
  

 

千葉北西連絡道路シンポジウムの開催について 

千葉北西連絡道路については、国道16号の慢性的な渋滞の解消や地域活性

化などを目指して、令和2年10月に国、県、関係市などで構成する「千葉北西連絡

道路検討会」が設立されました。本年8月には、千葉北西連絡道路の基本方針

（骨子）が確認されたところです。 

千葉北西連絡道路について、皆さまに広く知っていただくため、シンポジウム

を開催いたします。 

 

 １ 日 時 

令和４年１１月１０日（木）１３時３０分から１６時１５分まで 

（受付開始１２時３０分） 

 

 ２ 会 場 

千葉県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ）２階 ふれあいホール 

（我孫子市本町３丁目１－２） 

 

 ３ 内 容 

  ○講 演 

  ①：「千葉北西連絡道路の検討状況について」 

      小島 昌希 氏（国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所長） 

  ②：「広域的な幹線道路ネットワークと地域づくり」 

      寺部 慎太郎 氏（東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授） 

 

 ○パネルディスカッション 

    「地域の交通課題と千葉北西連絡道路に期待する効果」 

コーディネーター ： 寺部 慎太郎 氏 東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授 

パ ネ リ ス ト ： 太田 和美 氏 柏市長 

  板倉 正直 氏 印西市長 

  鈴木 有 氏 野田市長 

  星野 順一郎 氏 我孫子市長 

  岡野 哲也 氏 常南通運株式会社 代表取締役社長 

  坂本 聖司 氏 グッドマンジャパン株式会社 

   インベストメントディビジョン 

   リーシング＆ビジネス・ディベロップメント 統括部長 

 

令和４年１０月１８日 

報道提供資料 

Abiko city 

報道機関各位 



４ 定員・ 申込方法 

（１）定員 １８０名 

（２）申込方法 

・下記のホームページから、お申し込みください。 

・申込締切日 令和４年１１月８日（火） 

http://symposium.placo.net/ 

   

５ 取材について 

・取材をご希望の方は、氏名・所属・連絡先を下記アドレスにメールしてください 。 

Mail：doukei4@mz.pref.chiba.lg.jp 

・報道機関の方は、会場では自社腕章の着用をお願いします。 

 

６ その他 

・詳細は、別添のリーフレットをご覧ください 。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場は「３密」とならないよう十分な間隔

を空けてお座りいただきますが、マスクのご着用と手指消毒 についてご協力をお願い

します。 

・発熱等の風邪症状がみられる方は、ご来場をお控えください。 

・また、当日の体温が 37.5 度以上の方は、ご入場をお断りさせていただきます。 

 

 

 
【問い合わせ】 

我孫子市都市部都市計画課 担当 山高 

☎ 04‐7185‐1529 



地域活性化へ～期待ふくらむ千葉北西連絡道路～地域活性化へ～期待ふくらむ千葉北西連絡道路～

1111 1010 木令和4年令和4年
（受付開始 /12:30）（受付開始 /12:30）13：30～ 16：1513：30～ 16：15

千葉県福祉ふれあいプラザ
（けやきプラザ）　２階ふれあいホール
千葉県福祉ふれあいプラザ
（けやきプラザ）　２階ふれあいホール

月月 日日11 10 木開催日

時　間

会　場
参加無料
（事前予約制）
※申込方法等の詳細に
   ついては、 裏面の申込
　　方法を御覧下さい。
（定員 180 名）

主催 ：柏市 ・印西市 ・野田市 ・我孫子市 ・千葉県

後援 ：柏商工会議所・柏市沼南商工会・印西市商工会・野田商工会議所・野田市関宿商工会・我孫子市商工会

プログラム

講演①

13：30

（国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所長）

小島 昌希 氏千葉北西連絡道路の検討状況について

講演②
（東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授）

寺部 慎太郎 氏広域的な幹線道路ネットワークと地域づくり

パネルディスカッション

（東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授）寺部 慎太郎 氏

地域の交通課題と千葉北西連絡道路に期待する効果

開会

16：15 閉会

コーディネーター

（柏市長）太田 和美 氏パネリスト （印西市長）板倉 正直 氏 （野田市長）鈴木 有 氏

（我孫子市長）星野 順一郎 氏 （常南通運株式会社 代表取締役社長）岡野 哲也 氏

（グッドマンジャパン株式会社 インベストメントディビジョン
　リーシング＆ビジネス ・ディベロップメント 統括部長）

坂本　聖司 氏

（柏市長）
太田 和美 氏

（印西市長）
板倉 正直 氏

（野田市長）
鈴木 有 氏

（我孫子市長）
星野 順一郎 氏



地域活性化へ～期待ふくらむ千葉北西連絡道路～
開催趣旨

【お問合せ先】 千葉県　県土整備部　道路計画課　 ℡ 043-223-3277

講師 ・パネリスト紹介

鈴木 有 氏
（野田市長）

野田市出身。
昭和５５年拓殖大学政経学部卒業。
平成６年野田市議会議員、
平成１９年野田市議会議長、
平成２８年に野田市長に就任し、 現在２期目。
趣味は、 剣道、 ゴルフ、 カラオケ、 スポーツ吹き矢。
座右の銘は、 「慈故能勇、 感謝」。

星野 順一郎 氏
（我孫子市長）

我孫子市出身。
昭和５９年日本大学松戸歯学部卒業、
平成７年一般社団法人我孫子青年会議所理事長、
平成１１年我孫子市介護認定審査会副会長、
平成１５年一般社団法人我孫子市歯科医師会会長、
平成１９年に我孫子市長に就任し、 現在に至る。
趣味は、 映画鑑賞。
座右の銘は、 「為せば成る　為さねばならぬ何事も　成らぬは人の
為さぬなりけり」。

太田 和美 氏
（柏市長）

柏市出身。
日本大学法学部法律学科卒業。
平成１７年千葉県議会議員、
平成１８年衆議院議員を務め、
令和３年に柏市長に就任し、 現在に至る。
趣味は読書 ・散歩。

板倉 正直 氏
（印西市長）

印西市出身。
昭和４０年成田高等学校卒業後、
昭和５０年印西町議会議員に初当選。
以降、印西市（町）議会議員を１０期連続で務める。
平成２４年印西市長に初当選し、現在３期目。
「市民目線 ・誠心誠意」 をモットーに、 常に市民が望むものを
第一に考えながら市政を牽引 ( けんいん ) する。

岡野 哲也 氏
（常南通運株式会社　代表取締役社長）

栃木県出身。
同社は柏市で創業し、 本年で 80周年を迎える。
郵便、 JR コンテナ、 食品、 医薬品輸送、 工業部材配送等、
幅広く運送事業を手がける。
全国地区通運協会理事長、 柏商工会議所副会頭などを歴任し、
現在、 千葉県トラック協会副会長を務める。
趣味は柏レイソルサッカー観戦。

坂本　聖司 氏

東京都出身。
同社は、 産業用不動産の所有、 開発、 管理を世界 14 ヶ国で
展開する。近年では印西市に物流施設５棟、データセンター３棟、
アメニティエリアから成る日本で初めての物流施設を中心とした
ビジネスパークを開設。 入居率 100％にて稼働中。
同氏は、 物流に特化した土地の取得、 テナント誘致等に
約 20年従事する。

（グッドマンジャパン株式会社　インベストメントディビジョン
 リーシング＆ビジネス ・ ディベロップメント　統括部長）

小島 昌希 氏
（国土交通省 関東地方整備局　千葉国道事務所長）

広島県出身。
平成１５年に東京大学大学院工学系研究科を修了後、
国土交通省に入省。近畿地方整備局企画部の企画課長、
国土交通省道路局の高速道路課長補佐、
同局企画課の道路政策企画官などを歴任し、
令和３年から現職の千葉国道事務所の所長に就任。
趣味はテニスと囲碁。

寺部 慎太郎 氏
（東京理科大学 理工学部 土木工学科 教授）

愛知県出身。
東京工業大学大学院土木工学専攻修了後、
東京大学大学院工学系研究科助手、
講師等を経て現職に至る。
主な研究分野として、 市民参加 ・交通計画 ・交通行動分析が
ある。

至 北柏 至 天王台

356

南口広場

ＪＲ我孫子駅

●銀行

けやきプラザ

千葉県福祉ふれあいプラザ （けやきプラザ）

我孫子市本町3-1-2 （我孫子駅南口徒歩１分）
千葉県福祉ふれあいプラザ （けやきプラザ）

我孫子市本町3-1-2 （我孫子駅南口徒歩１分）

■参加を希望される方は、 下記のホームページからお申し込み下さい。

【申込締切　11月8日（火）】

■参加者 （複数の場合は代表者） に参加受付完了メールを送ります。

■当日は、 参加受付完了メールを印刷してお持ちいただくか、
　 スマートフォンなどの画面をご提示いただき、 受付をお願いします。

■締切日前でも定員に達し次第、 締め切らせていただきます。
※お申し込みされた方の個人情報は、 当シンポジウムの受付のみに使用するものであり、
　 主催者側が安全に管理し、 保護を徹底します。
 　法令に基づく場合を除き、 第三者に開示 ・提供することはありません。

駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場は「３密」とならないよう十分な間隔を
　空けてお座りいただきますが、マスクのご着用および手指消毒をお願いします。
　発熱等の風邪症状がみられる方はご来場をお控えください。
　また、当日の体温が37.5度以上の方はご入場をお断りさせていただきます。

http://symposium.placo.net/お申込サイトURL

ご来場の方へ

お申込方法


