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平成２３年度第１回四街道市みどりの基本計画推進委員会会議録（概要） 

 

日時  平成２３年１０月２４日（月）午後３時～５時３０分 

場所  市役所５階第１会議室 

 

出席委員の氏名 

委員   あさひクヌギの里              前田 和興 

鹿渡山林組合                小川 秀雄 

総合公園の植生調査の会           高井 昭夫 

四街道サクラソウの会            仲田 隆 

四街道里山の会               鶴田 輝之 

四街道市シニアクラブ連合会         杉山 正夫 

四街道自然同好会              小沢 武 

四街道フォレスト              冨所 憲司 

四街道水辺の会               任海 正衛 

                      井本 秀史 

四街道をきれいにする会           中村 稔 

政策推進課                 和田 浩史 

環境政策課                 山崎 雄三 

道路管理課                 高木 道広 

都市整備課                 橋本 力三 

都市整備課                 古山 明夫 

下水道課                  牛玖 浩昭  

事務局 

     都市部長                  櫻井 平 

     都市部参事                 地引 弘之 

都市計画課長                飯田 好晃 

     都市計画課公園緑地グループリーダー     鵜沢 昭男 

     都市計画課公園緑地グループ         白鳥 由紀雄 

     都市計画課公園緑地グループ         牛玖 英次 

     都市計画課公園緑地グループ         川口 訓永 

 

１ 開会 

委員１６名の出席により会議は成立（四街道市みどりの基本計画推進委員会要領第５条

第２項） 

２ 委員長挨拶 
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３ 市政アドバイザー紹介 

   井岡義隆市政アドバイザー挨拶 

４ 委員紹介 

５ 事務局紹介 

６ 議事録署名人指名（四街道市みどりの基本計画推進委員会運営要領第５条） 

   四街道サクラソウの会 仲田委員（了承） 

   四街道里山の会    鶴田委員（了承） 

７ 会議の公開の決定（四街道市みどりの基本計画推進委員会運営要領第３条） 

傍聴希望者は３名、会議次第及び資料１ページから５ページまで配布。 

８ 議題 

(1) 四街道市みどりの基本計画行動計画について 

任海委員長：四街道市みどりの基本計画行動計画は３つの期間に分かれていて、平成

１８年から２２年までを短期計画、２３年から２７年までを中期計画、２８年か

ら３７年までを長期計画としている。短期計画期間は昨年度で終了した。各担当

課の実績及び中期計画期間にどのような形で入るかについて事務局から説明願う。 

事務局（鵜沢）：資料は、各課から出たものをまとめたものである。主なものについ

て説明する。資料３ページの重点地区四街道駅周辺地区では、行動計画１５ペー

ジの公共公益施設の緑化では、各課とも計画に則り各施設への草花植栽、プラン

ター設置や緑のカーテンを実施し、今後は、植栽の維持管理を実施していくこと

となる。行動計画１６ページの公共公益施設の緑化では、四街道都市核北地区に

おける旧交流センター部分の計画の検討をしている。資料４ページの重点地区も

ねの里地区では、駅前広場の整備が遅れていて、それに伴う遅れにより全体的に

は２５年度まで継続される。資料５ページの重点地区以外の取り組みでは、４０

ページの住宅地の緑化のうち、生垣化の支援では２２年度の助成交付の実績が上

がっておらず、今年度中に助成に対する内容の検討をし、来年度はもっと民有地

の緑化が広まるように考えている。また、美しが丘の調整池の保全緑化と調整池

の緑化については、都市計画課、下水道課とも草刈り等を順次実施しており、特

に千代田においては、地元自治会で緑化推進をしている。次に、中期計画は行動

計画１１ページのみどりを創りますのうち、市民の森の創出及び環境観察モデル

地区の指定以外のものは、すべて短期から中長期へ継続するものとなっている。

市民の森の創出と環境観察モデル地区は実施できなかったが、今後も創出方法や

候補地の検討をして、適地があれば土地所有者との調整を行っていきたいと考え

ている。新たに中期計画で取り組んでいくものは、今後所管課ができるものから

順次進めていきたいと考えている。 

小川委員：郷土の森でもそうだったが、一番心配なのは山火事である。それから、小

名木川沿いの田んぼのふちの鹿渡側を遊歩道みたいに使ってるが、そこでもタバ
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コを捨てる人が大勢いる。それで問題は、郷土の森に水がなく、火事になっても

消火できない。万一火事のあったときのために、郷土の森の中に水道をひいても

らえないかと市にお願いしたら、水道は住民のため、人が住むためにあるものな

ので、山林の消火などにはひけないと言われた。緑の保全には消火栓みたいなも

のが必要である。 

事務局（飯田）：防火水槽をその対策として設けるというのもひとつの例かと思う。 

小川委員：防火水槽に入れるような水もない。量も防火水槽ぐらいじゃ足りない。実

際火災が起こったときは小名木川から水をひいた。 

事務局（飯田）：そういうことも考えられるが、消防の所管となるので、今後の３６

のアクションの中でどういう対応をしていくのか検討する。 

中村委員：せっかくこういう苦い経験をしたわけですから新しい計画では経験を生か

してほしい。 

小川委員：保存樹の制度について、年間３千円の補助金がある。その保存樹が大きな

山林の中や自宅内にあるならいいが、大きな道路に面してるところが問題となる。

もし保存樹の枝が台風や枯れ落ちて事故を起こした場合の責任は誰になるか。鹿

渡地区では具体的にはそはらのところの３５０年の樹齢のケヤキの巨木が、神社

の境内の中に４００年のスギやシイの大木があるが、参拝者とか通行者に事故が

あったら、明らかに地権者、神社の責任となる。賠償が何千万円となるので、や

むを得ず損害賠償保険に入った。そはらのところの大木で年間３万円、神社は１

万円ぐらいの保険料となる。市は保険をかけていない。３千円の補助金では足り

ない。保険料が高いという理由で、そはらの近くの大木は枝を全部切った。この

補助金はいらないから、損害賠償保険を市でもってもらいたい。当時担当の農政

課長には話したが、それは決まりだからだめだと言われた。 

事務局（鵜沢）：保存樹の担当は農政課だが本日欠席している。そういう意見が出て

いるということで改めて通知しておく。 

任海委員長：行動計画では補助金による保存樹の保全となっているので、それができ

るような形での検討を課で是非お願いする。そはらのところは非常に形がよかっ

たのが残念な形になっている。みなさんが心を痛めているので、検討願う。 

中村委員：四街道市に大木があちこちにあり、説明の看板もいっぱいある。市の基本

的姿勢としては、大木も大事にしていこうということで、いい自然があっていい

街だとか、四街道に住もうとか、四街道に来るのにも役に立つし、四街道市にい

てよかったなと思う。 

小沢委員：私もいろんな樹木を調べている。市の指定を受けている鹿放ヶ丘の奥の方

の桜も指定されているが、誰も行って見ることができない。あとは、正式な名前

がついていなかったり、間違っている木がある。どこが保管、管理しているかと

いうのもわからなく、看板が薄汚く、消えたり訂正がされていたりで、本当に市
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としてそれを大切にする意志があるのかと疑問を思うことがある。他でも小名木

川のリンデンの木は苦情により切られていたが、それを惜しいと思う人もたくさ

んいる。また、街路樹の調査では、１５種類の木で３，０３４本の街路樹が使わ

れているが、家の車庫の出入りで面倒だからと木を引き抜いたり、この木が嫌い

だからと違う木を植えてしまったりしている。景観としてもみすぼらしい。本当

にみんなの財産ということであれば、そういう家に行ってお願いをしたり、旭ヶ

丘のイチョウもすごく葉っぱが落ちるが、みんなの財産だから、袋を１軒に１０

袋やったら６０万円で済むが、それを市として大切にするということで予算化し

てくださいと言っても何も変わらない。今後、みんなの財産と考えて、税金を安

くするとか、考えてほしいと思う。 

任海委員長：今の指摘について、市で検討をお願いする。 

(2) 未来のまちづくり ３６アクションについて 

事務局（鵜沢）：土地所有者や市民の協力をいただきながら、市民生活に潤いをもた

らす里山の保全、自然環境の保持、自然と触れ合う憩いの場の創出などに総合、

一体的に取り組むなどとなっている。みどりの基本計画行動計画は、みどりを守

る、創る、育むの三つの基本方針からなっており、具体的な施策には谷津田と一

体となった樹林地、農地の保全、自然と触れ合う場の創出やみどりに関する活動

団体などの支援体制の検討などがあり、これらは３６のアクションの考え方に合

致する、あるいは関連する内容となっていることから、今後の３６アクション事

業をみどりの基本計画行動計画の中の一事業として位置付けたうえで推進してい

きたいと考えている。３６アクションに関する作業状況については現在、事業用

地の選定作業を行っているところである。この事業を進めるうえでの考え方は、

土地所有者や市民の皆様の協力をいただきながら、市民生活に潤いをもたらす里

山の保全、自然景観の保持、自然と触れ合う憩いの場の創出などを総合的、一体

的に取り組むなどとなっていることから、先に示された候補地を参考に、３６ア

クションの考え方に合致する区域であること、あるいは合致する区域が隣接し、

その区域へ拡大が可能なこと、借地が可能なことなどが前提であると考え、その

あとに事業費面や利用者のアクセス、駐車場の確保、危険個所の有無等を勘案し

なければならないが、とりわけ考え方に合致し、借地が可能であると思われる区

域を優先して、たとえ一度にその区域が用地を借り上げることができなくても、

まずは足がかりになる種地だけでも確保して、一歩ずつ進めていきたいと考えて

いる。このような観点に立って現在、栗山地区において、一部の地権者に協力を

していただけるかを打診しているところである。この土地をお借りできることが

確定したら、土地貸借契約を経て、必要に応じ自然環境調査を行い、その後、土

地の利用形態や必要な施設の配置などの基本計画を策定後、現地整備に着手する
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工程になるかと思うが、このような作業の中で、皆様方の得意な分野とする内容

についてご協力、お力をお借りしたいと考えている。 

任海委員長：昨年１１月１日の会議ではそのような形で選定を進めるという形だった

が、今回は一歩進んで、具体的な選定がだいたい進んでいるような印象も受けた。 

鶴田委員：おおむねのタイムスケジュールはもらえないのか。 

事務局（鵜沢）：タイムスケジュールは、今説明したとおり、一部についてその用地

の話に入ったばかりであり、一刻も早く契約できればいいと思っている。とにか

く今それに全力であたっているところであり、今後必要に応じて自然植生調査や、

全体計画などに入っていって、具体的に尐しずつ見えてくるかなというところで

あるので、それ以上は今明言できない状況である。 

小沢委員：広さはどのくらいか。 

事務局（飯田）：現在考えているのは、おおむね郷土の森と同じ程度で、４ヘクター

ルぐらいである。 

杉山委員：３６のアクションというのは、何か。 

和田委員：３６のアクションというのは、市長が公約に掲げた３６のプランというも

のがあり、それを具体的に推進していくための行動を３６のアクションと呼んで

いる。これをどのように進めていくかというのを、ホームページでも公開してい

るので、ホームページを見ていただきたい。ホームページが見られない場合は、

政策推進課に来てほしい。 

小川委員：栗山地区で打診中ということだが、それは山林やみどりの保全保存なのか、

市民の利用なのか。郷土の森では、地権者と市や団体が考えていることが全く違

っていたので、いろんな事故につながっている。 

事務局（鵜沢）：市民の森と自然観察モデル地区等を一緒にしたようなもので、活用

と保全を一体的にというような要素が入っている施設と解釈して進めているとこ

ろである。 

任海委員長：里山保全と考えてよろしいか。つまり手を入れながら、保全していくと

いうことと思う。 

冨所委員：市民が利用してなおかつ自然の保全にもなるというような、強い意志を明

確に伝えないとあとで問題になってしまう。明確に意思を持った交渉をしてほし

い。 

高井委員：それこそ推進委員会で検討しいてくというのがいいのではないか。 

冨所委員：それだと、もっと回数を増やさないと進まない。 

小川委員：市長の方から意見を受けて、事務局としてはこう考えてこうしようと思っ

ているがどうかと提案するのが当たり前だ。それがなければ委員会を集めても進

まない。あいまいなままで１年経って、長期にいきますという話になると思う。

事務局がしっかりしないと、委員は何もできない。 
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小沢委員：泉自然公園などは常設の管理人がいる。今の話だとただ地権者と話をして

借りるだけだとまた同じ問題が起きてしまう。やったけど火事が起きたとか、ゴ

ミが落ちたとか、強姦されたとか、そんなことになってしまうとまた長続きしな

い。そういうことも含めた計画を推し進めて、私たちもそこに加わって、手入れ

をする、道を作るなど、常設だったら我々の中でボランティアでもいいから毎日

２人ずつそこに詰めようとか、そういう計画が計画であって、ただ借りて、借り

られることになりました、やりましょう、まただめでした、となることをみんな

が心配している。 

事務局（地引）：今日の段階だと、栗山地区の一部の地権者に協力をいただけるよう

打診しているところであり、今日はそこまでしか言えないが、今までいろいろな

意見いただいたので、これからもいろいろな意見をいただきながら整備計画を作

っていくというスタンスでいるので、今後はまた次回となるだろうけど、より具

体的でより詳細なことをお話できる時期に来ると思う。そのときまたいろいろな

意見を伺いたい。 

小川委員：さっき保全保存なのか利用なのかと聞いたのは、基本は何かというところ

をはっきりしてもらいたいからである。例えば郷土の森には絶滅危惧種の植物が

多数あったが、公園になったとたんにすべて失った。みんな掘って持っていって

しまったり、私が私の山だから掘るなと言ったら、市のものだろうと、なんでお

前が文句言うんだと言われた。そういうことも今後起こりうる事態である。四街

道市にそういう自然があるところを保存したいのならば、利用ではじゃなく、利

用というのはあくまでも保全があっての利用だと思う。例えば観察するとか、動

物も植物もないのに何を観察するのかと言いたい。当時中央公園にはいつも（管

理人が）２人いた。郷土の森はパトロールさえ来ないし火事が起こっても何もし

ない。保全を目的にしたうえで、期間を限って、そういう観察ができるとかいう

ふうにしていかないと、もうまったく自然もなくなってしまう。景観だけは残る

かもしれないが、両方なんて絶対ありえない。保全なくして観察なんてできない。 

任海委員長：去年以来の会議だが、大きく前進はしていると感じる。自然環境調査を

まずやりたいと、そのうえで利用計画づくりを行う。この中で日常的な開放にす

るのか、費用をどうするかとか、観察指導員やなんかもどうするかみたいなこと

の検討がなされるんではないかと思う。そしてそれも含めて市民が協力して行う

ということが前提と聞いている。そういう議論の中にも市民が入る、つまりはあ

る面ではこの場がその場所になっていくと理解したがそれでいいか。 

事務局（鵜沢）：そのとおり。ただ先ほども言ったとおり、今用地に着手したばかり

で、そこまでまったく言うとおりのことを考えているが、この段階ではそこまで

は踏み込んでいなかった。その段階になれば皆さんの力をいただき、意見を参考

にしたいと思っている。 
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任海委員長：市は郷土の森では苦い経験をしている。その教訓を生かしていきたいと

事務局もそう思っていると思う。その調査については、今の段階ではどのような

タイムスケジュールになるかについてはわからないということか。早ければ来年

の春ぐらいから着手できると思うが難しいか。 

事務局（鵜沢）：着手というのは現場という意味じゃないと解釈するが、やはり用地

を契約するというところが一番のターニングポイントというか、進めるうえでの

スタートラインになると思うので、早くうまくいくようにしたいとは思っている

が、この段階では明言できない。 

任海委員長：次回の委員会ではさらに踏み込んだことが出されるのではないかと期待

する。今の段階は地主との協議が整っていないと理解したい。調査は市民がやれ

ば非常に安くはできると思うが、ただじゃないほうがいいという気もする。 

(3) その他 

任海委員長：事前に各市民団体から提議されたものについて簡単な議論を行いたいと

思う。 

鶴田委員：我々は里山環境の変化について基本計画が始まって以来調査を続けている。

一つ目のイヌショウマという植物については、千葉のレッドデータブックでも絶

滅危惧種に指定されている。里山環境の代表的な植物で、里山環境の中ではあり

ふれた植物である。市民が実際見に行き、客観的な数値で表して変化を見ている

ものである。これを始めたときはまだ郷土の森があった。これは昔の里山環境の

中の斜面に生えるもので、比較的明るい林の中に生えている。２００６年でほと

んどなくなったのは、アズマネザサなどの繁茂により日光が入らなくなったこと

が原因と思われる。郷土の森つくし座側農道は散策に非常に親しまれている場所

だが、ここに多年生植物のイヌショウマが出ている。この数を数えて環境の変化

を見たものである。グラフによると、２００８年になると急に倍ぐらいに増えた。

これはたまたま除草をしてもらったことがすごく好影響で、２倍以上の花穂が増

えて、それが２００８年、９年と続いた。昨年ぐらいからまた茂りがすごくて、

日陰になると思われ、花数は半減している。簡単な時機を見た除草で、保全がで

きる。これを是非具体化したいという提案である。二つ目はニホンカワトンボで、

千葉県全体では結構いるが、四街道では３か所ぐらいしか生息場所がない。これ

の白濁種というのが絶滅危惧種になっているが、たぶん四街道にそれはないので、

絶滅危惧種には指定されていないと思う。そのうちの１か所が総合公園で体育館

裏の細い水路沿いに生息している。２００６年から今年まで見ているが、今年は

もう２、３匹まで減ってしまった。この原因は、川の回りの草をきれいに刈って

しまったことによる。生息期間は４月から７月ぐらいまであるので、７月ぐらい

まではあまり草を刈らないか、例えばこの川の１メートルぐらいの幅で残すとか
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して、なんとか保全できないかということで、その草刈りについて工夫してもら

いたいとの要望である。 

小川委員：イヌショウマが、雑草によりなくなったというが、ブタクサとかそういう

ものでだめになるのか。 

鶴田委員：たぶんアズマネザサが茂って暗くなったと思う。大木ももちろんある。 

任海委員長：除草をやった方がいいもの、それから適度な除草とか非常に難しい部分

があるが、どういう合意をここで作っていくのか、また市にしても、草を刈って

くれって言われた場合、非常に難しい判断が出てくるかと思う。 

高井委員：総合公園というのは多目的な公園で、運動公園でもあり、遊戯場でもあり、

スポーツ、フィールドアスレチックがあったり、公園自身の管理というのは、こ

の自然に沿った自然の保全、保護を目的にして管理していくというだけではすま

ないという状況である。草刈りをするということは要望を聞いてくれるはずだが、

市民からの苦情が入ってくるとそうならなくなる可能性もあり、あてにならない。

総合公園というのは下総台地にある谷津田を造成して作った公園なので、自然植

生に非常に恵まれている。絶滅危惧種のような植物が全体で３０種類以上はある。

そこにある自然を大切にしようと保全保護しているが、実はいろんな多種多様な

人がそこに集まる、そういう目的の公園なので、そこの部分だけを守っていきた

いが、どうしても守れない問題がある。例えば今の木道のところについては、子

供たちも散策する通路であるから、あまり草が生えると安心安全上問題が出てく

るということを公園管理事務所が言う。それからカタクリの咲いているところは、

フィールドアスレチックと同じところで、そこに柵を作って保全管理したいと言

うと、そこは子供が実際遊ぶところだから柵を作るのは問題だということになっ

たりして、多目的に亘った公園の管理というのは非常に難しい。そういうところ

の一部分だけでも自然公園化していく必要があるのではないかというのが私の提

案である。市の所有しているところで絶滅危惧種とか要保護生物が３０種類以上、

それからカワトンボが飛んでいるというようなところは四街道には他にない。自

然を守っていくといううえで私有地を借りてそこを市民の森とか環境測定地にす

るとかいう話もあるが、せっかく市の所有している総合公園の中に自然の植生の

恵まれているところがあるのだからそこをもっと大事にするようなことを考えた

らどうだろうか。そうすれば利用する市民側もそういうつもりで来るので、市民

の側もだんだん目覚めてくると考えて、総合公園の一部を自然公園化するという

形で考えてもらいたい。 

任海委員長：今の観察地に関しては、短期計画の中で実は観察地を３つ作るとあり、

市民の森を１つ作るとなっていた。そういう面から考えると、観察地として１年

ぐらい遅れるが作ることも可能であると。それから中期計画の中ではレッドデー
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タブックの保全のための制度等については検討を始めると位置づけられるので、

まず今の意見を検討していただきたい 

事務局（鵜沢）：こちらとしては、安全が第一と考えざるを得ない。その範囲が一番

求められるが、みなさんおっしゃるように、一所懸命調査してもらったりしてい

ることについては、できる限り取り入れるものについては取り入れる。自然公園

という表現だが、自然についての組織はいくつかあるとは思うがそれぞれにあう

ような形で、課としては対処したいと思っている。 

任海委員長：草刈りをどう行うかという問題もひとつ提議されたままで終わっている

が、例えば総合公園に関して言うと、やはり総合公園の関係者の中で集まって検

討していくということにならざるを得ないのではないかと思う。 

井本委員：めいわ第１調整池には四街道市と千葉市からの水が入っていて、それが第

２調整池、小名木川、鹿島川、印旛沼へ流れている。めいわ第１調整池で、糞便

性大腸菌が見つかった。温血動物の大腸菌が発見された。この解消をお願いした

い。それから水辺の探検隊を市との協賛でやっているが、こういう汚れていると

ころに子供たちを入れていいのかというところからたまりかねて測定したもので、

こういうものに目を向けてほしいということと、こういう検査は必要なんじゃな

いか、市と一緒にやるべきじゃないかということもある。一番重要なことは、Ｃ

ＯＤが８を超えると、大変問題になる。その中でたまたま１０というのがある。

ＣとＥ、この９月、２００８年と１０年だが、このときはたまたま９年の場合は

台風１２号があったあとで若干きれいになった。その前は９０ミリぐらいの雨が

降ったあとにたまたま１０になったという状態である。この池には動物なんてほ

とんど住めないような水が流れてきている。それから、さらにどんどんこのアン

モニアが増えているということがある。アンモニアが亜硝酸になって硝酸になる

というような経過があって、そこにはやはりなにか直接的なアンモニア源があっ

て流れてきているんだろうということで、１０年８月糞便性のテストをした。糞

便性大腸菌群数が５万個、判定基準は千個、一般河川で多くても１万個だから、

５万個流れてきているのは、ものすごい数字である。ただ、第１調整池は広い。

それからためられているところに流入してきている。もうひとつは、幸運にも葦

がいっぱい生えていて、その葦を経過することによって結構汚染度が緩和され、

正常化されているという一面もある。現実にはこういうものが、なぜ流れてくる

のかということについて、下水道課等で教えてもらったところ、四街道市は９０

パーセントも下水化されており、合併槽という浄化槽を使っているので、自信を

持って１００パーセント四街道側は問題ないとのこと。四街道市が管理している

ところに千葉市から流れ込んできているということで、行政側として、千葉市に、

この四街道市にこういう強烈な汚染水が流れ込んでくるということについての取

組みを是非お願いしたい。 
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牛玖委員：まだ具体的にこの数値に関してどうこうするという意見等はまだまとまっ

ていない。公共下水道を利用している家庭は、調整池にそういったものが入ると

いうことは、通常考えられない。雨水のみ調整池に入ってくる。現在市街化区域

は、物井地区周辺と区画整理関係の区域以外については、公共下水道を整備して

いる状況だが、費用面等で公共下水道へ接続していない方もいる。一概にどこか

ら流れてきているかというのをつきとめるのは、ちょっと難しい。 

任海委員長：第１の上流は、めいわの団地だからほとんど合併槽じゃないので千葉市

との関係等についてもぜひ検討願う。 

小川委員：小名木川の遠田橋付近、鹿渡地区、山梨地区は下水道がない。浄化槽の水

がＵ字溝を伝わって全部遠田橋のところに落ちているから、雨が降るとあふれて、

道路が糞便臭い。そのくらい汚れている。 

任海委員長：みそら南側の東部排水路で、ザリガニの大量死があったので調査しなが

ら市にも連絡した。市に検査してほしいと言ったがよくわからないで終わった。

また今後このようなことがあったら、どう対処するのかということも含めて是非

検討願う。次に上手繰川について昨年今年で魚やスジエビなどがいなくなった。

今年の調査では３匹しか捕まえられなかった。原因としては３号橋のすぐ下のと

ころに非常に臭い下水が流入していることと、３面張りの改修工事を行ったこと

と思われる。底がコンクリートになったので水草が全くなくなった。印旛沼へ流

入する水を、浄化せずに流してしまうことも心配。 

小沢委員：市長宛に質問書を提出する。ホタルが４年前は１，９４４匹いたのが、今

年は３分の１以下になって、これだと絶滅するのではないかと心配をしている。

ホタル絶滅の１１理由をあげた。 

冨所委員：この計画がスタートしてからすでに５年、４分の１が経っている。この中

でまだ実際の行動はひとつもとっていない。いろいろなことを早く手伝いたい。 

事務局（鵜沢）：次回の会議は２月を考えている。議題については３６アクション中

心になると思う。それから今年度中にみどりの基本計画と３６アクションを進め

るうえで参考的に委員から示された良好な区域があるということなので、こちら

で選んで年内に見学会を考えている。委員長を通じて皆様方に通知する。 

任海委員長：傍聴者の感想等も聞きたいが時間の関係上省く。私の関係しているメダ

カの会でＧＥＡの開会式で市民いきいきいきもの市民大賞というものを受賞した。

これをもって今年度第１回みどりの基本計画推進委員会を終了する。 

９ 閉会 

 

会議録署名人      仲 田   隆           

 

会議録署名人      鶴 田  輝 之          


