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平成２３年度 第１回 四街道市環境審議会会議録（概要） 

 

 

日時  平成２３年１２月２６日（月） 午前１０時００分～午後０時０７分  

場所  四街道市役所新館５階 第 1 会議室 

出席者 委員  岡本眞一会長  本橋敬之助副会長  甘利正詩委員  大瀬敏昌委員 

        大山長七郎委員  加藤和彦委員  千代慎一委員  長谷部新治委員 

        小野沢徹委員  青池貴子委員  阿部勲夫委員  越中敏弘委員 

        八角誠委員  丸山征一郎委員 

欠席者 委員  なし 

事務局出席者  鵜澤洋環境経済部長  杉山毅環境経済部参事  竹内輝夫環境政策課長 

        石橋明主幹  鈴木雅雄主幹  濵田和弘主査  慶児直子副主査 

        平井進道路管理課長  渡部正治道路管理課副主幹 

傍聴人 ０人 

 

会議次第 

1 開会 

2 市長あいさつ  

3 会長あいさつ 

4 議事 

 (1)市内における路上喫煙者の責務及び四街道駅周辺における路上喫煙制限地区の指定 

  について 

 (2)騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく地域の指定等に係る基本方針の策定 

  について 

 (3)その他 

  ・四街道市における放射線対応状況について   

5 閉会 

 

会議内容（概要） 

発言者  発言の概要 

事務局 

 

……定足数確認…… 

ただいまから、平成２３年度第１回四街道市環境審議会を開会いたしま

す。 

……資料確認…… 

市長 ……挨拶…… 
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岡本会長 ……挨拶…… 

事務局 

 

……委員紹介…… 

……事務局職員紹介…… 

岡本会長 それでは、議事に入ります。本日の会議につきましては、四街道市の審議

会等の会議の公開制度に基づき、公開とさせていただきますが、委員の皆様

の意見をお伺いします。 

委員全員 ……異議なし…… 

岡本会長 事務局に確認しますが、本日、傍聴を希望される方はいらっしゃいますか。 

事務局 

 

本日、傍聴を希望される方はいらっしゃいません。 

岡本会長 本日の会議の会議録作成の件について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 

当市においては、今年度より、審議会等を開催する場合は、全ての会議に

おいて会議録を作成し、市ホームページに掲載することが義務付けられてお

りますが、会議の透明性の確保という点で、会議録を作成する際には、原則

として発言者名について明記することになっております。当審議会において

も、発言者名を明記する取り扱いとしたいと思いますので、ご了承をお願い

します。 

岡本会長 会議録への発言者名の明記の件について、意見はありますか。 

委員全員 ……異議なし…… 

岡本会長 それでは、議題の(1)「市内における路上喫煙者の責務及び四街道駅周辺に

おける路上喫煙制限地区の指定」につきまして、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局 

 

資料【四街道駅周辺における路上喫煙制限地区の指定（まちをきれいにす

る条例の一部改正）に関する市の考え方について】【「まちをきれいにする条

例」（平成１１年条例第２号）の改正概要（案）】等に基づき説明。 

岡本会長 

 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、皆様よりご質問、ご意見等を

いただきたいと思います。 

本橋委員  「県内の路上喫煙規制条例の制定状況」の資料の中で、四街道市の考える

規制事項として「他人の身体や財産に影響、被害を与えないように配慮する

責務」とありますが、「他人の身体」への影響を懸念するのであれば、ポイ

捨ての問題だけではなく、煙に問題があり喫煙自体を禁止するという考え方

につながっているのではないかと思われます。 

にもかかわらず、吸い殻入れを携帯する努力、移動しながら喫煙をしない
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努力という、喫煙を前提とした規制事項を併せて規定するというのは矛盾し

ているのではないかと思われます。 

また、いずれは市内全体を規制の対象とすると考えた場合、駅前は「制限

地区」ではなく「モデル地区」であるという考え方で取り組んだ方が良いの

ではないかと思います。 

なお、駅前での喫煙を禁止した場合の影響ですが、私の住んでいる地域で

も、駅前での喫煙を禁止した結果、禁止区域の周辺地域でのポイ捨てが非常

に増え、ポイ捨てされる場が移動しただけに過ぎないという実例もありま

す。 

このようなことから、路上喫煙の規制については、いずれは市内全体を禁

止区域にするという前提の中で、今回はその前段としての「モデル地区」と

して駅前を指定するという考えで取り組むことはできないのでしょうか。 

事務局 

 

市としては、一律に喫煙の自由、嗜好の自由を否定するものではなく、市

内全体を制限区域とすることについては慎重に検討すべき問題と考えてい

ます。 

ポイ捨ての防止により美観を保護する観点、人々の往来の特に多い場所で

のたばこの火による事故を防止し、歩行者の安全の確保を図る観点、たばこ

の煙を不快、迷惑と感じる方々へ一定の配慮を行う、この３つの総ての観点

から特に措置を講ずる必要がある場所について、路上での喫煙を制限しよう

とする考えであり、そのような場所として四街道駅周辺を考えているもので

す。  

「他人の身体や財産に影響、被害を与えないよう配慮する責務」について

は、市内の全域において路上で喫煙する方の一般的な責務について明確化し

たものです。 

本橋委員 このような自治体の取り組みについては、将来を見据えたうえで、市とし

てのスタンスをしっかりと持ち、今後どのようにしていくのかという考え方

が必要と思います。 

四街道駅周辺については、完全禁煙という方向が良いと思いますが、携帯

灰皿持っていれば吸えるのですか。また、歩きながらの喫煙はやめましょう

ということですが、立ち止まって吸えば良いということですか。 

事務局 

 

路上喫煙をする方については、市内全域では、携帯灰皿を持ち、移動しな

がら喫煙しないよう努めていただくとともに、他の方々へ一定の配慮をして

いただくことを責務として求めるものです。また、市内で特に路上喫煙を制

限する必要がある地区として市が指定する場所につきましては、原則として

携帯灰皿を持っていても、立ち止まっても喫煙できないとするものです。 

従いまして、市内全域においては、路上喫煙を全面的に禁止するものでは
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ありませんが、路上で喫煙をする場合は、喫煙者としての責務を守っていた

だき、市内の中でも特に措置を講じる必要があるとして市が指定する地区に

ついては、原則として喫煙を禁止するという二重の規制となっています。こ

のことについては、資料【「まちをきれいにする条例」の改正概要（案）】の

３ページに記載しています。 

阿部委員 

 

市としての基本的な考え方はこれで良いと思いますが、路上喫煙を制限す

る場所について、駅前広場以外にも、例えばバス停付近のように人々が順番

待ちのために移動できない場所についても路上喫煙制限地区に指定してい

ただくことはできないでしょうか。 

事務局 

 

新たな制度のスタートの段階としては、ポイ捨て防止、歩行者の事故の発

生防止及び他の方への一定の配慮という３つの観点の総てについて特に対

策を講じる必要のある場所を路上喫煙制限地区として指定したいと考えて

います。他の場所については、今後の状況によって検討する課題と考えてい

ます。 

阿部委員 罰則を設けていない規定ですので、一般の方が煙を避けて移動できないと

いう点では駅前広場もバス停も同じだと思いますので、そのような場所は最

初から路上喫煙を制限する地区として指定していただければと思うのです

がいかがでしょうか。 

事務局 

 

四街道駅は市の顔と位置付けられる場所であり、市内でも人の往来が特に

多く、バスやタクシーの乗降客の方々も多い場所であることから、先ず最初

に取り組むべき場所として、四街道駅のロータリー部分を路上喫煙制限地区

として考えたものです。 

今後については、阿部委員ご指摘の市内のバス停等の他の場所の状況につ

いても確認したいと思いますが、先ずは駅前ロータリーにおいて実施した状

況を検証し、状況を見極めた上で検討したいと考えています。 

岡本会長 今の阿部委員からの質問に対して事務局より補足説明をお願いしたいの

ですが、現行案では四街道駅周辺が指定地区ですが、今後、指定地区の増減

については、条例本文の改正、施行規則の改正または環境担当の通達文書等

で行うのかどうか、また、指定後の検証結果については今後の環境審議会で

報告されるのかについて、説明をお願いします。 

事務局 

 

路上喫煙制限地区の指定につきましては、告示行為により行いますので、

条例や規則を改正して行うものではありません。指定効果の検証につきまし

ては一定期間の経過観察が必要と思われますが、今後の環境審議会の中で皆

様に逐次報告をさせていただきたいと考えております。 

岡本会長 阿部委員のご懸念につきましては、事務局も十分配慮するということです

ので、次回、或いは然るべき時期に今回の条例の成果について検証結果を報
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告いただき、そこで更に手を加えるべき点があれば、そこで皆さんのお考え

を伺った後に、事務局よりそれぞれの担当部局にも報告いただきたいと思い

ます。 

今回は先ずは試行ということですので、議論だけで何も先に進まないとい

うことは市にとっても環境改善に向けた努力をむしろ減じてしまうという

ことも懸念されますので、今回はこの事務局案で進めることについてご協力

をいただければと思います。 

丸山委員 副会長の意見に関連しますが、この条文は誤解を受けやすい表記となって

いると思います。「喫煙者の責務」に関する規定の中に「路上喫煙制限地区

内では喫煙はしない」ということをはっきり明記した方が皆さんにとって分

かりやすいかと思います。 

事務局 

 

資料【「四街道市まちをきれいにする条例」（本文）】をご覧いただきたい

と思いますが、この条例の中で第３条から「市の責務」、「市民等の責務」、「事

業者の責務」等が規定されており、この中に「喫煙者の責務」の項目を新た

に設けるものです。 

条例全体を通した表記方法の問題もあり、今後、条例・規則の改正に際し、

市の法規担当部署と詰めてまいりたいと思います。 

小野沢委員 

 

四街道市では、平成１１年に条例を制定され様々な美化推進活動をされて

おり、また、今回の条例改正に当たっては、１１月に関係者会議を開催する

等、かなり市民の意識を把握されていると認識しておりますが、例えば今回

の条例改正に向けて、市民意識に関するアンケート調査等は実施されたので

しょうか。また、条例施行後に新たに指導員などを配置することは考えてお

られるでしょうか。 

事務局 

 

条例改正に向けてのアンケート調査等は特に行っていませんが、市が委嘱

している美化推進員の方々からの報告や、ボランティア美化活動を行ってく

ださっている方々、現在市の委託により駅周辺の清掃業務等を行っていただ

いているシルバー人材センターの方々から話を伺ったところ、駅周辺につい

ては全体的には、以前に比べ散乱ごみの量は随分と減ったがたばこの吸殻の

散乱が目立っているとのことでした。 

私たち環境政策課職員も、駅前に設置されている公衆トイレの管理を所管

している関係で、現場確認のため四街道駅前に行く機会がありますが、駅周

辺で歩きながら喫煙している方や喫煙の吸殻が道路、側溝、歩道にポイ捨て

されている光景を目にしており、当市としても路上喫煙における一定のルー

ル化が必要と考えたところです。 

施行後の指導員の配置については、路上喫煙に係る関係各課の職員が今

後、現場の巡視や指導啓発に取り組んでまいります。これまでは歩行喫煙の
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自粛や他の方へ配慮した喫煙を「お願い」することしかできませんでしたが、

路上喫煙が制限される地区については、路上での喫煙は原則禁止となります

ので、市が指導啓発の充実強化を図る上においても条例の改正は意義がある

ものと考えます。 

事務局 

 

事前に市民の皆様からの意見はいただいておりませんが、本件について

は、先程事務局よりご説明いたしましたとおり、今後市民参加条例に基づき

パブリック・コメントを実施し、広く市民の皆様のご意見を聴取したいと考

えております。 

本橋委員 美化推進員は何名おられますか。というのは、四街道市の場合は、今回は

罰則規定が無く過料の徴収はありません、このことは良いのですが、過料を

徴収する場合には、例えば私の住んでいる地域では外国人の方も多く、日本

人からはお金を取れるが外国人はお金をなかなか払わないということから

現場でのトラブルもあると聞いています。 

指導を行う場合についても、いろいろな方に対して公平に行わなければ問

題が起きるということがありますので留意していただきたいと思います。 

事務局 

 

現在、美化推進員は７名おり、うち四街道駅周辺で５名、駅から北へ延び

ている県道沿いの大日地区で２名の方々に、地区内のゴミの散乱状況等につ

いて巡視等をしていただいています。 

指導については、トラブルの発生も多分に懸念されることから市職員が行

う予定です。 

加藤委員 

 

他の自治体の例を見ますと、罰則を設けている自治体の方が多いようです

が、四街道市が今回罰則を設けないとする考えについてご説明いただきたい

と思います。 

事務局 罰則を設け、過料を徴収している自治体に確認いたしましたところ、多く

の自治体では警察のＯＢの方を臨時職員として雇用し、指導や過料の徴収を

行っており、職員も現場での巡視、指導、過料徴収業務を行うなど、事務手

続き及び事務量の増加や人件費が過料の徴収額を大きく上回る等経費の面

で問題もあると聞いています。 

罰則を規定した場合のメリットにつきましては、条例の実効性の担保とい

う面で一定の効果が期待できますが、反面、デメリットとしては担当職員の

事務量の増加と事業に多額の経費を要することと考えています。 

市といたしましては、条例の改正は過料の徴収そのものが目的ではなく、

喫煙者のマナーの向上を期待し、市の啓発指導の充実強化を目的とするもの

であり、当初は罰則を設けないということでスタートしたいと考えます。 

罰則については、今後の状況を見極め、また環境審議会の皆様のご意見も

伺いながら、費用対効果も含め検討すべき課題と考えています。 
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岡本会長 他にご意見、ご質問ありますでしょうか。それでは、皆様からの様々なご

質問やご意見に基いて、事務局は原案を整え、年明けにパブリック・コメン

トを実施できるように準備を進めていただきたいと思います。そして、パブ

リック・コメントの中で、広く市民の皆様からのご意見もいただきながら進

めていただきたいと思います。皆様、貴重なご意見をありがとうございまし

た。 

岡本会長 

 

 

続きまして、議題の(2)「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく

地域の指定等に係る基本方針の策定」についてですが、事務局より説明をお

願いします。 

事務局 

 

資料【「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」（第２次一括法）】【騒音規制法（抜粋）】に基

づき説明。 

岡本会長  ただいまの事務局からの説明につきまして、皆様よりご質問、ご意見等い

ただきたいと思います。 

阿部委員 これは、基本的には、千葉県のものをそのまま踏襲するということですか。

どこか違うところ、変えたところはありますか。 

事務局 基本的には、変えたところはありません。県の方針につきましては、県が

市を指定するという立場の文言になっているものを市が直接規制する文言

に変えており、内容自体は変えておりません。 

千代委員 

 

 

悪臭の規制に関してですが、悪臭物質濃度規制を採用されるということで

すが、国や県では、臭気指数規制を推奨するようにという方向もあったかと

思いますが、その辺の物質濃度規制についての考え方について伺いたいと思

います。 

事務局 

 

 臭気指数規制に係る規制地域については、四街道市は指定されていませ

ん。県内でも松戸市など６市では臭気指数規制を行っています。現行の県に

よる告示でも四街道市は臭気指数規制を採用しておりません。今後そのよう

な指定を行う必要性が出てきた場合には、検討したいと思います。 

千代委員  四街道市内では、悪臭の問題事例は発生していないということですか。 

事務局  悪臭に関する苦情ということでは、市では把握しておりません。 

大瀬委員  騒音あるいは振動についての苦情、苦情というのは状況を一番良く表すと

思いますので、苦情があるのか無いのか、状況を教えていただけますでしょ

うか。それから、第２特別地域というのは無いということですが、第１特別

地域というのは具体的にはどこを指すのか教えていただきたいと思います。 

事務局 

 

 騒音、振動の苦情ですが、最近のものは把握していませんが、例えば、最

近は一定の条件が揃えば、調整区域でも住宅が建てられるわけですが、建物

が建って急に環境が変わってしまっている状況の中で、鶏が飼われている状
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況は以前のまま変わらないということで新しく住んだ方から鶏に関する苦

情があるといったことがあります。 

事務局  苦情関係ですが、昨年ですと、件数が定かではないのですが、騒音、振動

合わせて約７～８件の苦情があります。特に、重機関係の騒音についての苦

情が隣接地の方から２～３件あったと思います。 

岡本会長  事務局より、補足説明をお願いします。 

事務局  四街道市では準工業地域が２箇所ありまして、１箇所が物井にあります工

業団地、もう１箇所は５１号線沿いにありますが、現在区画整理を実施して

いる成台中地区というところが準工業地域とされており、現在のところ、市

内ではその２箇所が第１特別地域であります。 

本橋委員  参考までにお聞きしたいのですが、苦情者とその内容の地域について、仮

に苦情があったとしても、それが規制基準以下だったとしたら、おそらく、

苦情者は様々の立場の人がいるし、様々な考えを持っていますので、そのあ

たり行政指導はどのように行うのか教えていただきたいと思います。 

事務局  このようなケースにつきましては、基準値以下ですので、あくまでも市と

しては、「お願い」という形で行っております。 

岡本会長  他にご意見、ご質問ありますでしょうか。それでは、このことにつきまし

ては、事務局は、皆様のご意見を是非参考にしていただき進めていただけれ

ば思います。 

岡本会長  それでは、最後の議題の(3)「その他」ですが、皆様から議題として何かご

提案はありますでしょうか。それでは、事務局より「四街道市における放射

線対応状況」について説明をお願いしたいと思います。 

事務局 資料【「周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」】に基づき説明。 

岡本会長 ただいまの事務局からの説明につきまして、皆様よりご質問、ご意見等い

ただきたいと思います。 

阿部委員 測定等が実施されていることについては分かりましたが、結果について、

特に、ホットスポットが発見されたのかどうか、また、箇所数は書かれてい

ますが、どのような処理をされたのかご説明いただきたいと思います。 

事務局 市内の公園とか小学校の何箇所かでホットスポット対応しておりまして、

基本的な方法としましては、表面の土を削り取るとか、土全体を入れ替える

とか、各施設の中で土については保管している状況であります。 

小野沢委員 ホームページで公表されておりますので、ホームページを見た方が良いの

ですが、参考までに、給食食材と焼却灰がどの位のレベルになっているか教

えていただきたいと思います。 

事務局 資料が手元に無く、正確な数値はわかりませんが、焼却灰については２千

ベクレルということで、基準値以下であります。給食の食材につきましては、
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検出限界値を下回っておりますが、具体的な数値につきましてはこの場では

わかりません。 

大瀬委員 今回の３．１１の震災の件で、各市の被害状況を調べたところ、四街道市

は被害は無いと認識しておりますが、実際のところどうだったのか、お聞き

したいと思います。 

事務局 数箇所ですが、屋根の瓦が道路沿いに落ちたということはあります。また、

道路上にひびが入った、陥没したということが８件ほどありましたが、すべ

て対応しております。四街道市としては、道路やその他Ｕ字溝等については

比較的被害自体は尐なかったのかなと思います。復旧費についても道路の復

旧に予算で８百万円、Ｕ字溝の補修について５０万円位、これですべて対応

しております。 

大山委員 食品関係の放射能についてお尋ねしたいのですが、佐倉の椎茸が出荷停止

になったことが新聞に載っておりましたが、四街道市内でも生産者が出荷停

止になった事例はありますでしょうか。 

事務局 生産者の件につきましては、県が食品衛生法に基づいて検査していただい

ておりますので、市も毎月、何種類か選んで検査していただいておりますが、

今までにそのような事例は一切ありません。 

阿部委員 啓発活動に関してですが、講演会を行いましたし、これからも行う予定だ

ということを先程おっしゃいましたが、昨年の夏から行われた講演会のう

ち、市民が主催した元放医研の先生の後援を市が拒否したということでし

た。そのあとで、市が依頼した先生の講演会がありました。市が依頼した講

演会の先生は「安心だ、安心だ」とおっしゃって、元放医研の先生は「これ

は大変だ」ということを強調されたので、市民の方の中には市がバイアスを

掛けているのではないかと。「安心だ、安心だ」と本当のことを言わずに、

尐し偏向したことを広報しているのではないかということを言っていた方

がいました。 

勿論、これは事実とは思いません。両方ともちゃんと聞けば、非常に正当

なことをおっしゃっているが、ただ、強調する部分が違うから、市民がその

ように聞いたのだと思いますが、このような自治体に対する不信感があって

非常に好ましくないというように私は考えます。 

今、はっきり言って、政府の発表は何となく大本営発表的であまり信頼さ

れていないというところはありますが、やはり、自治体はあくまで市民の味

方であるということで、必ずしもそういった大本営発表の後押しだけではな

くて、市民を安心させるような態度を取っていただければと思います。 

これは、市が意図されたことではないと思いますが、市民の側からそのよ

うな声があちこちから聞かれますので、ご理解いただければと思うのです
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が、元放医研の先生に対して後援を拒否されたというのは、どういう理由な

のかお聞かせいただければありがたいのですが。 

事務局 市民の方が主催した講演会について、市が後援を拒否したというご指摘の

件につきましては、環境経済部が所管したものではありませんので、経緯に

ついては分かりません。いろいろな講演会をお願いするわけですが、市とし

ては、それぞれの立場でお願いしております。 

例えば、今おっしゃられたように、安心させるような講演をお願いしたり

等の、誘導的なことは一切しておりません。あくまでもそれぞれの部局で、

その講師のお考えの基に講演をしていただきたいということでお願いして

おりますので、一切誘導しておりません。結果的にそのように市民が受け取

られたのではないかと考えます。 

岡本会長 他にご意見、ご質問ありますでしょうか。それでは、最後に今後の予定等

について事務局より説明をお願いしたいと思います。 

事務局 申し訳ありませんが、議題(1)において、報告が漏れていた事項があります

ので、１点だけ報告させていただきます。昨年の１１月に開催した条例の改

正に係る美化推進関係者会議において、出席者の皆さんから出た意見の主な

ものを参考までにご報告申し上げます。 

主なご意見といたしましては、四街道駅前を路上喫煙制限地区として指定

するのであれば、現在南口にしかない喫煙所を北口にも設置して欲しいとい

うご意見がありました。また、逆に路上喫煙を制限するのだから、喫煙所は

不要なのではないかという意見もありましたが、多くのご意見は北口にも喫

煙所を設置して欲しいというものでした。 

喫煙所については、現在南口に１ケ所試行的に設置しておりますが、当初

は北口にも１ケ所の設置を検討したのですが、適当な場所が無かったことか

ら見送った経緯があります。なお、駅北口については、現在、道路管理課が

主体となって再整備事業を進めており、事業の完了までにあと数年掛かる予

定です。 

北口への喫煙所の設置についてのご意見については、市としても前向きに

検討したいと考えていますが、北口の再整備に合わせて関係課と協議しなが

ら進める必要がある旨を美化推進関係者会議で説明いたしました。 

その他には、駅周辺の飲食店等に条例の内容をＰＲし、飲食店の利用者に

対して周知してもらった方が良いとのご意見や、市が今後設置する灰皿につ

いては、吸う人が利用しやすい場所という目線ではなくて、たばこを吸わな

い人からも理解を得られるような場所に設置した方が良いという意見もい

ただきました。 

罰則の適用については、一定の効果はあると思うが、他市の例では多額の



11 

 

経費を支出したり、職員の負担が増えるというような様々な問題が発生して

いることから、費用対効果を十分に考えた上で検討するべきではないかとい

うご意見や、できるだけ経費を掛けない方法で進めるべきで、罰則を設ける

よりも喫煙所を北口への設置することが有効であるので市で早急に設置場

所等について検討していただきたいという意見をいただきました。以上のよ

うなご意見をいただいたということを参考までに報告させていただきます。 

事務局 他に、事務局からはありません。 

岡本会長 それでは、長時間にわたり熱心なご討議ありがとうございました。以上を

持ちまして、平成２３年度第１回四街道市環境審議会を終了します。皆様あ

りがとうございました。 

 


