様は、一般的にプレーンが多く用いられますが、今回は、この地域の自然

環境と博物館に近接する道路であることを考慮し、積石模様をつけることで景観に配

慮します。 

＜⑥切土部土留工（平成 31 年度）＞ 

植栽施設として利用されている箇所の端部で、約 2ｍ現地盤を切り下げるため、道

路の両脇に、鋼矢板土留めを設置し、鋼矢板の外側には、修景コンクリート壁を設置

します。 

平成 31 年 8 月頃から工事着手するため、その際には植栽施設の利用が出来なくなり

ます。 

＜⑦道路施設工（平成 32 年度）＞ 

照明灯は、20ｍ間隔で歩道の両側に設置します。 

防護柵は、転落防止柵を盛土全区間に設置し、盛土高さが 2ｍ以上の区間について

は、転落防止柵の上に投物防止柵を設置します。投物防止柵は、防音性、目隠し、透

光性を考慮して、すりガラスのような透明両面マットのポリカーボネートパネルをア

ルミ製部材に取り付けた製品を使用します。 

車道と自転車道の下り勾配区間については、速度抑制対策として、すべり止め薄層

カラー舗装とします。なお、交通安全施設全般については、開通年度に交通管理者で

ある警察と現地立会のうえ決定します。 

＜⑧交差点改良工（平成 33 年度）＞ 

  緑地上部交差点には、信号機が設置される予定で、新設道路には右折車線がつきま

す。ただし、既存道路の右折車線は廃止となります。 

外環道部交差点は、外環道開通時には押しボタン式信号機が設置される予定となっ

ています。新設道路接続時には、丁字交差点となり、左折車線と右折車線を設置しま

す。 

外環道部交差点改良工の工事予定期間となる、平成 33 年 10 月から平成 34 年 3 月

は、工事箇所を 24 時間車両通行止めとします。 

＜⑨お願い＞ 

工事期間中に実施する交通規制、並びに工事中に発生する騒音振動により、近隣に

お住まいの方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 
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３ 質疑応答 

質問 回答 

Q1.工事中に井戸水へ影響が出た場合

は、すぐに市が対応してくれるの

か。 

A1.地質調査の結果により、今回の工事内

容による井戸水への影響はないと考え

ていますが、家屋事前調査時に井戸水の

調査を行う予定です。市の工事により井

戸水に影響を与えた場合は、すぐ対応さ

せていただきたいと考えております。 

Q2.工事車両の通行ルートについて、

特に大型車両についてはどう計画

しているのか。緑地下の道路につい

ては、小型車両でも極力通らないよ

うにして欲しい。 

A2.工事車両の通行ルートとしては２つあ

り、外環道路の副道（側道）と斜面緑地

下の道路を考えております。大型車両の

通行については基本的に外環の副道と

考えており、斜面緑地下の道路について

も工事業者に極力通らないように指導

してまいります。 

Q3.今回整備する道路は外環道路と丁

字交差点となるが、その交差点より

先の工事実施時期を知りたい。 

A3.丁字交差点となった先の整備計画はあ

りません。 

Q4.斜面緑地について、今回の工事範

囲外についても伐採等を行うこと

はあるか。 

A4.基本的に工事範囲内のみ伐採を行い、

工事範囲外の整備を行う予定はありま

せん。 

Q5.斜面緑地内の遊歩道は、歩行者が

新設道路を横断することはできる

か。 

A5.歩行者は、遊歩道の北側交差点か南側

のボックスカルバートで新設道路を横

断することになります。 

Q6.計画交通量が一日あたり 9500 台

とあるが、実際の交通量のｲﾒｰｼﾞを

教えて欲しい。 

A6.主要地方道市川柏線(八幡中央通り)の

昭和学院からﾍﾞﾙｸｽ市川宮久保店付近の

交通量が同様の交通量となっておりま

す。 

 

Q7.交差点の道路標示はどの様に決定

しているのか。 

A7.道路標示・信号機等は警察の管轄のた

め、市川警察との協議により現在の計画

に決定しております。 

Q8.この路線の北部で県道松戸原木線

へ接続する交差点では、現在は丁字

交差点として県道へ直進できない

構造だが、これを直進できる様にす

A8.ご要望として承ります。現時点では、

その交差点の整備予定はありません。 
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ると、この路線へ現在より速い速度

で大型車両が流入することになる。

現状のままの交差点形状で残す様

に管轄する県へ要望して欲しい。 

Q9.斜面緑地に設置する階段を外環道

路の歩道橋階段の様に高齢者の利

用を考慮した構造とし、踏み面につ

いてもﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝでは無く雨･雪等で

滑り難いものにすることはできな

いか。 

A9.階段の構造についてはﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基準に

基づき設計しているためご了解頂きた

い。踏み面については、ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に刷

毛引き仕上げで計画しているため、滑り

については大きな問題にならないと考

えております。 

Q10.交通規制を行う場合は規制内容

の案内を地元住民へ分かりやすく

行い、周知も丁寧に行って欲しい。 

A10.今回の工事において、24 時間通行止

めを平成30年 8月から平成31年 3月

末に斜面緑地下の道路で、開通年度の

平成 33 年度に外環道路との交差点部

で予定しております。その場合は交通

規制案内の掲示、お知らせを回覧板で

通知する等により事前に周知を行い

たいと考えております。 

Q11.工事範囲内の斜面緑地に樹齢の

長い大木があるため、小塚山公園に

移植して欲しい。 

 

A11.小塚山公園を管理する公園緑地課へ

移植場所があるかについて確認し、ま

た、技術的に大木の移設が可能かどう

かについても確認したいと思います。

ご要望として承ります。 

Q12.開通後に渋滞が起こった場合は、

渋滞を解消する対応までを継続し

て行って欲しい。 

 

A12.開通後の渋滞の原因にもよりますが

信号の周期時間によるものであれば、

信号を管理している警察と協議し、見

直しにより対応する必要があると考

えております。 

Q13.工事中に砂埃等が発生すると周

囲の住民の生活に影響があると考

えるが、対策について伺いたい。 

A13.残土等を現場内に置く場合はｼｰﾄ等で

囲う等、極力周囲に配慮しながら工事を

進めせて頂きたいと考えております。 

 


