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平成２５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２５年５月２７日（月）午後３時～５時 

場所  四街道市役所本館５階第１会議室 

 

出席委員の氏名 総合公園の植生調査の会           栗山 忠俊 

特定非営利活動法人四街道メダカの会     百瀬 久雄 

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              松川 裕 

四街道フォレスト              冨所 憲司 

四街道水辺の会               任海 正衛 

四街道をきれいにする会           中村 稔 

政策推進課企画調整グループ         和田 浩史 

環境政策課環境保全グループ         橋本 力三 

産業振興課農政グループ           森 稔彦 

都市計画課公園緑地グループ         白鳥 由紀雄 

道路管理課管理グループ           戸村 弘実 

道路建設課道路整備グループ         山﨑 雄三 

都市整備課都市整備グループ         古山 明夫 

下水道課管理計画グループ          伊藤 勉 

事務局     都市部長                  地引 弘之 

        都市部次長                 勝山 博昭 

都市計画課長                飯田 好晃 

        都市計画課みどりの推進室長         鵜沢 昭男 

        都市計画課みどりの推進室          川口 訓永 

 

１ 開会 

事務局：委員１７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 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１名 

３ 委員長挨拶 

 任海委員長：吉岡の並木川で水質と生物の調査をしたところ、カダヤシ、コウホネ、カ

ワトンボを確認した。千葉市小倉地区で保全の動きがあり、吉岡でも自然のグループ
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による休耕田の復元や地元の草刈り等様々な種類の動きがある。市民と市が協議をし、

自然保全のための努力をお願いする。 

４ 四街道市みどりの基本計画推進委員会要領の一部改正について 

 事務局：別表第２中道路建設課街路整備グループリーダーを道路整備グループリーダー

へ変更する。 

５ 委員紹介 

６ 事務局紹介 

７ 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） 

四街道里山の会 鶴田委員（了承） 

四街道市シニアクラブ連合会 杉山委員（了承） 

８ 発言者名の議事録への明記 

９ 議題について 

 (1) 栗山みどりの保全事業について 

事務局：平成２４年度第２回みどりの基本計画推進委員会後の栗山みどりの保全事業の

これまでの経過と２５年度の予定について説明する。２４年９月議会で予算を確保、

用地交渉を開始し、１０月末までに計画していた全ての事業用地を借りることができ、

区域内に存在する赤道の境界を確定した。２５年１月に用地北側部の入口付近に、市

民団体の現地作業に備え仮設トイレ及び簡易手洗いを設置した。現場での動植物調査

や伐竹、除草等諸作業を行うため、栗山みどりの保全事業実行委員会４部会のうち建

設部会と調査部会を先行して設置した。建設部会長は四街道フォレスト代表の冨所憲

司様にお願いし、１月２６日に建設部会による伐竹、除草の現場作業を開始し、予定

した部分の伐竹、除草は終了した。調査部会長は総合公園の植生調査の会代表の高井

昭夫様にお願いし、調査の区域分けや方法等を検討いただき、動植物調査を開始して

いる。 

市政だより１月１５日号でみどりの基本計画推進委員会推進団体の募集、３月１５

日号で栗山みどりの保全事業を紹介するとともに、市と協働いただける市民を募集し

た。２５年度に実施される市民活動を支援する、みんなで地域づくり事業提案制度コ

ラボ四街道に、栗山みどりの保全事業実行委員会名で代表者任海正衛として事業提案

をした。この中で、団体から要望のあった有償ボランティアに関してはコラボ四街道

による支援を得ることが最良の方法と判断したためこれに盛り込み、２月１４日に行

われた公開プレゼンテーションの結果、高い評価をいただき、提案どおりの支援をい

ただくことができた。部会と実行委員会の２件については、実施組織構成案に沿って

進めたものだが、協議や検討に時間を要したため、案が固まった段階で事前に推進委

員会を開催して会議に諮ることができなかったので、この場を借りて報告させていた

だく。 

市と市民が協働するうえでの基本的な考え方として、市が担う役割は、協働のため
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に必要な施設の整備、備品の調達、赤道整備など基礎的なものとし、推進団体と協議

のうえ事業を分担する。市民には、得意な分野で知識や技術を発揮し、市に不足して

いる部分の作業を担っていただきたいと考えている。 

市が今年度予定している主な事業は、協働に必要な草刈機、チェーンソー、打ち合

わせや休憩などに必要な椅子、テーブル、テント等の調達、これらを収納する縦横３

ｍ程度の倉庫の設置を予定している。設置予定地が建築するための接道要件を満たす

道路に接していないことから、新たに用地を借りて敷地延長を行い、市街化調整区域

であることから都市計画法施行規則第６０条の適合証明を受け、その後、建築確認の

手続きを経なければ着工できないことから、完成までには長期を要することが想定さ

れる。また、車利用者のための駐車広場に砕石舗装を行う予定だが、区域内の道路舗

装に関しては、できる限り手を加えず自然環境に配慮すべきとの意見をいただいてい

ることから実施しない。休耕している谷津田の復田は子供たちの環境教育の場と考え、

約２，８００㎡、施工時期は１０月頃を予定し、区域内の南北を走る赤道の東側区域

の２６年１月一部開設を目指している。推進団体を始めとする市民の皆様には、動植

物の生息、植生状況を調査し９月末を目処にまとめた後、この調査結果や諸データを

揃えて、地権者、関係区自治会長、各作業部会に参加いただいた一般市民の代表の方々

などから広く意見をいただく企画委員会を開催し、ここで出された意見を調整して調

査部会に移し、具体的な基本計画を作成していただきたいと考えている。 

事業に関する意見や情報としては、３月７日に県立中央博物館副館長で生物多様性

に詳しい中村俊彦様に現場を見ていただいたときの主な意見として、事業を進めるう

えで生物多様性からの視点が重要、区域内散策路の舗装は避けた方がいい、勉強会の

開催が必要などがあり、５月２４日に勉強会を開催した。また、市内在住で鳥類の観

察を続けている方からは、過去に予定地周辺で世界に千羽以下しか生息しないとされ

ている稀尐な鳥であるミゾゴイやハヤブサ、オオタカ等の猛禽類を確認していること

などの情報をいただいた。今後は、中村先生の生物多様性に関する講義や助言、これ

らの意見、情報を考慮しながら生物多様性に配慮し、余分な環境への負荷がかからな

いよう心がけながら、不測の事態が起こらないよう充分協議、調整をして進めていく。 

栗山委員：以前の地図と今日の地図で区域が変わっているが、どうなっているのか。 

事務局：倉庫設置の建築確認を得るには敷地延長が必要なため、新たに借地した。 

任海委員長：ミゾゴイが見つかっている場所になろうかと思う。 

冨所委員：３月１５日広報で市民を募集したとあったが、何人か来たか。 

事務局：問い合わせは数件あった。手伝いたいというような趣旨があったので、説明は

したが、その段階でそれ以上の意向はなかった。内容は興味があるが、その先の思い

切りがないということだと思う。 

任海委員長：まだこの実行委員会では、受入れの態勢もできていないが、趣旨としては

多くの市民が参加できるようなかたちに工夫するということ。 
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和田委員：過去に希尐な鳥ミゾゴイを確認したということだが、いつごろか。いた場合

には何らかの保護をするのか。 

事務局：２０１０年に確認され、世界的にも千羽以下の生息のようである。 

松川委員：ミゾゴイは日本でしか繁殖しない。薄暗い湿地が好きなので、来ないとは言

い切れない。 

任海委員長：もしここに生息して、繁殖活動しているとすれば四街道の大きな財産にな

る。慎重に行動しなければいけない。 

議題２ みどりの基本計画行動計画の中期計画の策定などについて 

事務局：みどりの基本計画行動計画において、中期整備時期における取組み内容の策定

を行う。中期整備期間は２３年度から２７年度であるが、現在四街道市新総合計画の

策定が進行中であり、各部署で主要政策が決定してから各課の意見聴取を行い、上位

計画との整合をとって中期取組み内容の策定を進める予定である。策定にあたっては、

推進委員会の意見を聴きたいので機会を設ける。 

次に、千葉市の環境保全に関する取組みを紹介する。多様な生物系が残る谷津田や

自然的景観を保全するため、千葉市内に２５の保全区域を設定し、その優先的区域と

して吉岡地区に隣接する千葉市小倉地区の谷津田を選定し保全するものがある。面積

は約６ヘクタールで、うち２ヘクタールは地権者と谷津田保全協定を締結していて、

希尐な動植物が生息している。 

松川委員：小倉地区の地権者は何人でなんという人か。市として何か取り組むのか。 

事務局：地権者のことは把握していない。現状としては、踏み込む段階には至っていな

い。まずは栗山みどりの保全事業を進めることを第一に考えている。 

任海委員長：千葉市には谷津田保全条例がある。関心のある市民団体は協力をお願いし

たい。委員会としては動けない。鷹の台の工業団地でスポンサーを探すなどのプラン

ニングができるといい。 

議題３ その他 

鶴田委員：総合公園の自然環境の保全について提案がある。総合公園体育館裏は元々自

然豊かな林だったところに木道を作って散策できるようにしたものだと思われる。こ

の一帯でニホンカワトンボを通して環境の変動を調査している。ニホンカワトンボは

絶滅危惧種ではないが、市内では２か所しか生息域がない。ここは１００メートルぐ

らいのところでかなり生息している。ニホンカワトンボは、緩やかな流れの川で、ヨ

シが生えて明るい樹林環境を好み、非常に弱い。２００６年は３０匹を超えていたが、

今年は３匹しか見ていないので、いなくなってしまうと危惧している。もうひとつは

オオムラサキで、国蝶に指定されている貴重できれいなチョウである。クヌギの木で

吸蜜していて、かなり豊かな生息がある。この範囲の中ではクマガイソウ等の希尐な

植生もあるので、この範囲を指定して除草などを一般の公園管理とは別に考えてもら

えないか。また、元々は樹林であったと思われるところにハナモモ等の園芸植物が植
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栽されている。もったいないし見た目もよくないので移植し、オオムラサキに適した

クヌギ雑木林の再生を図ったらどうか。 

白鳥委員：ニホンカワトンボについては昨年秋に、里山の会、植生調査の会等と現地確

認しながら、両者の観点から考えた草刈りの仕方を約束したので、それに沿ってやっ

ている。今回は木道部分の草刈りが尐し早いということだが、他の利用者からの意見

や景観も考慮し、草刈りはやらせていただくということで打ち合わせをした。オオム

ラサキについても何回かお話をいただいたが、苗木を植えるという計画はない。 

栗山委員：今年の３月から２回ほど、総合公園の水路の始まりのところに入浴剤の入っ

た風呂の残り湯のような水が流れてきていたので、任海さんに連絡し、水質検査をお

願いした。推論だが、炭を使った浄化槽の効果が薄れてきていると思う。その下にヨ

シが生えているところがあり、そこを過ぎると水はきれいになるがにおいは残ってい

る。そういうことがカワトンボにも影響しているのではないかと思われる。水路を見

ると水の滞っているところには虫がいたり貝が歩いた跡があるので、個人的に堰を設

置したが、取られてしまった。ところどころに堰を作って、流れの緩やかなところを

作ればカワトンボも増えるのではないか。 

鶴田委員：ニホンカワトンボやオオムラサキは四街道の宝だと思って守っている。今の

ような草刈りでは保全は難しい。ヨシの小さな群落があって、いい環境だったところ

も、木が倒れたり切ったりして明るくなりすぎてしまった。はっきりだめならだめで、

本音で話してもらいたい。 

任海委員長：なんとかしなくてはいけないと思っている。ハナモモはきれいなので、そ

れが欲しいという意見もあるから、あるエリアだけを自然保全地区として住み分けを

していく必要があると思う。みどりの基本計画の中でも栗山だけではなく、観察地や

保全地区を作るという構想があるので、お金をかけないでできればいいことだと思う。 

事務局：今後現地で一緒に見ながら考慮、検討していければと思う。 

任海委員長：木道を作る際、杭や面積、竹林の場所、植栽などについて市から自然団体

に相談があった。竹林は市民団体が無償で協力してきれいにした。小川は、下水管を

埋めるという話も出たが、自然への負荷を考慮し、炭の入った浄化施設を作った。植

栽は、郷土種を植えたらどうかという話もあったが、予算がなくて進まなかったとい

う経緯がある。 

百瀬委員：メダカの会では、千葉県環境財団の環境支援事業に小名木川清流化事業とし

て応募し、補助金が出るとの回答をもらっている。この事業は、千葉県生物多様性セ

ンター等の専門家からの指導を仰ぎ、自然同好会、里山の会等の市民団体、子供達の

団体、一般市民、周辺自治会並びに千葉県及び四街道市の行政と協力しながら実施す

る。今までも毎年１回小名木川の水質調査をしてきたが、水質だけでなく生き物調査

も併せ、定点を増やして河川全体を一斉に調査し、印旛沼の健全化計画を支えるよう

な事業にもなることを目的としている。範囲は、活動場所を鹿島川の支流である小名
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木川、正式名称東部排水路と限定し、その小名木川と鹿島川との合流点を一番下にし

て最上流は第一調整池のところまでとし、その中間にある当会が管理しているムクロ

ジの里も含める。内容は、生き物の観察調査と流域全体の水質調査で、河川の汚染の

状況や汚染源を明らかにしていきたい。また、昨年小名木川流域で、生物多様性セン

ターと中央小学校が水草探検隊として調査したところ、特定外来種のオオフサモが繁

茂していた。市民とともに調査を行うことで印旛沼の浄化やそのことに関心を持って

もらいたいという狙いもある。さらに、市民とともに調査結果を分析し、汚染マップ

を作って今後の方向性を見て提言をしていきたい。これを１年間で考えている。広報

活動としては、市の広報紙、地域活動センターや小中学校への直接の申入れ、地域新

聞やポスター、チラシ作りも考えている。また、この事業を実施する前と後の水質の

改善度合いを見極めて、対処していかなければいけないと考えている。 

伊藤委員：小名木川にオオフサモが相当ある話は聞いている。美しが丘調整池にもあり、

処分や浄化も含めて今後協力できることがあればという意識はある。 

鶴田委員：めいわ調整池で外来植物の除草をしたことがある。水質調査をしていると思

うが、データを公表してもらえるか。オオフサモと水質汚染との関係を見ていきたい。 

山﨑委員：前年度は月に１回調査をやっていた。申し出てもらえれば公開できる。 

百瀬委員：６月に入ると、市内の小学校５年生でメダカの生態の授業がある。めいわ第

一調整池にメダカが数千匹以上いて、３００から４００匹のメダカを捕獲して小学校

に提供しているので、そこに入るために鍵を貸してほしい。それから、そのときに併

せて当会としての立場で水質調査と放射能のテストをしている。協力、指導をいただ

きたい。 

伊藤委員：鍵は今までどおりお貸しできるが、放射能に関しては通常立ち入れないとこ

ろなので、縁石の計測はするが、中までは計測していない。 

鶴田委員：野生のメダカを３００匹も獲って実験に使うというのはどうか。どういう意

味で使うのか。もっと他の手を考えられないか。野生のものを獲るというのは教育的

にもよくないのではないか。学校でやることなので、学校で増やして使えばいいので

はないか。 

任海委員長：獲っても十分大丈夫なだけの量がある。 

百瀬委員：山梨小学校や旭小学校ではビオトープをやっているが、大日小学校はとても

手が回らないとのことである。それは学校としての対応なので、そういうケースがあ

るということと参加した子供たちから感想や意見をもらうようにしている。 

任海委員長：自然の問題なので、当然いろいろな意見がある。こういう意見があったと

いうことで受け止めていただきたい。 

松川委員：自然同好会は、２０年近く個別にホタルの調査や発生地の整備、草刈りをし

ている。ホタルは減尐傾向にある。四街道ではホタルは宝物である。千葉市ではもう

あまりいない。吉岡の並木川には絶滅危惧種のコウホネという植物がたくさんある。
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千葉県では他になく、極めて貴重な生き物がまだたくさん残っている。ミゾゴイはい

るかいないかはっきりはわからないが、オオタカやサシバなどの猛禽類はいる。猛禽

類がたくさん集まるということは、生き物がたくさんいて、生物多様性が豊富である

ということなので、この地区は環境的には極めて大切な場所である。スズメなどの小

鳥たちはエノコログサの実を食べて冬越ししている。それを根こそぎ刈ってしまうと

餌がなくなってしまうので、鳥が減ってしまう。それから農薬の問題では、ミツバチ

が世界的に尐なくなっているので世界中の学者が調べたら、ネオニコチノイド系農薬

の影響だったというのをテレビでやっていた。これはホタルだけではなく、生態系に

極めて影響がある、子供の生殖機能にも影響を与えると言われていて、ヨーロッパで

は販売中止になった。市でそうしてとは言わないが、その農薬を空中で撒いているか

らたちまちホタルが減る。風で飛べば人間にも非常に悪い影響を与える可能性がある。

それから、有害鳥類という言葉を行政で当たり前に使っているが、有害鳥類とは何か。

スズメは米を食べるが害虫も食べる。昔はそうだったからそのままずっと今でもやる

という時代ではない。環境的な思想も増えて広がってきている。きめ細かい配慮や十

分な認識を持った環境政策をお願いしたい。 

任海委員長：四街道は、全国で５番目の規模のクマガイソウがあるし、フクロウは２か

所で営巣して子育てを成功したようである。南波佐間の森について紹介願う。 

冨所委員：和良比の斉藤さん方の竹林０．８６ヘクタールぐらいを４年前に我々が間伐

したら、そこに眠っていた元々の木が大きくなって、キンラン、ギンラン、ヤマユリ

等が咲き始めた。先月、我々の手入れした南波佐間の遊歩道に、みそら小学校の児童

と先生を合わせて約７０名が来て喜んでくれた。何も見返りはないが、それを楽しみ

に手入れしている。遊歩道は１周３００メートルぐらいあり、その中を小学生が指導

員と一緒に観察できる。地権者も喜んでいる。 

松川委員：私共自然観察指導員は千葉県の資格を持っている。この前は女の子が、大き

くなったら千葉県の自然観察指導員になるんだと大きな声で叫んだ。子供心にその光

景に感動したのだろう。一人でもそういう子が出てくるというのはすばらしいことで

ある。 

任海委員長：市民団体もだいぶ高齢化しているが、がんばっている。 

事務局：これまで、栗山みどりの保全事業は、みどりの基本計画推進委員会で協議して

いたが、今後、栗山みどりの保全事業に関する諸協議は、当委員会から、栗山みどり

の保全事業実行委員会に移して協議を行い推進していきたい。そこで決まった事柄や

問題点は、この委員会に随時報告して進める。実行委員会を都市計画課、みどりの基

本計画推進委員長、各部会長及び参加団体の代表で組織し、コンパクトに実行してい

きたい。当委員会は、基本計画の中期計画の策定や全般的な計画の討議をする場とし

ていきたい。 

任海委員長：四街道十字路の木を切った経過と今後を知りたい。 
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森委員：四街道十字路に立っていたエノキは、樹齢は推定２００年ほどで、２、３年ぐ

らい前にアリによって中が空洞状態になっていた。それを修復したが、去る５月６日

の強風によって根元からひびが入り、造園業者立会いの下検討したが、切らざるを得

ないとの結論となり、持ち主の福島スタンドさんと協議して伐採した。新しい根が張

っているので、そこから再生されるのではないかと思い、当分観察し、また、挿し木

も何本か試みているので、なんらかのかたちでまた保存していけるものと思っている。 

任海委員長：ムクロジ自然の里の奥のほうの埋立てが進んできている。市内各所で埋立

てがあり、みそらの南のところも埋立てされるという噂がある。埋立てというのは、

一般的にどう考えられているのか。 

橋本委員：埋立ては特定事業となる。栗山の奥はグランドゴルフ場ということで現在進

められている。みそらの話は、今のところ一切相談等はないのではっきりしたことは

わからない。流れとしては、事業者が申請し、市が審査して支障がなければ許可を出

す。事業としては１年以内で終わらせてもらう。 

任海委員長：埋立てと自然を守ることは非常に密接に関係しているので、なんらかのプ

ランニングなどができればいいが、今のところはそういう体制にはなっていない。 

１０ 閉会 

任海委員長：平成２５年度第１回四街道市みどりの基本計画推進委員会を閉会する。  
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