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報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位                                   

 2012 年（平成 24 年）2 月 27 日 

            習志野市 JR 津田沼駅南口土地区画整理組合 

JR総武線津田沼駅南口 地区面積約 35ha 計画人口約 7,000人の新しいまち 

「「「「奏奏奏奏のののの杜杜杜杜（（（（かなでのもりかなでのもりかなでのもりかなでのもり）」）」）」）」複合複合複合複合サービスサービスサービスサービス街区街区街区街区のののの商業者商業者商業者商業者ががががベルクベルクベルクベルクにににに決定決定決定決定 

民間認可民間認可民間認可民間認可保育所保育所保育所保育所誘致誘致誘致誘致でででで子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを支援支援支援支援 

2013年 3月開業予定 

 

千葉県習志野市で基盤整備工事が進行中の「習志野都市計画事業 JR 津田沼駅南口特定土地区画整

理事業」（施行者：習志野市 JR 津田沼駅南口土地区画整理組合、業務代行者：株式会社フジタ）によって

誕生した新しいまち「奏の杜（かなでのもり）」では、複合サービス街区の商業開発について、株式会社ベル

ク（本部：埼玉県寄居町）による食品スーパーを核とする近隣型ショッピングセンターの整備を行うことを決定

いたしましたのでお知らせします。開業は 2013 年（平成 25 年）3 月を予定しています。 

 

本計画地は、「奏の杜」地区において最も駅に近い街区（面積約 18,000 ㎡）で、JR 津田沼駅南口から徒

歩 3 分の好立地にあります。本施設は、「奏の杜」地区で最初の商業開発であり、延床面積は約 20,000 ㎡、

まちの骨格を形成する拠点施設の一つであると同時に、「習志野市の玄関口」としての JR 津田沼駅南口エ

リアの商業環境の向上にも寄与します。 

店舗構成としては、周辺にお住まいの方々のデイリー利用に応える食品や衣料、生活雑貨、及び飲食を

はじめとする各種サービス施設などからなり、北口の大型商業を含む周辺の既存商業集積と競い合うことな

く、時間的・経済的ゆとりの提供により、“生活防衛時代”の日常生活を支援します。また、民間認可保育所

の設置も予定されており、「奏の杜」及び周辺地区の子育て世帯のニーズにお応えします。 

 

施設計画は、「奏の杜」地区に定められた「まちづくり・まち育てガイドライン」に沿って、周辺環境との調和

やまち並みに配慮したものとします。敷地内には歩行者専用通路を設け、JR 津田沼駅から本計画地を通っ

て、幅員 16m のシンボルプロムナード（歩行者専用道路）を抜け、近隣公園に至る安全で快適な歩行者動

線を確保しています。一方、十分な台数の平面駐車場（一部屋上）を整備し、車利用でもアクセスしやすい

施設配置によって、買物の利便性を高めています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※※※このこのこのこのリリースリリースリリースリリースはははは 2222 月月月月 27272727 日日日日にににに千葉県政記者千葉県政記者千葉県政記者千葉県政記者クラブクラブクラブクラブ、、、、船橋船橋船橋船橋新聞記者会新聞記者会新聞記者会新聞記者会でででで資料配布資料配布資料配布資料配布いたいたいたいたししししておりますておりますておりますております。。。。 

習志野市 JR 津田沼駅南口土地区画整理組合  

業務代行事務所（株式会社フジタ）  担当： 鎰谷（かぎや）、柴田    

TEL 047-493-5961 FAX 047-493-5962  

【この件に関するお問合せ先】 
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    参考参考参考参考資料資料資料資料     

＜＜＜＜開発開発開発開発コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト＞＞＞＞ 

～～～～JR津田沼駅南口津田沼駅南口津田沼駅南口津田沼駅南口エリアエリアエリアエリアのののの商業環境商業環境商業環境商業環境のののの向上向上向上向上にににに寄与寄与寄与寄与～～～～ 

「奏の杜」地区で最初の商業開発として、まちの骨格を形成する拠点施設の一つであると同時に、JR津田

沼駅南口エリアの新しい顔となり、「習志野市の玄関口」にふさわしく、立ち寄りやすく、親しまれ、賑わい性

のある複合サービス街区の形成を目指します。 

～～～～新新新新しいまちでしいまちでしいまちでしいまちで新新新新しいしいしいしい暮暮暮暮らしをらしをらしをらしをスタートスタートスタートスタートさせるさせるさせるさせる人人人人のののの““““生活生活生活生活インフラインフラインフラインフラ””””～～～～ 

株式会社ベルクの経営理念「Better Life with Community（地域社会の人々により充実した生活を）」に基

づいて、時間的・経済的ゆとり（買物しやすい環境＋安くて良いもの、おいしいもの）を提供することにより、

「奏の杜」地区をはじめとする地域の方々のより良い暮らしの実現を支援します。 

そして、「奏の杜」全体のコンセプト及び 4 つのテーマ「景観」「安全・安心」「環境」「エリアマネジメント」に

呼応し、複合型商業施設の運営を通して、新しいまちの共有財産（モノ・しくみ・コミュニティ）を守り育ててい

くための道具と材料（商品）、ヒント・ノウハウ、きっかけ（機会）を提供することにより、「まち育て」の意識と実

際の活動について、それぞれの暮らしのレベルでの浸透・実現に貢献します。 

 

＜＜＜＜施設展開施設展開施設展開施設展開のののの考考考考ええええ方方方方＞＞＞＞ 

■ターゲットについて 

「奏の杜」地区全域（約 35ha）と、車・自転車等により 15 分で来店可能なエリア（概ね半径 1～1.5km 圏）

にお住まいのお客様をメインターゲットとしつつ、「奏の杜」地区方面のルートで JR 津田沼駅南口にアクセス

して通勤・通学される方々の利用も想定した施設内容を考えています。 

■店舗構成について 

上記ターゲットとなる方々の日常生活におけるニーズを満足させる店舗・サービス施設の複合体を構築し

ます。「日常（ベーシック/デイリーユース）」をキーワードとして、JR 津田沼駅南口および北口エリアの買回り

型の既存商業施設とは必然的な差別化を図り、互いに共存共栄できる施設とすることで、安定・永続的な運

営を実現します。 

頻繁に利用しやすい施設、疲れ

ない施設を目指し、特に「来店しや

すく」「帰りやすい」にこだわって、買

物の利便性と生活時間のゆとりを提

供するため、平面駐車場を多く確保

する計画（約 100 台）としています。 

また、サービス施設としては民間

認可保育所の他、医療関連施設の

誘致も計画しており、「奏の杜」及び

周辺地区の子育て世帯のニーズに

応える内容となります。 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜計画概要計画概要計画概要計画概要＞＞＞＞ 

所在地   習志野都市計画事業 JR 津田沼駅南口特定土地区画整理事業地内 28 街区  

敷地面積    約 18,000 ㎡ 

延床面積   約 20,000 ㎡  

階数/用途 地上 2 階 / 店舗・駐車場 

フロア構成 
（テナント未定） 

1F デイリーフロア    ～～～～日常日常日常日常のののの中中中中のののの““““新新新新””””生活生活生活生活シーンシーンシーンシーン～～～～ 

（スーパーマーケット（ベルク） / 衣料・生活雑貨等 専門店 / 飲食 他） 

2F 複合サービスフロア    ～～～～コミュニティオアシスコミュニティオアシスコミュニティオアシスコミュニティオアシス～～～～  

（認可保育所 / 医療・健康増進関連施設 / その他の生活利便サービス 等） 

駐車台数 約 360 台    

開業時期 2013 年（平成 25 年）3 月 （予定） 

 

歩行者通路

★ 高揚感と賑わい

★ 近隣公園側のスポット
（自然・癒し）との対比 来店しやすく、

帰りやすい駐車場

周辺環境との調和や
まち並みに配慮した外構

まちのゲート空間

都市を表象するスポット
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＜＜＜＜計画地計画地計画地計画地＞＞＞＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奏の杜」は、東京都心から東へ約 24km、JR 総武線「津田沼」駅の南口から約 300m～1kmにわたって広

がる約 35ha のエリアで、大半は農地でした。土地利用計画では、地区の中心に位置する街区を「共同で土

地活用を行う街区」と位置づけて大街区化を図り、参画を希望した地権者の土地を集約することで、「魅力あ

るまちの核」と「豊かなオープンスペース」を創出し、地権者の長期・安定的な土地活用に資することを目指

しており、本計画地はそのように形成された大街区の一つです。 

    

＜＜＜＜奏奏奏奏のののの杜杜杜杜のまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについて＞＞＞＞    

「奏の杜」は土地区画整理事業による基盤整備からスタートしたまちづくりです。しかし、当初より基盤整備

だけにとどまらず、「まちのルールづくり」からエリアマネジメント（まちの維持・管理）の観点で取り組む「まち

育て」までを一体的にとらえ、このまちの“あるべき姿”を実現するため、良好な環境や地域の価値の維持・

向上を目指し、「景観」「安全・安心」「環境配慮」「エリアマネジメント」をテーマにまちづくりを進めています。 

そのなかで土地区画整理事業の開発規模では他に例の少ない「電柱の無いまち並み」を創出しました。

防犯まちづくりの取り組みでは、全国でも 4 地区、新規開発地区としては唯一、警察庁による「重点地区」指

定も受けています。また、習志野市と共同で「奏の杜環境宣言」の策定を進め、「環境モデル地区」の実現を

目指します。そして、それらの取り組みで創出したまちの魅力や価値の維持・向上を図るため、居住者、土

地所有者を主体とするエリアマネジメント組織「一般社団法人奏の杜パートナーズ」を設立し（2011年 6月）、

具体的な活動をスタートさせました。 

2011 年 1 月から低層戸建住宅街区及び中高層住宅街区で住宅（戸建・マンション）建設が本格化してお

り、今後、近隣公園や街区公園、および歩行者専用のシンボルプロムナード等の建設も順次開始します。 

 

■事業概要 

事業の名称   習志野都市計画事業 JR 津田沼駅南口特定土地区画整理事業  

施行者の名称    習志野市 JR 津田沼駅南口土地区画整理組合  

施行地区面積   約 35 ha 

施行期間   平成 19 年度～平成 26 年度 

計画人口  約 7,000 人 

事業スケジュール  
※平成 24 年度以降は予定   

平成 19 年 7 月 27 日  

平成 20 年度       

平成 21 年 3 月 28 日  

平成 22 年度～ 

平成 24 年度      

平成 25 年度      

平成 26 年度 

組合設立認可 

基盤整備工事本格着工 

仮換地指定 

順次使用収益開始 

まちびらき 

基盤整備工事完了 →換地処分 

組合解散 

業務代行者   株式会社フジタ 東京支店 

都計道3.4.8

都計道3.4.19

市道00-101

計画地
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    別紙別紙別紙別紙資料資料資料資料        
＜＜＜＜株式会社株式会社株式会社株式会社ベルクベルクベルクベルクについてについてについてについて＞＞＞＞    

■企業情報 

社名   株式会社ベルク  

代表者    代表取締役社長 原島功  

設立 1959 年（昭和 34 年）5 月 

本部所在地   埼玉県大里郡寄居町用土 5456 番地 

資本金   39 億 1265 万円 

従業員数 社員 921 名 パートタイマー等 2,345 名 計 3,266 名（平成 23 年 2 月期）  

売上高 1095 億円（平成 23 年 2 月期） 

経常利益 52 億 4300 万円（平成 23 年 2 月期） ※経常利益率： 直近 5 ヶ年平均 4.5% 

店舗数 71 店舗（平成 24 年 1 月末日現在） ※埼玉 51、群馬 13、千葉 3、東京 3、栃木 1 

株式上場 東京証券取引所市場第一部  

事業内容 食品スーパーマーケット・チェーン経営 

■経営理念 ～～～～““““Better Life with Community（（（（地域社会地域社会地域社会地域社会のののの人人人人々々々々によりによりによりにより充実充実充実充実したしたしたした生活生活生活生活をををを））））””””～～～～ 

ベルクは「安くおいしく」を提供する地域密着型のスーパーマーケットです。その社名の由来となったコ

ンセプトの実現を目指して、お客様に喜ばれるスーパーマーケットづくりを進めています。 

埼玉県寄居町に「本部」「物流」「製造」そして「リサイクル」の機能を集中させ、店舗では標準化の徹底

を図り、様々な面において経営の効率化を推進しています。これは、大きな外部環境の変化に対応しな

がらも、ベルク最大の特長、強みとしてこだわっているものです。 

    

■地域貢献活動 ～～～～食食食食のののの視点視点視点視点からからからから地域社会地域社会地域社会地域社会のののの人人人人々々々々のののの健康健康健康健康とととと地球地球地球地球のののの環境活動環境活動環境活動環境活動にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます～～～～ 

①健康に貢献 

○ 「食を通じて地域に貢献すること」を大切にしています。 

ベルクでは、未来の子どもたちの豊かな人間性を育むための「ベルクの食育活

動（ベルクック）」を推進しています。小学校の正式な授業として子どもたちが売場

で直に食材に触れながら栄養バランスの取れた食事の大切さを学ぶ｢食育授業｣の

ほか、レタスの収穫体験や工場見学、親子で参加するお料理教室などの「食育イ

ベント」を開催しています。これらの体験を通して、食への関心を高め、家族のつな

がりの場をつくり、元気の素「食べる」を考える機会を提供しています。 

○ 地域の皆様の健康づくりのお手伝い。 

ベルクは食品スーパーとして初めて女子栄養大学との産学連携により食育活動

を推進することに合意し、専門的な視点でのアドバイスをいただきながら、旬の食材

をふんだんに使用した栄養バランスの良いお弁当の共同開発や、学食メニューレ

シピの配布などを行っています。 

また、店内に設置している「良水オアシス」は、おいしさや健康を気遣うお客様へ

良質な浄水の無料給水サービスを行っています。 

②環境に貢献 

○ 循環型社会の実現に向けたリサイクルセンター。 

ベルクでは、本部敷地内にリサイクルセンターを保有し、循環型社会

に向けた本格的な取り組みを行っています。全店舗にペットボトル、牛

乳パック、空き缶・空き瓶、食品トレイ、乾電池など、細分化した回収が

可能なリサイクルステーションを設置し、お客様が普段の生活の中で気

軽にリサイクル活動に取り組めるようにお手伝いするほか、店舗から排

出されるダンボールや発泡スチロールの再資源化も行っています。 

また、商品の配送に繰り返し使用可能なリターナブルコンテナーの利用を推進するリユース活動、

省資源のため軽量化されたレジ袋や食品トレイの導入やマイバッグのご利用でレジ袋を辞退いただい

たお客様への割引サービスを行うなどのリデュース活動も積極的に行っています。 

○ 人と地球に優しい企業としてできることを一つずつ着実に。 

店舗で排出している CO2 の大半は電気の使用が原因となっていることから、店内照明の省エネ工

事やスポットライトの LED 化、オール電化工事を行うと同時に、デマンドコントローラーでの電気使用

量の「見える化」を行って従業員の節電意識を高め、電気の使用量削減に取り組んでいます。 


