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平成２７年度第２回四街道市みどりの基本計画推進委員会会議録 

 

日時  平成２８年２月２２日（月）午後３時～５時 

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 

四街道水辺の会               任海 正衛 

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 

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           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） 

３ 委員長挨拶 

 任海委員長：この委員会は、緑の基本計画を推進するという形で、行政と市民団体が対

等に意見をいうことができる。審議会とはまた違い、ボランティアで参加している。

長期行動計画は行政の計画なので、市民が絡んでくると、行政が入れないものも、市

民としては入れるものが出てくると思うが、いい落としどころを決めていけたらと思

う。今日ある市民から、樹木の伐採についても市で検討してくれる場所があるかとい

う問い合わせがあった。市の立場として苦情が来ればそれに対応して切っているが、

文化の在り方として木をどうしたらいいのかという話をした。 

４ 委員紹介 

５ 事務局紹介 
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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） 

 四街道メダカの会   吉原委員（了承） 

 四街道自然同好会   松川委員（了承） 

７ 発言者名の議事録への明記 

８ 議題について 

 議題１ みどりの基本計画 長期行動計画の策定について 

事務局：前回の推進委員会において、意見をいただき、素案を修正した。まず鶴田委員か

らあった、鹿渡地域や亀崎地域、山梨地域、吉岡地域等の具体的な地名を入れてほしい。

という意見については、行動計画として盛り込む場合、具体的な区域を定めて土地を借

りることや協定を結ぶことを前提とする必要があり、四街道市総合計画にもそういった

計画となっていないため、今回の行動計画の中では、たろやまの郷の保全を推進してい

くことをメインに行いたい。また、意見については、環境政策課が担当となっている環

境観察モデル地区の指定を検討する中で参考とさせていただきたく。続いて、鶴田委員

からあった、イヌショウマやキンラン、ホタルやニホンカワトンボの調査結果をどう生

かすかを盛り込んでもらいたい。という意見については、まず、ホタルの保全は、今回

の行動計画で保全を行うこととしている。イヌショウマやキンランのような希少な植物

について、市所有の土地であれば検討できるが、民有地については実施が難しい。ニホ

ンカワトンボについては、現在総合公園において四街道里山の会が調査を行っていただ

いているが、平成 26年 6月 5日付の文書で植樹を行わない旨の回答をさせていただいて

いることと、現在国道５１号線の工事に伴い、国道部分の道路排水が入らなくなるため、

現在の湧水と生活排水、県道からの道路排水のみとなり、環境が変化していくため今回

は具体的な場所としては定めず、様子をみるということで対応させていただきたい。続

いて、高井委員からあったカタクリの保全について入れてほしい。という意見について

は、現在も総合公園において、総合公園の植生調査の会の方々が保全をされていらっし

ゃることについて、本日お配りした長期行動計画案の５ページに四街道総合公園におい

て、カタクリ等の草花の保全に努めます。ということで計画に盛り込む。続いて、任海

委員長からあった総合公園の木道周辺の樹木を守るために萌芽更新を行ってはどうか。

という意見については、ボランティア団体が伐採等の管理を行っていただけるのであれ

ば協力することはできる。市として行う場合は、伐採等の費用を出すことはできないた

め、もし萌芽更新を行っていただけるということであれば別の手続きにて行っていけた

らと思う。 

任海委員長：前回の委員会とその後に出た意見についての対応ということだが、何かご意

見をお願いする。 

鶴田委員：里山部会から前回６か所の保全地域をあげたり、河川についての問題をあげた

りということをしているが、全く盛り込まれていない。進まないなら進まないというこ

とできちんと残してもらいたい。 
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任海委員長：市内の大事なところについてピックアップされているので、明記されている

ということが将来大事。確かに実現には予算等もあると思うので、実現するかどうか

は今後の検討となると思う。 

冨所委員：あまりどこが大事だとかということはわからないが、どこかに残すべきだとは

思う。そして、委員が変わっても引き継がれることが大事。はっきりとした理由を出

してやり取りしないといけないと思う。 

吉原委員：話の途中から入ったので、よくわからないが、この行動はどこが主体で行うの

か。 

事務局：◎になっているところは、市民活動団体の方と協働で行い、点になっているとこ

ろについては、その担当課が主体となって行う。 

任海委員長：場所の問題について、書き方を工夫しないといけないと思う。 

事務局：計画ということではなくて、後ろに参考資料として委員からこういった意見があ

って、このように対応しますということでつけるというのはどうか。 

任海委員長：一つの折衷的になると思いますが、これが行政と市民との違いをつけるかと

いうことだと思う。 

鶴田委員：残すのもそうだが、そういうことをこの場で議論できないかと思う。 

任海委員長：それについては、一つ一つの場所について、どういった特徴があるのかとい

うことが理解できる場があればということであれば、来年度の委員会で取り入れてい

くということでいかがか。その中で、総合公園の裏の場所について観察地にするのは

難しいのか、観察地にすると環境政策課となると思うがどうか。 

橋本委員：それについては、環境基本計画の中で位置づけをしているので、本来であれば

選定を行っていかないといけないところであるが、進んでいない状態である。そうい

った箇所についての提案や、調査については検討をしていかないといけないと考えて

いる。 

高井委員：総合公園を観察し始めて１０年近くたつが、常々、総合公園が自然度の高い公

園であるということがどの程度伝わっているかというのはかなり疑問に思っている。

先ほど任海委員長がおっしゃられた総合公園は、緑の基本計画のターゲットとしやす

いのではないかということだが、総合公園の中でどういった苦情があるのかというと、

例えば、公園の一番奥にあるトイレの脇にオオシマザクラが植わっていて、危ないの

で伐採してほしいとのことだった。しかしオオシマザクラは２～３本しかないので対

応に苦慮している。というのも、逆の意見として樹木を切ると、なぜ切るのかという

苦情が入る。鳥の観察をしている人からすると、鳥がいなくなって困るので伐採はダ

メだという。また、キャンプ場にアキニレがあるが、根っこが土から出ており、切っ

てほしいという意見、総合公園が自分の庭だと思っている人がいて、植栽していいか

という要望が多くある。外からの植物は持ち込まないでほしいということで、管理事

務所が対応しているが実際には勝手に植えてしまっている。たとえば、公園の一番奥
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のほうに無断でスイセンが植えられてしまっている。そういったことで総合公園とい

うのはいろいろな人が利用していて、いろいろなことをおっしゃる人がいる。我々が

カタクリの保全を行っていたりすると、ご苦労様ですと声をかけてくれる人もいれば、

無関心な人もいて、そういう風に総合公園の自然の在り方は、こういった委員会でき

ちんと議論した中で進めていかないといけないと思う。この委員会では自然に関心の

ある方がたくさんいる中でそういった話となりますが、別のベースで公園を考えてい

る人もいるということを考えて総合公園をどう持っていくかを考えないといけないと

思う。私は、総合公園に思い入れがあるので言うが、今後総合公園が自然度の高い公

園となるためには、シナリオを作っていただきたい。その中で、個別具体的に木道の

ところの木を植えましょうとかというシナリオに基づいて、いろいろな人の意見に基

づいて右往左往するというのは、勘弁してほしいと思う。 

任海委員長：この委員会というのは、自然だけでなく公園だとか都市全体の緑の在り方を

検討していく委員会。ただ、今国際的には、未来への投資ということで生物多様性が

大事ということでされてきている。総合公園は、現在どういう形で位置づけをされて

いるのかを教えていただきたい。 

事務局：緑の基本計画に定義されているものとして、都市住民全体の休憩、鑑賞、散歩、

遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園。 

任海委員長：特に自然とは入っていないですが、市民の休憩鑑賞というところが自然との

接点と考えていいのではないかと思う。あとは、総合公園をどうしていくのかは、こ

の委員会などで議論をしていければと思う。そういう風に理解してよろしいか。 

高井委員：千葉市にも昭和の森や泉自然公園のような公園があるが、そういったところを

設けていない地域であれば、自然の資産である。なので、自然を守る手立てというの

は、進めていく必要があるのではないかと思う。市は、総合公園を作った時にそこま

での定義をしていたのかはわからない。カタクリの場所なんかは、アスレチックのコ

ースになってしまっているので、自然よりも子供たちの遊戯を優先させて作ったのか

と思う。緑の基本計画の中で総合公園をどう持っていくのかというのは、一つの設定

で定めていただきたい。公園の中で作業をされている、地域振興財団の作業員の方や

別に、シルバー人材センターも入っている中で我々も作業を行っているのだが、みん

な同じ方向を向いているかというとそうではない。きちっとした公園の位置づけがで

きていないので、方向付けをきちんとしてほしい。 

任海委員長：カタクリについては、公園ができた当時にあまり意識されず、盗掘もされて

いたが、現在はだいぶ戻ってきていると。泉自然公園まで行かなくてもみられるとい

うところまで来た。また、木道のところについても、１０数年前の原案が出てきたの

で、自然的なものを作っていこうことで、市民が自然と親しむ場にしていく方向で進

んでいけたらと思う。どういう手法でやるかというのは、これからの検討となる。都

市計画課としても、自然を残していくということの方向を今すぐとは言わないが、そ
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ういった方向の検討にも余地があるということでよろしいか。 

事務局：問題ない。 

任海委員長：今回の長期行動計画の中では、場所は明記できないが、来年度の中で総合公

園の中でのあり方、それを自然との関係で何かできないかということで議論を行いた

いと思う。他にあるか。 

吉原委員：ここ数年で、保存樹木のような大きな木が切られてしまっているように思う。 

任海委員長：その件に関連して、保存樹林の補助金がなくなるということについて、産業

振興課からお願いする。 

仲田委員：今年度まで、樹木樹林等保存要綱ということで、木に関する管理費用として、

樹木や樹林を持っている方に、年 3,000 円をお支払いしていた。来年度からは、要綱

はそのまま残るが、管理の費用は 0となる。ここ 1、2年大きな木が切られているとい

うことについては、なんとも言えないが、今年度担当になってから保存樹木の解除が

３件あった。理由としては枯れてしまったことや、隣の家や道路に倒れてしまったと

きに人的被害が出ないように切りたいということで解除をされた方と、近隣のトラブ

ルによって木を切らざるを得ないという状況で解除をしたという方もいらっしゃった。

基本的には、地域対象民有林の中で伐採する場合は 3,000㎡以下であれば伐採届、3,000

㎡以上の場合は、県の届出、10,000 ㎡を超えた場合は、林地開発ということで許可制

となってくるので、無許可でということではないと思う。一本一本の大きな木を切っ

ているということであれば、個人の方の所有のもので考え方があると思うので、私の

方ではわからない。 

吉沼委員：四街道十字路の榎については、倒れたときに道路の通行の支障になるというこ

とで切ったのか。 

仲田委員：四街道十字路の樹木については、生きていた木ではあったが、内部が腐ってし

まい空洞化していた。樹木医に診てもらい特殊な樹脂で中を埋めてしばらくの間対応

していたが、大風か何かで折れてしまい道路などの危険もあるので切ってしまったと

いう経緯がある。今は、また苗木を植えて 2代目という形で保存を継続している。 

任海委員長：保存樹木は何件あるのか。 

仲田委員：40数件ある。 

松川委員：個人の家にある保存樹は勝手に切れるのか。 

仲田委員：もともと選定委員会というものがあり、その選定委員会の中で指定された木を、

所有者の方に話をして保存樹としている。切りたいといった場合は事情を聴いて、そ

のうえで、保存樹の解除の申請をしてからということになる。 

松川委員：四街道の場合は、個人の方の庭にある場合が多い。補助金をなくしてしまった

ら、ますます切られてしまうのではないかと思う。 

仲田委員：補助金がなくなったからと言って、樹木が切られているということはない。3,000

円がほしくて、樹木を保存しているわけではなくて、先祖代々残ってきた木を自分の
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代で絶やさないように残そうという方が、保存樹木の指定を受けている方々なので、

補助金がなくなったから切ってしまうということではない。 

任海委員長：今度の予算ではなくなると思うが、今後復活する方向で頑張っていっていた

だけたらと思う。他にあるか。 

松川委員：気になっているが、総合公園のニホンカワトンボのところは、水質が悪化する

のか。 

事務局：現在、国道 51号線の拡幅工事と県道の工事を行っている。そうすると総合公園に

流れてくる水が減ってくるのではないかと思う。 

松川委員：これまで流れ込んでいた、汚い水がより濃い状態で入ってくるのではないかと

心配しているのだが、どうなのか。 

鶴田委員：実際には雨が降った時に増水するし、雨が降らなくても、乾いたときには、し

みだし水が結構出てきているので、今すぐは心配していない。 

事務局：現在、水が流れ込んできている桝のところに、炭を入れて浄化させるということ

で当初からやっていたが、炭が古くなって浄化能力がなくなってきている可能性があ

るので、新しい炭を入れて水質浄化したいと思っている。 

任海委員長：あさひクヌギの里から安く炭をいただくことで話がついている。総合公園が

出来てからそのままとなっていたので、メンテナンスという形でやっていく。それと、

鶴田委員がおっしゃる通り、雨の日以外のしみだし水のほうが多い。他に、農林業大

学が計画からなくなったということがあるが、10 年間計画で抜けるということは、も

う復活しないということになるがどうなのか。 

仲田委員：林業、耕作について農林業大学を通年、月 1回ペースでやってきた。ここ数年、

耕作については申し込みがあるが、林業については減ってきており、10 人募集をして

応募があったのが 4 人、追加で入ってきたのが 1 名。そういった中で来年度から農林

業大学については休止をさせていただき、代わりというわけではないが、親子農林業

体験といったものを計画している。内容としては、農業体験として野菜を作ったり収

穫をしたり、林業の簡単な体験をさせるようなものを来年度企画していけたらと考え

ている。 

冨所委員：我々としては、困る。平均 70歳なので、いくら頑張っても、5から 10年ででき

なくなる。新規の方が入ってこないと、山を持っている人との話ができなくなってし

まう。たろやまの郷は、今後も続いていくが一年一年歳をとるので、10 年間入ってこ

なかったら、たろやまの郷が旧郷土の森のようになってしまう可能性もあると思う。 

仲田委員：今の意見については、上司に報告させていただく。 

任海委員長：付録等も付け加えるということも確認したので、長期計画についてこの様に

進めるということで先に進めたいと思う。 
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議題２各市民団体からの報告について 

①河川の水質について 

鶴田委員：平成１９年３月に里山部会から提案されている、河川について、特に小名木川

は、当時は旧郷土の森と山梨に挟まれた多自然型の河川を緑の回廊として使えるので

はないかということで、提案した。当時はまだコスモスの植栽や水質が心配だったの

でそちらを優先していた。しかし、あそこは哺乳類でいうとカヤネズミやイタチ、魚

類については、ヨシノボリが遡上したりニゴイがいたり、オイカワなんかが遡上した

りといいところである。また、今回環境政策課の調査した水素イオンや BOD、溶存酸素

についてのデータをまとめたところ、PHが高いですが、1996年ころに比べてかなり改

善しているので、もっと緑の回廊として使えないかと思っている。また、実際にはま

わりの雑草が畑の肥料等が流れてくるのを止めているので、除草のタイミングについ

て気を付けてもらえないかということを含めて、緑の回廊として整備できないかとい

うことを提案する。 

伊藤委員：現在、下水道課の持っている草刈りをしなくてはならない範囲が、１万㎡単位

で年２回やらないといけない状態である。草刈りというのは、一番生産性がなく、草

刈りを実施する、しないによって、メリット、デメリットが基本的にないが、自然を

保護してもらいたいという意見と、草を刈ってほしいという方との間に行政が挟まれ

てしまっている。財政的に最初にカットしないといけないのは、草刈りとかそういっ

た機能的に問題のないものが削られていく。刈る時期についても先送りにして一度刈

ったら冬までは、刈らなくて済む方向でしか検討ができない状態である。 

任海委員長：当面は２回やっていくのか。 

伊藤委員：今年から刈り方は、斜面地を含めて１回のみとなっている。 

鶴田委員：行き違いがあるみたいだが、刈ってほしいのではなくて、歩くところは刈って

いただいて、斜面については刈る時期を考えてもらいたい。 

伊藤委員：種が飛ぶものだと、農家の方は嫌がる。今後は、刈らない側の意見になってく

るのかと思う。 

鶴田委員：この場所の水質が改善したのは、草が生えているからということもあると思う。

確かに、農家の方の意見もあると思うので、難しいと思うが、こういったところで、

議論ができる場があるとよいと思う。 
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②成台中の環境アセスについて 

任海委員長：委員長の立場から、四街道の自然の中でこれはきちんとやっておかないとい

けないのかなということで、まとめさせていただいた。成台中については、環境影響

評価がされているが、決められたとおりにされていない状態で、事業自体もストップ

してしまっている。1996 年から 10 年間で事業を行うということで、1996 年６月に事

業を開始して、10年間、さらに 10年間と伸ばしてきた。事務局長と話してみると、あ

と５年では終わらない、あと１０年はかかるのではないかと言っていた。全体で５２

ha あるが、造成前は、非常に自然が豊かな場所だったので、なおさら荒れてしまって

いることが問題である。当時の環境アセスの調査で、植物が５５６種、動物は４５０

種。例えばたろやまの郷が、植物が４００種、動物が４５０種と、たろやまの郷より

も１５０種ほど多い。また、あそこは環境影響評価が行われ、市民の関心が高かった。

それに対していろいろな意見書が出されたりした。そして、自然や文化財を守るとい

うことについて 1997年に 1万４千名の請願書が出され、採択をされている。それに基

づいて、三者協議を行ったが、ここ５年間停止している。その中で今起きている問題

として、貴重種を移植したが、キンランについては、約千株を移植したが一本もつい

ていない。クマガイソウについては、私の家にある群落の近くに植えたもの以外は、

ダメになってしまった。イカリソウについては、環境が変わってしまったので、ダメ

になってしまった。クサナギオゴケについては、群落がほぼ消滅してしまった。大径

木についても移植したが、管理がされておらずなくなってきてしまっている。今一番

問題なのが調整池で、環境共生型の調整池で水がたまるように弁をつけるということ

で行うということが三者協議で決まっているが、予算がないからということで実施し

ていない。しかしそれは、あとで弁をつけて水をためても、壊れた時に組合が責任を

取れないので、早めにやっていかないといけない。また、水がたまることによって、

なくなってしまったイカリソウやクサナギオゴケが復活してくる可能性があるので、

安全の問題と自然の問題を考えてやっていく必要がある。あと、残存緑地について、

ホタルが四街道で一番多かったところが、今は数匹しかいない。また、黒ぼく土の保

全のために水を撒くといったことが約束されているが、外部から持ち込まれた処理土

と一緒になってしまい、保全がされていない。また、処理土については、環境影響評

価の中で決まった方法とは違っており、環境影響評価の違反ではないかと思う。また、

私の家の北側の民有緑地については、本来は市が引き取るべきだが、市が引き取ろう

としていない。そういったことも市は考えていかないといけないと思う。 

古山委員：１０月の推進委員会において委員長からお話をいただき、組合に確認をしてい

る。組合側も指摘の内容を重々承知をしているが、遅れているというのが現状ある。

今後も、我々の方で組合に対して適切に指導していきたいと考えている。 

高井委員：今の関係についてだが、物井の区画整理は環境影響評価はやっているのか。 

古山委員：やっていない。 
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高井委員：あそこは、かなり貴重な植物があったがなくなってしまった。本当は、造成前

に、標本調査を行うべきところで、やってないとすれば市の手抜かりじゃないかとい

うことを言っている人がいる。 

橋本委員：当時平成４年に認可されていたと思うが、環境影響評価については、施行区域

面積が１００ha以上の区画整理事業が対象となっており、物井は９５haなのでやって

いない、成台中がやっているのは、千葉県が定めている環境影響評価が基準を下げて

いるので県の条例を準用した。UR については、県の条例がないので、対象外となった

と思う。 

 

 議題３ その他 

  なし。 

 

任海委員長：これを持って平成２７年度第２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 


