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平成２６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２６年７月１０日（木）午後３時～５時 

場所  保健センター3 階 大会議室 

 

出席委員の氏名 総合公園の植生調査の会           高井 昭夫 

特定非営利活動法人四街道メダカの会     百瀬 久雄 

四街道里山の会               鶴田 輝之 

四街道市シニアクラブ連合会         吉沼 克治 

四街道自然同好会              松川 裕 

四街道フォレスト              冨所 憲司 

四街道をきれいにする会           中村 稔 

政策推進課企画調整グループ         鈴木 眞一 

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           村田 芳隆 

都市計画課公園緑地グループ         川口 訓永 

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         高橋 利尚 

下水道課管理計画グループ          伊藤 勉 

事務局     都市部長                  勝山 博昭 

        都市部次長                 渡邊 二三夫 

都市計画課長                飯田 好晃 

        都市計画課みどりの推進室長         白鳥 由紀雄 

        都市計画課みどりの推進室          江河 優哉 

 

１ 開会 

事務局：委員１４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）委員長は、欠席となるため副委員長の四街道自然同好会 松川副委

員長に議事進行をお願いする。 

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 

 松川副委員長：任海委員長が栗山みどりの保全事業地でマムシにかまれ欠席となったこ

とにより急遽代理で議事進行を行う。栗山みどりの保全事業地は特にマムシの多いと

ころである。急なことで、進行等不安があるかよろしくお願いする。 

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） 

四街道フォレスト 冨所委員（了承） 

四街道をきれいにする会 中村委員（了承） 

８ 発言者名の議事録への明記 
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９ 議題について 

 

議題１栗山みどりの保全事業について 

事務局：栗山みどりの保全事業の区域は、約５．８ヘクタールであり、平成２６年１月１

５日にオープニングセレモニーを行い、一部約１．８ヘクタールを供用開始した。事

業用地は、すべて借地であり、地権者数は、借地地権者 13 名、耕作地権者１名の計１

４名である。供用開始した区域は、入口から休耕田を復元した水田の周囲の散策路及

び水田部分となる。 

 栗山みどりの保全事業について、当推進委員会の議題として取り上げていたが、前

回の平成２５年５月２７日に開催した当推進委員会において、栗山みどりの保全事業

は、本格的な整備に至ったことから、今後、実行委員会で推進していくこととし、そ

の経過等についてはご報告するとなっていることから、これまでの経過と平成２６年

度の予定について説明する。 

栗山みどりの保全事業実行委員会は、４つの部会の構成となっており、各部会によ

り、整備や調査を行っている。 

その各部会のこれまでの取り組みについては、建設部会において、一部供用開始の

ため、散策路および調査のための整備を行っていただいた。オープニングセレモニー

後は、セレモニーで使用した場所に散策路を整備した。調査部会においては、生物調

査を行い、その結果の報告書が作成された。維持管理部会においては、清掃やパトロ

ールを行っている。最後に、水田部会においては、復元した水田において、水田部会

の主導のもと、栗山小学校、メダカの会ほか、一つの団体による田植えが行われた。

その他に、田植え体験の募集を行ったが、実施日が雨天のため中止とした。田植えが

実施された面積は、全体面積の５０％弱である。 

 また、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」として事業提案をし、高い評価を戴き、提案ど

おりの支援を戴いた。 

一方、市におきましては、平成２５年度工事で、倉庫の設置、駐車場とする場所の

砕石舗装、休耕田の復元工事を実施し、市民協働により順調に進んでいる。 

次に、今年度の予定ですが、供用開始していない区域内の通路となる散策路の整備

や生物調査を継続し、平成２７年３月末までに整備等を完了し、全域の供用開始にむ

け取組んでいく予定である。 

また、昨年度に引き続き、コラボ四街道に事業提案をし、採択されている。市にお

いては、水道設備を６月末に設置した。現在は、本設トイレの年内設置向け、発注準

備を進めている。その他に、栗山みどりの保全事業区域の名称がありませんので、末

永く愛され親しまれる名称を付けていただくため、名称募集を市政だより、市のホー

ムページにより７月１５日から８月１５日までの間で行うこととした。 
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 募集後の予定としては、９月中旬までに栗山みどりの保全事業実行委員会による選

考を経て、市長による名称及び入賞者の決定後、表彰及び名称の公表を行う予定であ

る。名称募集の市政だよりの掲載は１１月１号を予定している。 

 

議題２ みどりの基本計画行動計画について 

事務局：平成２３年度第２回開催の推進委員会から３６のアクションの栗山みどりの保

全事業を議題として進めてきた。昨年５月２７日開催の当推進委員会においては、新

総合計画との整合を図って進めるとの説明がされている。本日は、平成２４年１月に

行動計画の所管課確認調査を行っておりますので、取りまとめたものを配布させてい

ただいた。資料の黒くなっている修正部分を中心に説明する。 

  Ｐ１の（１）「みどりを守ります」につきましては、修正箇所なし。Ｐ２の「みどり

を創ります」は、まず、政策推進課の中長期が削除となっている。これは、都市核北

地区に建設予定だった地域交流センターに「草花植栽・屋上緑化・壁面緑化等の敷地

内緑化の取組み」を考えていたが、計画自体が白紙状態になったため削除とした。教

育総務課から、もねの里地区は、該当がないことからの削除とした。以下の「削除」

においても同様。消防本部総務課から消防本部改修工事時に、救急車車庫入れ障害及

びレンガのひび割れのため、玄関脇の花壇を撤去したことから、敷地内への草花の植

栽を実施することが出来なくなったため「削除」とした。都市整備課から中長期につ

いて変更はないが、「都市核北土地区画整理事業の終結により景観形成との関わりを検

討する必要がある」との意見があった。 

続いて、道路整備課（現 道路建設課）から、「道路、学校などの緑化」の項目につい

て四街道駅周辺地区の整備終了のため「削除」とした。次に都市整備課の「民有地の

緑化」の項目については、先の説明と同様で、都市核北土地区画整理事業の終結によ

り景観形成との関わりを検討する必要がある。とのことで「○」を追加している。 

Ｐ３についても「みどりを創ります」に関することとなる。まず、「自然と触れ合う

場の創出」の項目について、環境政策課から、「郷土の森の維持、拡大」について、該

当する部分がなくなったため中期以降の「削除」とした。さらに、下段の「環境観察

モデル地区の指定」については、中期に「○」を追加している。また、社会教育課か

ら「自然、史跡や有形文化財の散歩道のモデルコースの検討」について、道路づくり

はおこなっていないので、該当しないとの意見があった。「みどりのネットワーク形成」

の項目で四街道駅周辺地区が「削除」となっているが、先ほどと同様、四街道駅周辺

地区の整備終了のため「削除」とした。 

Ｐ４中程の「みんなで地域づくりセンターの活用方策の検討」では、「（仮称）市

民活動センター」と表記されていたものを「みんなで地域づくりセンター」と修正が

されました。以上が所管課確認調査結果の説明。 

鶴田委員：以前に各市民団体から事業予定計画を出したことがあるが、それは、この中に



 4 

は入っていないのか。取り扱いはどうなっているか。 

事務局：この表については、市内部の所管課に対して調査した結果についてまとめたもの

である。今まで報告していなかったため、本日配布説明させていただいた。鶴田委員

のほうから言われた、調査については把握していない。 

鶴田委員：各市民団体から、やりたいことを出しているので、組み入れられるべきではな

いか。 

事務局：新基本計画も出来上がったので、改めて各市民団体から意見をいただきたいと思

う。 

 

議題３各市民団体からの報告 

松川副委員長：各市民団体からの報告ということで鶴田委員から、総合公園のニホンカワ

トンボの環境指標調査と、中村委員から、四街道をきれいにする会ニュースについて、

報告があります。 

鶴田委員：里山部会では、環境指標調査ということで、何種類かの生物のカウント調査し

ている。今日取り上げたのは、四街道市総合公園の体育館の裏に木道の水路にいる「ニ

ホンカワトンボ」について、調査の結果の報告と、前回のみどりの基本計画推進委員

会で提案したことについて提案したいと思う。ニホンカワトンボを知っている方には、

人気のあるトンボで、清流に住んでいる。千葉県全体では多くいるが、四街道ではお

そらく２か所ぐらいしかおらず、もう一か所が、並木川のコウホネの生えている水路。

この体育館裏の 100ｍ位の水路にいるのは大変貴重なことで、それに目を付けた。この

木道ができる前は自然で野鳥もかなり多かったが、この野鳥が少なくなってきて心配

だということで、この環境に依存するニホンカワトンボの推移をチェックしていけば

つかめるのではないかということで続けてきた。2006 年に 30 から 40 の飛来が確認で

きましたが、年々少なくなって、絶滅寸前になっている。やはりこれは、四街道の宝

というのは大げさかもしれないが、貴重なものなので、大事にしていきたい。前回の

みどりの基本計画推進委員会でニホンカワトンボと、総合公園に国蝶のオオムラサキ

のような貴重な昆虫を何とか保全できないか、保全するためには水路一帯を公園管理

とは別の自然公園として管理できないかと提案した。実際には、現地打ち合わせを行

った際に「元の環境にするために木を切って明るくなった場所にクヌギの植栽をした

いので許可してもらえないか」と話し合ったが、市からの回答としては、「現在の樹林

を保全する目的で、外部からの持ち込みはしない方針であり、現在新たな植樹は全て

お断りさせていただいております。ご理解をよろしくお願いします。」との回答をいた

だいた。ただ、こちらが考えているのは、花等の植栽をするのではなくて、木を切っ

たところに補植する形でクヌギを植えたい、クヌギを選んだのはオオムラサキもいる

のでそういったことが必要なのはないかと考え、提案をした。話し合いの中でなかな

か制度上難しいことは、ある程度納得するが、ぜひみどりの基本計画が、みどりを守
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り育てるという謳い文句であり、市の基本計画でもあるため、少なくとも市の関連す

る施設の中で具体化できないかと改めて提案したいと思う。さらに、ニホンカワトン

ボについては、全体の樹林環境が大事ではあるが、特に飛来する５月に草刈をされて

しまうと、ダメージが大きいので、それについてはだいぶ理解してやってもらってい

る。後は、植樹で切られた木の間を補いたい、花物については、ふさわしいところに

移植することで、昔のような雑木林を復元できないかという提案をしたい。 

高井委員：今の話は、管理事務所から総合公園植生調査の会に相談があった。我々は 26年

から活動を開始したが、自然に生えている従来の里山に生える植物以外に、植栽され

ている植物が 4年間で 30種ほどの植物が無断で移植されている。自然のままの公園を

維持していきたいので移植はいらないと市民に話している。これは良くてあれは悪い

というわけにはいかないというのが公園管理の立場でもあるので私は支持する。鶴田

さんのおっしゃった、オオムラサキについては、幼虫ではエノキ、成虫になると、ク

ヌギ等の樹液が出る木に飛来する。現在の公園の分布には、エノキが、266本あり、ク

ヌギについては約 50本ある。樹液の出るアキニレの木にオオムラサキがいるのをみた

ことがある。他にもコナラの木についても樹液が出る。コナラについては 1000本単位

であるので、自然のままの公園ということから考えると、新たにクヌギを植えなくて

も、十分にオオムラサキは来るのではないかと思う。公園管理者の立場からすると、

クヌギの植栽を認めてしまうと一般の人が水仙等を植えてしまう危険がある。私とし

ては、このままでも十分自然公園として維持されていくのではないかと思う。鶴田さ

んの言ったようにオオムラサキを呼び込むためにいいアイディアだとは思うけれど、

あえてそれをしないとオオムラサキが来ないということではないと思う、来るという

保証もないのだから、このままで維持していく形でいいのではないでしょうか。 

鶴田委員：オオムラサキに偏るとそうだが、今はニホンカワトンボが減っている話をして

いる。それは、環境が変わったため減っている。それを改善するために、水路に木を

昔あったように植樹したい。それは、何かを植栽するということとは違って、木を補

植したい、それが、オオムラサキの来るクヌギがいいのではないかということ。 

高井委員：そうやって植えてしまうと、現在の生態系と変わってしまうのでのではないか。 

鶴田委員：そうではなくて 2006年時代の環境を取り戻したい。冒頭でカワトンボの話をし

たが環境が変わってカワトンボが減っていることを言っている。 

高井委員：クヌギなどを植樹することで本当に増えるのか。 

鶴田委員：それはわからないが、前の樹林をなんとか取り戻したい。 

松川副委員長：確かに年々切られている。それをどうするか。 

鶴田委員：それをカワトンボが示しているというデータである。それがいいか悪いかは別

として。 

高井委員：木自体に問題がある。カタクリの自生はこの周辺で有名なのは泉自然公園や昭

和の森公園のカタクリの雑木林と、総合公園を比べると樹形が高すぎて日陰になって
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しまっている。管理事務所に、カタクリの咲いているところの木を伐らせてほしいと

お願いしたが、原則として木は切らないとのこと。枝が伸びているところについて、

枝を切らせてほしいと少し日が入るような環境にしないと、カタクリ自体は増えてい

るけれども雑木林としては雑木が多すぎる。鶴田さんがおっしゃった、木道の上の斜

面なんかは昔、竹を切って雑木林に変えてあり、樹形が高くて、日陰の状態の森にな

ってしまっている。伐採して、木を減らしていったほうが、植物のためになるのでは

という考えもある。枯れ木については保安上切っているようだが、場所によっては木

を伐採したほうが、植物のためになるのではないかと思っている。 

松川副委員長：なかなか難しい問題であるが、木を切れば昆虫にも影響が出てくる。総合

的に考えると切ってしまえばいいとはならないので、結論は出ないので、長いスパン

で検討する必要がある。 

鶴田委員：カワトンボに限っては環境が悪くなっている。それを何とかするために、クヌ

ギを植えたらどうかというのがある。もし、反対なら反対と言ってほしい。それと以

前話している中で、公園管理の決まりの中で支障となってできないといわれたが、そ

の問題をこのみどりの基本計画推進委員会で改善できるものなのか。はっきりと答え

てほしい。 

高井委員：管理事務所の方がいうのは、自然を残した形での総合公園では、公園にはいろ

いろな方が来られるので、人によっては木を切れという人もいるし、切るなという人

もいる。保安上や管理上いろいろな市民の意見というかお叱りを受けるとの話があっ

た。我々が困っているのは、下草刈りをしてもらいたくないところを下草刈りしてし

まっているケースがある。打ち合わせを公園の担当者としても、刈ってしまっている。

それは、保安上、安全管理問題や、市民からなぜ刈らないのかとお叱りを受けるのを

受けないようにするためにやっているという返事がよくある。そこでその場所につい

ては我々の会で手入れを行うという形にして実施しているが、しかしそれでもなかな

かその通りやってくれないことがよくある。それは、管理事務所にしてみればこれは

私たちのこれが仕事だ、これで雇われているのだからやって何が悪いんだということ

でかえって私たちが指摘すると、逆にお叱りを受けることがある。なかなか自然を守

り、自然の公園にしていきたいという気持ちでいても様々な人が公園を利用するので

そういう人達の最大公約数をとったところで、管理事務所は管理していかないといけ

ないというところになるとある程度は仕方ないなと、総合公園は自分たちの公園では

なく市民の公園なのだから、管理上必要なことについては、仕方がないと考えている。

鶴田さんの言っていることもわかるが、向こうの人たちはそういうことで仕事をして

いるということを考えて、緑を保全するためだけの公園ではないよということで、頭

かしげるけれど、仕方ないのかと思う。 

中村委員：高井さんおっしゃる通り、管理の部分が強くて意見が現実として意見を通すこ

とがなかなか難しいということは存在する。一方、12 月号に「この保全地区は市民団
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体の意見を結集した事業です。」と書いてある通り、高井さんがいろいろと交渉で苦労

しているようなことが、栗山みどりの保全事業地では、苦労せずに進めばいいな、そ

こに問題点があるので、この事業でできるだけ実現していけるように推進室もそうい

う精神でやっていただけたらなと思う。 

鶴田委員：ニホンカワトンボが絶滅してもいいのかどうかということが突きつけられてい

る。今まで木を切られたところに植えて、元のような環境に戻したい。そうしないと

絶滅するだろうという証拠で出している。 

松川副委員長：ニホンカワトンボについて総合公園サイドは理解しているのか。 

鶴田委員：今までのやり取りでかなり理解していると思う。草刈等の協力をしてもらえて

いますので。ニホンカワトンボがいなくなってもいいのかという問題でこれは私個人

の問題ではない。 

松川副委員長：時間もあるので、続いて、中村委員より四街道をきれいにする会の報告を

お願いしたいと思う。 

中村委員：２月１５日に栗山みどりの保全事業地のゴミ拾いを実施した。片づける上では、

集めたゴミを環境政策課や、クリーンセンターに協力していただいたことを報告する。

そして、仮オープンの時の子供の写真を報告として載せた。そして、このようにして

仮オープンができたという四街道をきれいにする会ニュースでお知らせしている。四

街道をきれいにする会ニュースは１０００部ほど、市内の小中高校などに配っている。

囲み記事で、任海さんとも手伝っていただきながらまとめたて、記事として書かせて

いただいた。四街道市ではこういった事業を行っているということを知ってもらいた

いと思い、2枚配らせてもらいました。 

松川副委員長：中村さんの長年の活動により、クリーンセンターが、向こうから来てくれ

る。一時間半から二時間であれだけのゴミをぱっときれいにするのは、大変なものだ

と思う。 

 

議題４その他 

事務局：四街道市みどりの基本計画推進委員会要領を配布しているが、別表第１の推進団

体の四街道花の会より、昨年１０月に高齢化のため、事実上活動できないとのことで

団体登録の抹消の申し出があり、抹消となったので、配布させていただいた。 

松川副委員長：その他なければ、栗山みどりの保全事業地の現地視察を行いたいと思う。

推進委員の方も都合がよろしければ参加いただければと思う。栗山みどりの保全事業

実行委員においては、赤道と赤道をつなぐ周回路の現地確認を行いたいと思うので、

ご協力お願いしたい。 

事務局：現地確認の関係だが、当推進委員会として現状を見ていただけるような計画とし

ていたが、台風もかなり接近してきており、現地へ本日どうしても行かなくてはなら

ないということではないと思う。推進委員の方は現地を見てくださっている方もいる
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ようなので推進委員会としての現地視察は中止とさせていただきたい。ただし、保全

実行委員会の方については散策路整備の関係もあるので会議終了後、ご説明しますの

で、現地に行くかどうかの判断をしていただきたいと思う。 

吉沼委員：中村委員の四街道をきれいにする会ニュースに書いてある、栗山の残土埋め立て

地から汚染水が流れてきて、ムクロジの里の稲が枯れてしまったり、メダカが死んで

しまった。その後、急にメダカの会からムクロジの里を返納させられてしまった。市

として、環境汚染の問題はどこで管理、追及しているのか伺いたい。 

橋本委員：栗山の残土の埋め立てについては、昨年５月ころにかなり稲が枯れたといった報

告をいただいたが、その後いろいろと進めているところです。現在４月の始めに行っ

たボーリング調査の結果を業者が取りまとめているところではあるが、業者の報告が

遅れている状況で、催促をしているところす。 

吉沼委員：市の指導が緩いのではないか。現在ダンプが入り、掘削機が２台入り、ブルドー

ザーも入っていと思うが、本来埋め立てするために入っているわけではないのではな

いか。いい土は一度持ち出して、東京から持ってきた２０万㎥を埋め立てて、その上

にいい土を埋めているのだろうが、結局２０万㎥の土を二年埋め立てられ整地ができ

ていないところを市が丸呑みして、土の悪いところを入れ替えができる道理がないと

思う。それを全然追及しないで、ボーリングした成分を見て議論したところで、残土

の撤去を求めることができるのか。 

橋本委員：ボーリングの結果をみて必要なことは求めていく。 

中村委員：起こってしまったことについては残念だが仕方がない。とても困ったことが起こ

った時にちゃんと調査を出来るだけ早く調査をさせるということがリスク管理である

ので、出来る限り早く回答させるべき。それから回答の中身を、あの埋め立てとつな

がった人が書くのでは信頼ならない。必ず、ちゃんとした第三者機関が調べて報告さ

せるべき、このままだと、埋め立てをした人たちに丸め込まれてしまう。今まででも

吉岡で 7000㎥のゴミが山にされた残念な経験を持ちつつ、自然の活動は難しいと思い

ながら進めているという思いを環境政策課のほうでうまく対応してほしい。結果がで

てやった人をちゃんと処罰できるということを示すことが大事。今後の為にも、四街

道市の職員は、頼りになるなという思いを持てるように活動してもらいたい。 

吉沼委員：小池市長が市長になる前に、楠岡さんに土地を借りて、ムクロジの里を作るとい

うことで駆り出されて緑のためにそういう子供たちの為に公園を作るため、杭を打つ

等の作業を行った。小池市長になった時には、ホタルも呼べるようになり、東京から

もお客を呼べるようにするところまで考えていると言っていた。それが昨年にメダカ

の会から返納させられた。それが、お茶にごしのように聞こえて臭う。緑が良くて、

メダカもいて、夏にはホタルも来るというのまで手伝って実ってきたのに、それが、

急になくなってしまうといったやり方を市がやらせていること自体が不満である。早

くそういった問題は、早く解決するべきであり伸びれば伸びるほど、どうにもならな
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くなる。20 万㎥の土を２年間市が管理できなかったというのは責任問題があるのでは

ないか。でも、今はそういったことをいうのではなくて、ボーリングの結果で市が指

示するのであれば残土業者にはっきり責任をとれるように施策をしなくては、まかせ

っきりでやって埋戻しした業者にボーリングやらせて何が大丈夫なのか。それが、各

担当としてそんなこと言われても歴史もあるからということもわかるが、やるときは

気合を入れてやらないといつまでも出来ないのではないか。 

中村委員：せっかくこういう場で自然団体の意見を生かして栗山みどりの保全事業をつくろ

うとしているので、四街道市の自然団体の力を利用してが進みつつある。そういった

ことを見るにつけても、あっちは自然に関して、まずいことを起こしてくれた。監督

する団体、事業の場所として、しっかりと監督して処罰が必要なものであるならしっ

かりとそういった方向で、きちんと監督することをやったということを示した形で片

付けてほしい。そうでなくては、ムクロジの里と同じような問題が栗山みどりの保全

事業で起きてしまう。ちゃんと市が監督しているということを見せつける必要がある。

やがて水の問題も出てくる。前の時の産廃のような方向性が、きちんと環境政策課の

ほうではまだできていない。早く何とかしてほしい。 

松川副委員長：まだご意見あると思うが、時間になりましたので現地視察に行きたいと思う

がどうか。この問題に限らず栗山の問題や、総合公園の管理の問題等もあると思うが、

この計画自体相当昔に作られているものでそういった現実を踏まえながらやっていく

必要があると思う。 

１０ 閉会 

事務局：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。  

 

 

以  上 

 

 


