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千葉県埋立地域における土地利用の変遷
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本論文は,千葉県埋立地域をそのフ ィール ドと
して,土地利用 の変遷 をまとめ ,この地域が我 々
の生活 にいかな る形で貢献 して きたのか ,また ,
今後 どの ように利用 され るべ きなのか ,自分な り
の意見を述べ ることをその 目的 とす る｡研究の手
法 としては,文献調査及びフ ィール ド調査 を中心

立地 は首都圏全体 の レク リエーシ ョン空間 として
重要な役割を果たす ようにな った｡

とす る｡ また ,埋立地 に対す るイメージを把握す
るために,海浜公園利用者を対象 として アンケー
ト調査 を施行す ることとす る｡
千葉県の埋立地は ,県の事業 として本格的に造
成 され るようにな った ,昭和 2
0
年代半ばか ら現在
までの4
0
年間で,その土地利用が大 き く変遷 した｡
それは,埋立地が 内地 に不足 している機能を補
うもの として位置付け られ ,そ こには,内地 の需
要 に合わせた土地利用が展開 されてきたか らであ

埋立地 におけ る最 も新 しい土地利用 として位置
付け られ るのは ,業務機能だけでな く,居住や教
育文化 , レク リェ‑シ ョンな ど複合的な機能を合
わせ持 った新都心である｡
東京湾岸では ,千葉県の幕張新都心を含 めて ,

る

最近 では ,首都 圏‑ の機 能 集 中 の傾 向が著 し
く,それに ともな って ,オフ ィス空間の需要が増
大 してい るが ,それを提供す る役割が埋立地に求
め られている｡

｡

昭和 2
0
‑30年 代 には ,主 に工業 用地 が造成 さ
れ ,県南部には,昭和 2
5
年 の川崎製鉄㈱ の進 出を
契機 として,鉄鋼 ,石油化学を中心 とす る重化学
工業が集積 し,大規模工業地帯が形成 されてい っ
た｡ この工業地帯は ,県全体 の工業生産額 の 5割
以上を生産 し,県政 の発展に大 き く頁献 して きた｡
また ,その関連産業 とあわせて ,雇用機会を増大
させ るのに も役立 って きた｡
昭和 4
0
年代以降には ,首都圏‑の人 口集中に対
応 して ,千葉市の海浜 ニ ュータウンを初め とす る
大規模な住宅団地が建設 されて ,埋立地 は ,居住
空間を提供す る場 としての役割を果す ようにな っ

3地域 で新都心計画が進め られてい るが ,これ ら
は全 て,国際機能や情報通信機能 を重視 し,展示
場 ,会議場や ホテルを設け るな ど,計画概要は大
変似通 ってお り,この ような土地利用が現在 ,普
都圏において最 も必要 とされているものであると
い うことが分か る｡
以上述べて きた ように,埋立地 を造成す ること
に よって,我 々の生活環境は改善 されて きたが ,
同時に,東京 湾 とい う自然環 境 を失 うこ ととな
り,もはや東京湾本来の 自然 と接す ることは,難
しい状況にな って しまった｡
今後千葉県では ,市川 2期埋立や東京湾横断道
路建設に よる埋立が計画 されているが ,その両計
画 とも貴重な 自然が残 された地域を対象 としてお
り,自然環境 の破壊が懸念 されてい る｡
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一度 ,壊れて しまった 自然は回復 し難 いので ,
埋立を行 うのな らば ,引 き換 えに失 う自然につい
て も考 えていかねばな らない｡

昭和 50
年代以降には ,開発に よって内地で失わ
れた 自然を補 うことが埋立地に求め られ ,公園や
緑地が建設 され るようにな った｡特に ,大規模な
海浜公園には ,県 内だけでな く東京 ,埼玉 ,神奈
川 な どか ら毎年約80万人以上が訪れ ,千葉県の哩

500
東京湾には ,未利用 の既存 の埋立 地 が約 2,
‑ クタール も残 されているので ,この地域 の開発
と産業構造の転換に ともない転用が見込 まれ る工
業用地 の再開発に重点を置 いて,臨海地域 の開発
計画を進めてい く事が重要 である｡
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