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平成２７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２７年１０月１５日（木）午後３時～５時１５分 

場所  こども保育課２階会議室 

 

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     吉原 誠  

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 

四街道水辺の会               任海 正衛 

環境政策課環境保全グループ         東 宏樹 

産業振興課農政グループ           仲田 鋼太 

道路建設課道路整備グループ         大熊 弘毅 

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                  勝山 博昭 

        都市部次長                 飯田 好晃 

都市計画課長                黒田 弥 

        都市計画課公園緑地グループ         川口 訓永 

        都市計画課公園緑地グループ         江河 優哉 

１ 開会 

事務局：委員１３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）任海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０名 

３ 委員長挨拶 

 任海員長：前回の推進委員会昨年７月 10 日においては、マムシにかまれるという事故が

ありまして欠席させていただいた。その時は、松川さんが委員長代理として進行して

くださいましてありがとうございました。この委員会については、たろやまの郷に力

を注ぎすぎてしまったせいでなかなか開催することができなかった。申し訳なく思っ

ている。本日の審議よろしくお願いいたします。 

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） 
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四街道里山の会     鶴田委員（了承） 

総合公園の植生調査の会 高井委員（了承） 

８ 発言者名の議事録への明記 

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：平成２６年７月に実施した推進委員会後の栗山みどりの保全事業の経過及び平成

２８年度の予定について、説明させていただく。平成２６年１０月に、全国から名称を

募集し、１９６件の応募をいただき、その中から、栗山小学校の当時５年生の児童が応

募した「たろやまの郷」に決定した。名称の理由としては、小字の太郎山下から「たろ

やま」と思いつき、郷はふるさとの意味もある「さと」と読んで、「たろやまの郷」とな

った。平成２６年１２月には、市発注工事によりバイオトイレを設置した。バイオトイ

レとは、水洗でも汲み取りでもないバイオ発酵分解による地球にやさしい、循環・リサ

イクル型トイレである。そば殻と好気バクテリアを処理器に入れ、し尿を水と二酸化炭

素に分解するもの。平成２７年３月末に栗山みどりの保全事業実行委員会の皆様の奮闘

により散策路の整備をほぼ完成させ、平成２７年５月１日に全面供用開始セレモニーを

行うことができた。セレモニーには、地権者、市民団体などの参加を頂き、市長ととも

に事業地内を散策しました。平成２７年５月には、春の自然観察会や田植え体験を行い、

今月は、秋の自然観察会や稲刈り体験を実施し、それぞれ、市民の方の参加をいただき

ました。現在の整備個所としましては、事業区域と線路の間の竹の間伐を行い、散策路

から電車が見えるように作業を行っています。また、オオヤマザクラ周辺に新しい散策

路の整備を進めている。次に、今後の予定としては、今年度で新しい散策路の整備も完

了する予定である。来年度からは、現在の栗山みどりの保全事業実行委員会を母体に新

しい組織を作り、たろやまの郷の保全全体をお願いしていく。現在実行委員会では、そ

のための準備を進めている。 

  

 

議題２ みどりの基本計画長期行動計画について 

事務局：四街道市みどりの基本計画長期行動計画は、平成１８年度に策定され、その後

推進委員の皆様にご協力いただき、四街道市の緑化推進に努めてきたところであり、

計画は、短期５年、中期５年、長期１０年の２０年間となっている。来年度から長期

の計画がスタートすることとなる。短期については、行動計画が詳細に定められてい

るが、中長期については、方向性については記載があるものの詳細は、定められてい

ない。また、中期については、短期の事業が完了していないことと、新総合計画との

整合を図るため、短期の事業を継続するということで、平成２３年度第１回の推進委

員会の中で事務局より説明させていただき、承認を得た。来年度から長期に入るに当
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たり、今年度中に、長期行動計画を策定し、来年度から実施したいと考えている。策

定に当たっては、本日のこの会議で、委員の皆様からご意見をいただき議論を行い、

後日、その内容をもとに素案に修正を加え、委員の皆様にメール等で送付し、修正点

等の意見をいただく。その後２月頃に第２回推進委員会を開催し、計画を策定する。

という流れで行いたいと考えている。では、計画の内容について説明をさせていただ

く。まず、構成として、これまでの取組みとして「短中期での取組み」、来年度からの

長期で行う取組みとして「長期での取組み」としている。各施策の二重丸になってい

るところは、市民協働で実施する施策。１ページでは、長期行動計画についての説明

と、計画の期間、計画の位置づけについて記載してあり、２ページからが、取り組み

内容となる。基本方針「みどりを守ります」について、１ 農地の保全と活用 ①の

１）の谷津田の有効な保全及び生物生育環境策の検討や、３ページの３ 河川等の保

全と活用 ①の１）潤いをもたらす水辺空間の再生方法の検討については、たろやま

の郷の保全やホタル自生地の保全を行い達成していく。②河川環境等の保全推進につ

いては、河川水質調査を継続し、自然環境調査についても今後実施していく。次に、

４ページ５ページでは、みどりを創ります についてとなる。１ 公共公益施設の緑

化推進 については、現在ある樹木を管理保全していくことが中心となり、②道路、

学校などの緑化 の３）松並木通りについては、県と協定を結び花壇植栽を行い、シ

ンボルとなる松には、松枯れ防止剤を４年に一度注入し保全していく。３ 都市公園

等の整備再整備については、当初計画で新規の公園や市民の森を整備するとなってい

るが、現在の市の財政状況を考慮し、①拠点となる公園などの整備の１）街区公園、

都市緑地の整備につきましては、検討を行うこととし、②自然と触れ合う場の創出 ２）

市民の森の創出につきましては、既存の市民の森の保全を行っていくこととした。７

ページ８ページは、みどりを育みます についてとなる。１の①みどりの意識向上と

普及活動 のイベントについては、これまで１０月の都市緑化月間に合わせ、四街道

総合公園において草花植栽や種の配布を行ってきたが、来年度からは、たろやまの郷

において自然観察会を行い、緑化を呼び掛ける。以上、本計画について委員の皆様の

ご意見をお聞かせいただければと思う。 

鶴田委員：昔のこととなるが平成２０年の３月に市から依頼され、里山部会から提案して

いる。ご覧になっていないかもしれないが、貴重な動植物の保全に関する調査、河川

等の保全と活用、郷土の森や亀崎地域や、山梨地域や吉岡地域について具体的な地名

を挙げて提案しているので、どこかに盛り込んでもらえないかなと思う。郷土の森に

ついては、理解しているが立ち入れないにしてもかなり貴重な場所なので保全のかか

わりを持てないかと思い盛り込めないかと思う。一つはこの提案を見てもらわないと

わからないと思う。たとえば貴重な動植物に対する調査については、イヌショウマや

キンラン、昆虫については、ホタルやニホンカワトンボの調査結果をどう生かせるか

を盛り込んでもらいたい。 
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事務局：現在そういった資料が手元にないので、具体的には見ないとわからない。内容に

よっては、盛り込みますので、まずは、資料を確認して、再度ご相談させていただき

たい。  

高井委員：６ページ②の３に観察保全地区の指定とあるが、そういうところに鶴田さんの

おっしゃっている場所について入れていければよいと思うが、環境政策課としては、

何か検討されているのか。 

東委員：具体的にどこというところは決まっていないです。 

高井委員：今鶴田さんがおっしゃられた場所については、かなり自然度の高いところにな

るので、そういった意見を具体的なものとして、選定するときに市民と相談して選定

することもあると思う。 

松川委員：これに関連して、現在自然同好会では、２０年にわたってホタルの調査を行っ

ている。ピーク時２０００匹ほどいたのだが昨年は、６５０匹まで減っている。四街

道が、都心から４０キロとすると２０００匹もいた地域はほかにない。昨年６５０匹

のホタルが、今年は、９００くらいまで増えている。これを市として、どういった位

置づけで、政策的、具体的にどう考えるのかを打ち出してほしい。ただ、きれいごと

だとどうにもならない。 

任海委員：基本計画に基づいて、行動計画を策定し、今回、さらに詳細の長期に関する計

画を作っているのだから、もう少し具体的なものを入れたらどうかということもある

が、この場で入れる入れないというのは。検討するということでよろしいか。 

事務局：はい。それを含めて検討していきたい。 

任海委員長：今日計画の内容をきちんと把握していない委員の方もいらっしゃると思うの

で、後日また意見を言うという形でもいいでしょうか。  

事務局：今月中に頂いて、その意見を取りまとめて、内部で調整をしてから皆様に再度確

認していただけたらと思う。 

松川委員：あと、ホタルに関して最近ラジコンのヘリで隅々まで農薬をまいているが、そ

うするとホタルが死んでしまう。農協団体の問題もあると思うが、その辺のまくタイ

ミングや、農薬の質についてもう少し配慮いただきたい。 

任海委員長：農薬の種類について今問題となっているのが、ネオネコチロイド。四街道で

はあまり問題となっていないが、産業振興課としてどうですか。 

仲田委員：農協の中に植物防疫協会という団体があり、そちらは、農家さんが主体でやっ

ている団体で、そこに農業共済も加わって農薬散布をしていただいている。農家の立

場からすると、自分たちの生活のために、農薬をまいて米の安定生産と病害虫の駆除

をやることでそういうところに結び付けているところである。市民の方から、そうい

った意見があるのはみなさん重々承知しているところだと思う。以前は、有人ヘリか

らやっていたが、今は、規模が小さくなったことと、できるだけ農薬の散布を小さく

するために、低空で飛ばせる無人ヘリのほうに切り替えたという経緯がある。なので、
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なかなか市民の方と農家の方との意見の調整がうまくいかないと難しい部分はあるか

と思うが、農家さんのほうもそういった意見があるというのは重々承知しているとこ

ろである。 

松川委員：全国でも、里山の保全とか生物多様性について、政策当局のほうで、もう少し

お金を出して民間団体と協力していこうという活動が、全国的に広がってきている。

メダカの問題にしても、ホタルの問題や、カワトンボの問題にしてもそうだが、生物

多様性という観点からもっと里山の保全に関して市のほうでもっと取り組んでもらい

たい。 

仲田委員：ここで、どうするということはできないが、例えば、野田市のほうでコウノト

リの関係で、農薬はまいているが殺菌剤として黒酢農法という事例もある。実際に野

田市に出向いて話を伺いに行って、それを植物防疫協会に話を聞いた。切り替えられ

るようであれば、お願いするということで、今年話をしている。 

松川委員：ぜひよろしくお願いしたい。 

任海委員長：県の生物多様性の戦略の中では、大型ヘリについては規制をしなくてはなら

ないとなったが、実は、ラジコンヘリについては後退して、それは仕方ないというこ

ととなっている。  

松川委員：６ページに街路樹の剪定についてあるが、市は、街路樹の剪定をスピーディー

にやりすぎる、旭ヶ丘のイチョウの木が、がらがらになってしまっている。千代田も

大日も切るのは仕方ないと思うけれど、切りすぎていると思う。ただし、ここに書い

てあるとおり、自治会からの要望があるというのもわかっている。わかっているが、

もう少し環境団体に働き掛けたりといった配慮ができないものかということを思って

いるがどうか。 

青木委員：街路樹の目的というのが、景観や、ヒートアイランド抑制だとかという意味で

植えられている。確かに遠くから見ていると街路樹が植わっていてきれいだなという

こともあると思う。ただ、お近くにお住いの方ですと、夏場になると虫が集まってき

て、秋になると落ち葉が落ちて掃除をしなくてはならないといったこともある。いろ

いろな意見をいただくが困っている方もいらっしゃるので、なるべく早めに対応をし

ている。場所によっては、強く剪定したりとか、弱く剪定をしたりしている。 

松川委員：周辺の方の意向もあって、前向きに剪定しているというのはよいと思うが、も

う少し環境保全について考えてもらいたい。 

青木委員：いろいろな意見がありますので、区、自治会で意見をまとめていただいて、剪

定するのか、しない方向にするのか、まとめていただいている状態である。 

松川委員：こちらからすると、いきなり切られてしまった。旭ヶ丘なんかは半分くらいに

切られてしまったということがあった。 

青木委員：旭ヶ丘について、かなり古くなって根っこが弱くなってそのままにしておくと、

倒れてしまうということもあるので、出来るだけ切っている。 
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松川委員：そういうことのアピールをもっと広報誌等に流して市民の理解を得るというこ

との努力をする必要があると思う。 

任海委員長：ヨーロッパ並みに街路樹が自分たちの町の景観を作っているんだということ

で、街路樹を大切にしようという意識までは行っていない。落ち葉が落ちようが、そ

れが景観を作っているんだという意識を育てるということが今後必要なのかと思う。

他に、農地の活用に関して、市街化区域に隣接しているところの開発が多いのが気に

なる。これは、市街化区域から１．１ｋｍの範囲で、開発できるようになったという

のがあるためだと思うが、佐倉市については、それを規制しようとする動きが出てい

る。そういう形で、四街道もやっていかないとミニ開発みたいな感じが広がるのでは

ないか。そして、町の景観も自然環境も問題が起こるのではないかと思う。この委員

会で決められるものではないが、それについての見解を聞きたい。もう一つ、市民農

園の拡充とあるが、現在市民農園を利用する方よりも、個人的に農家から直接借りる

ほうが多いかと思う。農地法の関係もあるかもしれないが、ご意見をいただきたい。 

事務局：これは県条例によって、市街化区域から１．１キロの範囲内において一定の条件

を満たすことにより、建物が建てられるようになるということである。これは、小泉

政権の時に発せられた規制緩和ということで、四街道は地域が狭いため、大部分が１．

１キロに入ってしまうということで、鹿放ヶ丘や内黒田などの色々なところで建って

いる。現実には、農地は、相続の関係で色々な人が土地を持っている。四街道市内だ

けでなく横浜市のほうなど、いろいろな名義となっている。私としては、それがヤー

ドに化けるよりは、まだ宅地のほうがいいかと思う。ヤードのほとんどが、相続等で

持っていてもどうしようもない方等が、売ってくれますかと言われた時に売ってしま

う。それが一時農地利用されて、資材置き場となってヤードになってしまう。ヤード

については四街道市でもかなり問題となっているので、いずれそうなるよりは、よい

のでないかと思う。相続によって、農地が減っていくことや、農家の方の高齢化によ

って農地が減少していく傾向にあるのではないかと思う。 

仲田委員：産業振興課としては、農業振興の観点から、そういったヤードに切り替える事

業としては事務局のほうから話がありましたとおりで、また、年間の固定資産税を支

払うためには、農業だけでは食べていけないということで、働いている方は、その土

地を活用しない限りは、お金だけでていくということで資材置き場等になるのかと思

う。もう一点、市民農園につきましては、もともとは農地法が厳しいころに市民の方

が農地を借りられないということがあり、市のほうで農家の方にお願いし、区画割を

行って市民農園を開設したという経緯がある。現在、大日と内黒田、和田地区に市民

農園があるが、現状としては、すべて埋まっているわけなく、一番埋まっているのが、

和田地区だが、空きが増えている。利用者が高齢になってきてしまっているので、な

かなか農園のほうに来られなくなってしまった、また、病気になってしまった等の事

情もあり、借りていても荒れている区画もある。産業振興課としては、これからも市
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政だより等で広報を行っていくが、将来的には、活用方法については考えていく必要

があるとは思ってる。また、委員長より話のありました、農家の方が、個人的に農地

として貸していることについては、農業委員会も絡んでくる関係もあり、農家という

形となると農地 5000㎡以上という縛りがある。そこまでいかなくても 10000㎡とか借

りてやりたいというのは、農地法の絡みもあって難しいのかなというのもある。今の

段階では、検討させてくださいとしか申し上げられない。 

任海委員長：そういう状況だということで、実際には市民農園よりもずっと多くの人が使

っていると思います。 

松川委員：利用料が１万円というのも高い。 

仲田委員：それもあると思う。 

任海委員長：農家は大体タダですよ。今は、農家の手伝いをしている形。 

他に、行動計画についてもしありましたら、１０月中に事務局まで連絡をお

願いする。 

 

 

議題３各市民団体からの報告 

（1）四街道フォレストよりたろやまの郷においての活動について 

冨所委員：資料のたろやまの郷活動記録を見ていただきたいと思う。私共が、みどりの基

本計画推進委員会と栗山みどりの保全事業実行委員会に所属し、建設部会としてたろ

やまの郷の活動を一生懸命やろうということで、平成２５年１月８日から現場に入り、

メンバーでどのようになるのだろうということで始めた。当面は、調査が目的だった

ので、事務局にお願いしてテープを張ってもらい、調査道を１月から３月までという

かなりの時間をかけて調査道を整備した。調査道が出来上がったのが３月２６日。そ

れから半年間は調査を優先としたので、フォレストはお休みをいただき調査が終わっ

てから１０月２６日から散策路の倒木や立ち枯れの木の整備に入った。１２月１７日

に入口右側の整備を終了、翌年の１月１５日に一部供用開始セレモニーにメンバー１

２名とともに出席した。その他資料に記載してあるが、２年９か月活動休止の期間も

あるが、活動は３３日を数え、延べ４８７人となった。これだけの人数が心をこめて

やったのがたろやまの郷だということ。現在は、もう一本散策路を作ろうということ

で、アズマネを切り、来年の３月までには完成できると思う。そういったことで、み

んな心を一つにしてやっている。この散策路整備が終わっても次の仕事があるような

栗山みどりの保全事業実行委員会であるといいなと思います。 

任海委員長：フォレストの奮闘によってたろやまの郷が整備しすぎないで整備できたと思

います。活動人数が延べ４８７人かかった報償費が２４万円。本当ならその１０倍は

出さないといけないようなことをやってくれたということで、感謝しています。 

 



 8 

（2）四街道里山の会よりニホンカワトンボについて 

鶴田委員：里山部会では、貴重な動植物の調査ということで活動している。総合公園の裏

の斜面林について、木道が作られる前からよく歩いていたが、どんどん野鳥が減った

り、エゴの木が切られたりして変化が目立つのでニホンカワトンボを通して環境の変

化を客観的に調査している。調査には色々な市民の方の結果を入れてある。ニホンカ

ワトンボは、四街道では減ってきて絶滅が危惧されている。生態としては細い清流に

住んでいて、若い個体は周辺の樹林で生活していて、成熟すると川のスゲにオスがテ

リトリーを作って繁殖行動を行う。直接的に大切なのは川の周辺の草むらが必要。市

にお願いをして７月までは草刈りをしないようにお願いしている。結果から言うと、

2013 年にかなり少なくなったが、今年は、統計的な優位さから言うと増えている。こ

れで生物的に安定かどうかというのは疑問があり、相変わらず絶滅の危機にあるとい

えると思う。直接的な除草については、協力していただいているが、このデータは少

なくても１０年前の状態に戻さないとトンボが復活することはないだろうということ。

それと、昨年トンボの繁殖期に、草刈り機で刈り込まれてしまったことがあった。こ

れは想像だが、機械でやった時に、外来の植物の種を持ち込んでしまい、今年は、ロ

シアとかヨーロッパ外来の植物で茂っている。これは、我々がのぞいた。この場所を

一般の公園管理とは違う形でできないかということをお願いしたい。データの見方と

しては、基本統計量というのが、市民の方から何日に何匹いたという報告をいただい

て基本統計量としている。N数というのが、その時のまとめた数をいい、N数が大きい

ほど信憑性が増す。つづいて Mean（ﾐｰﾝ）については、その日に現れた匹数。SD とい

うのが、みなさんが調査した時のばらつきを一人あたりのばらつきに直したもの。実

際のグラフの箱図の真ん中の線が平均を表している。また、箱の部分がばらつきを示

している。箱が小さければ平均値の信憑性が高い。大きければ、ばらつきが大きいと

いうこと。 

任海委員長：つまり、１５年だと２８というのは２８回調べたということ。一日当たり平

均すると２．６１匹だったということだと思います。こうして比べると２００６年に

比べて１５年は１０分の１以下になっているということ。 

鶴田委員：ただ、踏みとどまっているのは、除草を控えていただいたというのがあるのか

と思う。増やすためには、切った木を補植するというのが必要だと思う。カワトンボ

は、たまたま千葉全体でみるとたくさんいるが、四街道は２か所くらいしかいないと

思います。 

任海委員長：斜面林については、片方は、割と高木となっているが、体育館側は少なくな

っている。これは、両方ともが影響があるのか、それとも体育館側の影響があるのか

はどうか。 

鶴田委員：それは、どれがどういう影響があるかについてはわからない。トンボとしては

明るい樹林帯が必要。ただ、性格としては弱いものなので、穴が開いていると他の外
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敵から見つかりやすくて、たぶん食われたりとかが多いのではないか。例えばグラン

ドのところがスポっと穴が開いているので、そういうところに補植が必要だと思う。 

任海委員長：反対側については、高木になりすぎているので暗くなっている。この１０年

間で高くなりすぎてしまった問題もあると思う。 

 

（３）総合公園の植生調査の会より四街道総合公園のカタクリについて 

高井委員：まず、カタクリの生息状況の調査のグラフを見ていただきたい。あと、一部の

委員には、コラボ四街道の助成を受けて作成した四街道総合公園の植生リストを配布

した。日々の地道な調査の結果が出ていまして、各方面から好評をいただいている。

図書館のほうからは、郷土の資料が少ないので、大変ありがたいとのことだった。こ

れは、後でじっくり見ていただけたらと思う。我々は、カタクリ自生地のカタクリ生

育状況について、２００９年から総合公園で調査を行ってきたものがこの表になって

いる。つぼみの状態や花の状態や花が終わった状態を毎日公園に通って地道に調査を

行った調査結果。カタクリについては、四街道では総合公園が自生地として他にはな

い。環境指標地として大事にしてかないといけないなということで、単なる調査だけ

でなく、下草刈りをしたり、公園の方に了承を得てから枝を切ったりして、森の整備

を平成２６年度から行っている。今ある集計については２００９年から２０１４年。

今年は十分な調査ができなかったためデータがない。地道な活動によって２００９年

と２０１４年を比べると倍増している。カタクリの自生地として我々が整備していけ

ば、市民の方も大事にしないといけないものという意識になると思う。昔は、盗掘と

いってカタクリを根こそぎ持って行ってしまうということがあったが、囲いを作るこ

とで、そういうものがいくらかなくなってきている。カタクリは、四街道が南限であ

るので大事にしないといけないということで。みどりの基本計画で、環境調査とした

際に資料集として採用していただけたらと思う。 

任海委員長：カタクリについて、調査しているうえで問題点はあるか。 

高井委員：総合公園自体のあり方の問題だと思うが、カタクリがある場所というのは、ア

スレチックの設備を設けてあり、設置をする際に、自然同好会の当時市川さんに相談

があり、現在のアスレチックの周りを囲んだ状態となっている。カタクリの生えてい

るところの上を、飛び跳ねて、上り下りしてしまうという状況があるので、例えば囲

いをもっとしてもらおうかと思ったが、「公園の一つのあり方として、あそこは子供が

飛び跳ねしてもよいようにアスレチックを作ったので、それはそれで尊重しないとい

けない」ということで、そういった折り合いが難しいなと感じた。なので、ほどほど

に囲ったりしているが、あまり目立ったことをすると、そっちの問題で公園の利用者

の方からお叱りを受けることになるので難しいと感じている。 

任海委員長：種を蒔くと、だいたい７年で花が咲くのがカタクリなのでもっとすると増え

るのではないかと思う。 
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松川委員：総合公園の遊具の問題だが、滑り台がすごく音が出る。実は、その下の桜並木

に１２月から２月の間で、鳥がかなり集まるのだが、ガーっと音がすると逃げてしま

う。どうも、カタクリも含めて、あまり適切な場所じゃないと思う。 

 

（４）総合公園の植生調査の会よりニホンカワトンボについて 

高井委員：先ほど鶴田さんから説明のあった、総合公園の木道のところのニホンカワトン

ボについての問題について、植生調査をしているということから公園管理事務所から

相談を受けている。その度に、我々の考え方を出しているわけだが、会としての意見

を委員会に出したほうが良いということから出した。会の意見を私が責任を持ってま

とめたもので、間違いがあるといけないので、読ませていただく。 

（資料を読む） 

この資料を作った後に、水路を確認したら、この写真の流出口が、白い泡になってし

まっている。前は、泡がなかった。前は生活排水が流されていないと聞いていたが、

今、こうして泡が出ているということは、近所の生活排水が流されてきているという

恐れがある。そうなると、もともとニホンカワトンボの生息区域にはならないような

汚水が流れてきているというとこと。鶴田さんが調べたデータで最近は見られなくな

ったというのは、草刈だとか、樹木が多い少ないとかという問題よりも水の問題とし

て、ニホンカワトンボが生息できるような状態じゃなくなってきている。２年先には、

吉岡十字路の工事の関係で、全然水が流されなくなってくるということになると、ニ

ホンカワトンボの生息区域としては全くアウトになってしまうのではないかと心配し

ている。私は、鶴田さんと見解が違うが、やはりあそこをニホンカワトンボの生息区

域としていくのであれば、あの水路をどうにかしないといけない。ムクロジの里で、

楠岡さんが井戸水を引いて池に水を入れて、いくらか汚染が少なくなっているという

のが話として出ているが、詳しい人に聞いたところ井戸を掘って井戸水を流せと、そ

れでカワトンボやオニヤンマが生息できるような状況にしていく必要があるのではな

いかと考える。 

任海委員長：流れ込む水について、都市計画課のほうからどうか。私の知っている範囲で

は、あそこの整備を行う時に、細かい道を作るという提案だったが、そんなにいらな

いということで言って、今ぐらいに減らした。植栽については、体育館側の木が少な

いので、もっと植えたらどうかと言ったら、逆にどのような木を植えたらいいかと聞

かれて、それを調べて報告してあったが、整備の都合上進まなかった。もう一つの問

題として、下水が入ってくるということは前からあって、その中で、場合によっては、

今の水路の下に下水管を入れてはどうかという案も出たが、それだと一度掘り返さな

いといけないので、一番上に浄化槽をつけたらどうかということで、炭を入れる浄化

槽を付けたが、３から４年前に浄化能力は、失われていて、何とか炭を入れ替えるこ

とはしないといけないということで、都市計画課には話してある。生活排水について



 11 

は、そういう意味で以前から入ってきていて、ここ何年かは、そのまま入ってきてい

るというのが私の調べた結果。 

高井委員：私が確認した限りでは、体育館のシャワーの水まで入っているのではないかと

いうのは、公園管理事務所に確認し、あの体育館の生活排水については、全く入って

いないとのことだったので、外からしか考えられない。昔はクリーニング店があった

のでその水が入ってきて、かなりひどかったと市川さんが言っていた。 

任海委員長：クリーニング店については、初めて聞いた。 

鶴田委員：水源については実際どうなのか。あと、例えば井戸を掘って水を入れるという

のは野生動物や昆虫を飼育してはいけないと思うので、その前に悪い水が入るなら、

それ何とか回避するのがベストなのではないかと。 

高井委員：飼育というか、環境を良くするという観点からは、そういう水も流さないとい

けないのではないかという意見で。 

任海委員長：水がわいているのと生活排水。水量については、計ったことはないが、水質

については今年はやっていないが、去年までの状態についてはメダカの会で調査した

のがあるので、汚染の状況についてはわかると思う。 

事務局：基本的な吉岡十字路近辺の道路排水については現状のままで、そこの水路に流れ

て総合公園の中の調整池で調整して下流に流してという方向で、今年と来年の２か年

で交差点改良の工事と併せて行っていく。県道について今、千葉方面に曲がる車がい

ると後の車がいけないということで、現在、県のほうで用地買収を行い、国の方の整

備に合わせて右折レーンを設けることとなってるので渋滞がかなり解消されるのでは

ないかと思う。 

任海委員長：そういう問題が挙げられたということで、ここでどうするというわけではな

いので、一つは斜面林について少し検討が必要なのではないかという問題。もう一つ

は水路の問題をどうするのかという問題の２つが出されたと認識する。 

 

（５）NPO 法人メダカの会より小名木川のオオフサモについて 

吉原委員：メダカの会では、定期的に生き物調査や水質の調査を行っている。その中で、

小名木川の河川では、オオフサモの繁殖がすごい。オオフサモというのはもともと、

熱帯魚の飼育設備の中に入れるためにこれを持ってきたもので、見た目はきれいなの

だが、繁殖力がすごくて、このままにしておくとものすごく増えてしまう。これは四

街道市としてオオフサモの駆除を検討していただきたい。 

任海委員長：オオフサモについて環境政策課の方としてはどうか。 

東委員：外来生物の資料として、何かしているということは無いが、ほかの市の状況を見

ると、大々的な駆除を行ったということも聞いているので、持ち帰って検討したい。 

任海委員長：単なる外来生物ではなく特定外来生物というのは、罰則とか最高１億円とか

すごい内容となっているので、それなりに検討をお願いする。 
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（６）NPO 法人メダカの会よりめいわ第一調整池について 

吉原委員：今年の９月のめいわ第一調整池の生き物の調査と水質の調査を行った。もとも

と生活用水入らずに雨水のみだと聞いていたが、年１回鍵を借り、調べていくとドン

キの方からの生活用水と、千葉市からの生活用水の流入がある。また、水がかなり汚

れており、底がコンクリートになっていて、３０㎝から深いところで５０㎝ほど、土

が溜まってしまっている。なので、堆積した土の浚渫と樹木や雑草が生え放題になっ

ているのをなんとか対応していただきたい。それから、第２調整池の方について、下

水道課で定期的な草刈りを実施してくださっているが、我々が９月に水辺の探検隊と

いうことで子供たちを集めてフナ釣りをしているので、それに合わせたタイミングで

やっていただけないか。 

伊藤委員：下水道課としては、調整池の調整機能としての管理を行うに当たっては現状と

しては支障ないが、流入水については、めいわの団地の中に整備されている雨管と道

路のＵ字溝からとなる。めいわだけでなく、警察署の裏方の市街化調整区域が下水道

の整備区域でないところになる為、自然勾配で汚水雑排水が入ってくる。処理として

は、昔のように単独浄化槽、古いところは垂れ流しや合併浄化槽となるが、個人の財

産であり個人で管理しないといけないものとなる為、きれいになる前の水が流れ込む

ことあると思う。また、千葉市側が上流になっていて、最上流になると自衛隊の先の

方のみどりの湯の方になっており、そういった水も線路をくぐって流れ込んできてい

る。千葉市の御成街道の反対側の山になっているところに調整池があるが、そちらを

経由した水も入ってくるため、環境政策課の方で小名木の下流側や鹿島川について水

質の調査を行っていますが、現状として全体量として雨水以外の水は、０ではないで

す。また、場所によっては、古いところだと、単独浄化槽でトイレだけ処理で、お風

呂だとかは垂れ流し状態というところもありますので、水質としてのこととなると環

境とのタイアップが必要かと思う。また、土砂の沈澱については、近隣の畑だとかか

ら道路のＵ字溝に入ってくるものもあるので、調整池の計算上では体積量を見込んで

いる。１haあたり水の調整を 1300トンという決まりがあり、そこに 150トンの土砂は

溜まるというのが計算上出てくる。それについては、第一にしても第二にしても同じ

であり、千葉市側の第一調整池の反対側の水路を流れて、近隣公園の下に抜けてくる

のがメインとなるが、そちらの方にたどっていける道がないのと、横幅の長い調整池

となること、財政上、自分たちのところでやらないといけない管理分も減らされてい

る状態なので浚渫は厳しいのかなと思う。 

吉原委員：あそこの水を使うとかそういうことではないと思うが、ただ、毎年見ていると、

毎年状況が悪くなってきているので、なんらかの対処が必要になってくると思う。 

伊藤委員：調整池の千葉市側については、千葉市の家畜市場の方に上がっていく道の方調

整池側については、千葉市でも下水道管を引っ張っているところではないので、そこ

の水も多いのかと思う。 
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任海委員長：家畜市場の方について、第２調整池に流れ込む前のところで分れる。家畜市

場の方からくる水はかなり汚れており、一方で自衛隊の方からくる水については、そ

れほど汚れていない。全部千葉市の問題かなという気もしている。それについては、

印旛沼の浄化の関係もあるので千葉市に申し入れの検討をお願いしたい。 

鶴田委員：アレチウリというのがかなり繁って３年前に一度除去した。周りの斜面は下水

道課が行って中は我々で行ったが、その時の状況だと、千葉市の方から流れてくると

ころの近くに、トマトやカボチャが生えて実がなっていた。かなり上流からと言われ

ているが、生々しい種が流れている印象があったのだが。 

伊藤委員：雨の範囲としては広いが、自衛隊の方については、千葉市の公共下水道が整備

されているので、昔ながらの垂れ流しは少ない。家畜市場近辺の水や５１号と並行し

て吉岡十字路に向かっている道の水も千葉市の調整池を経由して入ってくるので、ど

うしても、ヤードではないが、農家の方が手放されて作業所等になったところが増え

ているので、種については、本当に近いところだと思うけれど、全体の水質としては、

もっと広いのかなと思う。 

任海委員長：ドンキからくるのは、生活用水ではない。特定はできなかったが。下の沈澱

池については、魚がうじゃうじゃいたが、ここ 1・2年で、減った。単なる生活排水な

らそこまではならないと思う。 

 

（7）水辺の会より 2008 年に市民提案を行った小名木川への魚道の設置及びめいわ第

二調整池の鳥類の観察地としての利用について 

任海委員長：小名木川から鹿島川に流れ込むところに魚道を作るということで、小名木川

の改善の関係で２００８年に市民提案として出され採択されている。２０１２年の推

進委員会でも確認されているが、予算化されていない。これから予算化してというの

は、市財政から難しいかもしれないが、そういうことが約束されているというのは確

認させていただきたいということが一点。また、その提案の中で、めいわ第二調整池

を、今、柵に覆われているが、もう少し鳥にもいいように樹木を植えたり、調整機能

に関係ない範囲で、少しフェンスをいじることで外から観察できるということで提案

してある。千城台北調整池では、鳥の観察池にも使っているということで例を示して

いる。その時の下水道課からの見解としては、めいわ第二調整池は水を干しあげてし

まう可能性があるからダメなんだということだったが、改めて聞いてみると、干しあ

げる計画は中止になったということだった、何らかの形で鳥類が住みやすく、観察で

きるように、長期計画の話もあるので、下水道課でも、少し検討をお願いしたい。 

伊藤委員：魚道に関しては、段になっているところが鹿島川との区域境となっている。予

算としては一度計上したが、現状今流れている川で、さらに鹿島川の側での工事とな

ると、数百万円となり、そもそも、下水道課の事業なのという部分も含めて、予算が

つかなかった。下水道課だけでなく、他の課も含めた中で相談が必要かなと思う。あ
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と、めいわ第二調整池については、水を抜かないということで話があったが、千葉市

側が残っているのでなかなかできない。本来水がない状態なのが調整池なので、方向

性としてはなくなるのが本来かと思う。 

任海委員長：いや、調整池は水がなくなるのが本来なのではなくて、今は、多目的な使い

方が本来であると思う。 

 

（８）任海委員長より成台中区画整理について 

任海委員長：委員長という立場から、成台中土地区画整理事業及び栗山の残土問題につい

て提案する。成台中区画整理について、①調整池に水をためていない問題。これは早

めに貯めないといけない。三者協議においては貯めるということで確認されていると

思うので、そういうことは区画整理組合に強力に働きかけていた。なお、これは議会

への誓言の中でいっそうの自然保護に努めるということになっているので、これは継

続していますのでよろしくお願いする。②公共緑地について。今事業がストップして

しまっているが、早めに手を付ければ簡単にできる。後になると、それを無くしてか

らやらないといけないという問題となるので、何らかの形で区画整理組合に働きかけ

ていただきたい。③民有緑地という問題。民有緑地というものを指定していますけど

も、実際には、持ち主が変わってしまった場合に、緑地としての法律での位置づけが

なくなってしまう。これを何らかの形で法的な位置づけを付ける必要があるのではな

いかという検討をお願いする。続いて、もう一つのことについても話しておきますが、

栗山での残土問題で前回の委員会でいろいろなことが指摘されている。現状が、どう

なっているかの報告をお願いしたい。 

古山委員：この３項目については、すでに組合から話を聞いている。任海委員長から話し

ていただいていることも伺っているが、整備スケジュールがはっきりしていないとこ

ろもあるため、我々としては、組合指導の一環から、①調整池の弁の問題については、

なるべく早く整備できるよう、スケジュール調整をするように申し入れたいと思う。

②成台中の土地区画整理事業のイオンが出店するところとは別の住宅地の土地利用の

計画変更を予定しているので、基本的には環境アセスによって、造成森林等とらない

といけないが、見直しが出てくることもあるのでそれに合わせて、きちっと詰めたい

と思う。③民有緑地については、平成２４年に成台中土地区画整理事業連絡協議会を

つくっている。そちらには、地区代表、イオン、組合と行政の４者で協議会を立ち上

げているが、最近動きがないので、私共の方から再度申し入れの中で民有緑地につい

てどのように進めていくのかということを働きかけ、協議会の開催を考えていきたい

と思う。 
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（９）任海委員長より栗山の残土問題について 

吉沼委員：あまり詳しくはないが、任海委員長がやっていたムクロジの里が、今は、閉

鎖という形になっているがどうなっているのか。 

任海委員長：旧ムクロジの里については吉沼委員も当時、くい打ち等を手伝っていただ

いた。経過についてメダカの会から報告をお願いする。 

吉原委員：ムクロジの里については、メダカの会が１０年ほどかけて地主さんから土地

を借りて行ってきたが、土壌汚染の関係で、私たちが飼育していたメダカが死んだ

ことや稲が枯れたりということで、地主さんから一方的に契約を解除したいといわ

れた。地主の契約解除の理由も非常にはっきりしないが、地主の方らの意見であれ

ば従わざるを得ないということで、契約を解除したというのがこれまでの経緯であ

る。土壌汚染については、われわれメダカの会と四街道市のおいしい水を守る会の

ほうで、対応している。 

任海委員長：説明を補足したいのだが、水路については現在も汚染状態であり、PH11

を 8 月に記録している。その中で地主さんがどういう経過かわからないが、井戸を

掘って池を保持している。ホタルについては今年の夏の状態で水路付近にはほとん

どいなくなった。残土の問題については、昨年の７月の推進委員会でも話が出てい

る。環境政策課から現状について報告をお願いしたい。 

東委員：栗山の状況について説明させていただく。昨年事業者がボーリング調査を行い、

昨年７月下旬に結果が報告されている。市としては、調査結果報告書の内容と市が

独自に行った調査の内容に相違があったため、専門機関に評価をお願いしたところ

市が行った分析結果の方がより現地の土の状態を正確に示しているという判断が

された。この結果を踏まえまして改善計画の策定をするように９月下旬に求めた。

その後、１２月下旬に改善計画書が提出され、市では２７年２月上旬に改善計画が

適正であるか確認するために、専門機関に評価をお願いしたところ、いくつか指摘

があったため、地下水への影響を含めて新たな改善計画を策定するように今年の４

月下旬に求めた。７月中旬に事業者より市から改善計画を指示してもらいたいとい

う要望があり、早期解決の必要があるため、市において改善計画の策定を行ってい

るところです。 

任海委員長：このことについて、迅速に解決をしてもらいたい。 

吉沼委員：改善計画を埋め立て業者にやらせることで、業者が破産したらどうするのか。 

東委員：そのような難しい問題もある。 

吉沼委員：私は一市民だから余計なことは言う必要はないのかもしれないけれど、迅速

に行ってほしい。 

任海委員長：残土の問題については、前回の委員会でも指摘がありましたことと、自然

環境への影響があるということで、議題としましたが、今日のところはここまでか

と思う。市の方も頑張っていただけたらと思う。 
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議題４その他 

事務局（川口）：この推進委員会の要領のうち推進団体の、四街道をきれいにする会及びあ

さひクヌギの里が高齢化のため活動できないとの申し出があり、登録抹消による変更

を行った。 

 

１０ 閉会 

任海委員長：平成２７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 


