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はじめに

かつて茅ヶ崎市北部から藤沢市西北部にかけての一帯は、九十九谷戸（くじ

ゅうくやと）と呼ばれるほど大小数多くの谷戸があり、埋め立てや産業廃棄物

の処分地等として、多くの谷戸が埋め立てられました。茅ヶ崎市の北東部に位

置する清水谷も過去に埋め立ての計画があり、市民による反対運動が契機とな

って保全されることになりました。

広さは約 4.9ｈａと小規模な谷戸ですが、昔ながらの面影を残し、数多くの

動植物の生育・生息環境となっている残り少ない貴重な谷戸です。駒寄川の源

流でもあり、樹林、草地、水辺（わき水・細流・湿地）が組み合わさって良好

な谷戸環境を形成している清水谷は、市民活動団体「清水谷を愛する会」が長

年にわたり、保全活動を継続してきたことにより、多様な自然環境が維持され

てきました。 

市内全域を対象とした「茅ヶ崎市自然環境評価調査」において、特に重要な

７地域の一つとされ、「茅ヶ崎市環境基本計画（2011 年版）」において生物多

様性の保全、生態系ネットワークの核（コア）となる「コア地域」として優先

的に保全することとしています。 

上記のことから、清水谷を最も優先して、特別緑地保全地区に指定すること

とし、土地所有者の皆さまのご理解を頂き、平成２４年３月に茅ヶ崎市として

初めて指定しました。また、清水谷を将来へ引き継ぐためには、市はもとより

市民、保全活動を行う市民活動団体、土地所有者等が協力して清水谷を保全し

ていく必要があることから、ここに「清水谷特別緑地保全地区保全管理計画」

を策定することとしました。 

本計画は、清水谷を中心とした将来像等を定め、関係する多様な立場の人が

共有し実行するべき事項を示しています。また、本計画をもとにした保全管理

活動は、清水谷が身近な自然とふれあう場として提供されるだけでなく、周辺

地域への動植物の供給源となることも期待されます。 

本計画の策定にあたり、清水谷を愛する会・茅ヶ崎市みどり審議会・茅ヶ崎

市環境審議会の皆さまや関係者の皆さまから貴重なご提言やご意見を頂き心

からお礼申し上げます。 

平成２６年３月 

茅 ヶ 崎 市 
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特別緑地保全地区とは・・・ 

特別緑地保全地区は、都市緑地法第１４条に規定されている制度で、市街化の無秩序な拡大の防止

に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、風致または景観が優れている緑地、動植

物の生育・生息地となる緑地などの保全を図ることを目的とする都市計画法第８条に規定される地

域地区として定めるものです。地区内では、建築行為や木竹の伐採など一定の行為が制限される一

方、固定資産税や相続税の優遇等もある自然環境を保全するための制度です。清水谷特別緑地保全

地区の面積は、約４．９ha となっています。 

県内の指定状況【平成２５年３月３１日現在】9 市  １４７地区 ５１６．７ha 



第１章 清水谷特別緑地保全地区の概要 

１ 位置 

 清水谷特別緑地保全地区は、茅ヶ崎市北部に位置し、ＪＲ茅ヶ崎駅から北東に約４．５㎞

の市街化調整区域に位置しています。 

北側には県道 47 号線が通り、これより東側には住宅地の湘南ライフタウンが広がってい

ます。南側には遊具等の設置された市民の森、東側には教育施設の予定地である（仮称）小

出第二小学校用地があり、西側には農地が広がっています。そのような環境の中、北側には

わき水があり駒寄川の源流部の一つとなっています。市内全域を対象に行った「茅ヶ崎市自

然環境評価調査」において、この水辺環境をはじめ湿地や樹林等が一体となって存在し、多

様な動植物が生育・生息できる場所である事から、本市において特に重要な７地域の一つと

なっています。 

２ 本市における位置づけ 

本市では、平成 23 年度から平成 32 年度を計画期間とした「茅ヶ崎市総合計画」を策定

しており、この計画において、「美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創

出する」を施策目標とし、北部丘陵の特別緑地保全地区の指定を推進することとしておりま

す。また、「ちがさき都市マ

スタープラン」及び「茅ヶ

崎市みどりの基本計画」に

おいても、清水谷のみどり

を優先的に保全するため、

特別緑地保全地区の指定を

進めることとされており、

平成２４年３月に指定をし

ました。また、「茅ヶ崎市環

境基本計画（２０１１年版）」

において、特に重要度の高

い７地域（コア地域）の一

つとして保全活動組織を設

置し、保全管理計画を策定

することとしています。 

図１ 位置図 
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３ 周辺環境の変化 

 平成２２年の清水谷周辺の状況は、昭和３２年以降、畑や水田、樹林面積は大幅に減少し、

宅地やゴルフ場が広がっています。ただ、清水谷は、水田や畑、樹林地などの割合が若干変

化しているものの、まとまった谷戸環境が残された、市内でも貴重な場所であることがわか

ります。 

撮影日：平成２２年８月５日 

図２ 清水谷周辺航空写真（平成２２年） 
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 昭和３２年当時の清水谷とその周辺地域は、畑や水田、樹林地で占められていました。樹

林はパッチ状に区切られた林齢の異なる林で構成されており、里山林として利用されていた

ことがわかります。 

撮影日：昭和３２年３月２７日 

図３ 清水谷周辺航空写真（昭和３２年） 
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４ 水環境 

 清水谷は、谷戸の北側に駒寄川の源流となっている湧水部があり、小規模な流れを形成し

ています。また、斜面林に蓄えられた水が斜面裾からわき出した「絞り水」も複数個所存在

し、湿地、水田など、多様な水環境が存在します。 

図４ 水環境の状況図 

[平成 21年度清水谷周辺地域の保全等に関する基礎調査業務 報告書より引用（一部修正）] 
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５ 地形状況 

 清水谷全体が谷戸地形であり、谷戸低地の幅が約５０ｍ程度で、南部から北西部に向かっ

て逆 L 字状に伸びています。 

標高は、斜面上部で４８ｍ、谷戸低地で２４ｍとなっており、高低差は約２４ｍあります。 

図５ 比高図（平成１７年度測量図 1/2500） 

 [平成 21年度清水谷周辺地域の保全等に関する基礎調査業務 報告書より引用（一部修正）] 
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６ 清水谷の多様な環境 
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７ 自然環境評価調査・再調査 

（１）自然環境評価調査 概要報告（発行：平成１８年３月） 

茅ヶ崎の自然環境を適切に保全・再生する施策を実施する上での基礎資料とするため、茅

ヶ崎らしい自然の状態を分かりやすく示した共通の「ものさし」として、「茅ヶ崎市自然環境

評価マップ」を作成しました。樹林、草地、水辺、海岸ごとに「指標種」を選定し、地域の

専門家や市民参加等による調査チームを編成して、市内全域で指標種の生育・生息状況を調

べました。 

本調査において清水谷は、わき水に起因する良好な水辺環境があり、周りの湿地、樹林地

等が一体となり存在することで、多様な動植物が生育・生息できる場所となっていることか

ら特に重要な地域として位置づけられています。 

（２）自然環境評価再調査 報告書（発行：平成２４年１１月） 

茅ヶ崎市自然環境評価再調査は、特に重要な地域として評価された７地域等について、自

然環境の最新の状況を把握することを目的に行いました。この調査では、一部の指標種を見

直したほか、今後の各地域におけるモニタリングエリアを設定しました。 

 清水谷における再調査結果は、草地の評価については場所により指標種の増減が認められ

たが、その他については、特に大きな変化はないとの評価になっています。 

（３）清水谷で見られる主な動植物たち 

＜植物＞ 

ダイコンソウ ツリバナ 

カマツカ ツリフネソウ 
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＜昆虫＞ 

＜鳥類＞ 

ヤマトタマムシ シオヤトンボ 

オニヤンマ トゲナナフシ 

ルリビタキ ヤマガラ 

ホオジロ モズ 
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＜両生・は虫類＞ 

＜魚類、甲殻類＞ 

アズマヒキガエル シュレーゲルアオガエル 

ヒバカリ ヤマカガシ 

サワガニ ホトケドジョウ 
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第２章 保全に向けて 

１ 清水谷の特徴 

清水谷には、主に次のような特徴があります。 

１ 良好な自然環境の形成 

 駒寄川の源流の一つに位置し、谷戸地形に樹林や草地、水辺等がまとまって残され、

多様性の高い優れた環境が形成されています。 

２ 動植物の生育・生息地 

「茅ヶ崎市自然環境評価調査」において特に重要な地域の一つであり、市内でも少

なくなった動植物が数多く生育・生息している貴重な場所です。 

３ 優れた景観 

 小さな谷戸に水辺と斜面林が続く谷戸景観のほか、隣接地では畑と林が一体となっ

た農地景観があり、「茅ヶ崎市景観計画」において景観ポイントとして指定されてい

ます。 

４ 数少ない谷戸の一つ 

 北部丘陵は、数多くの谷戸がありました。小規模ではありますが、本市において多

様な環境が組み合わさっていることで貴重な場所となっています。 

５ 市民活動による保全 

市民活動団体「清水谷を愛する会」による自然環境保全活動が行われています。 

６ 自然環境の学習の場として活用 

 市内のみならず市外の小中学校においても総合学習等で自然環境を学習する場と

して活用されています。 
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２ 将来像 

 清水谷周辺は、古くから水田として利用されている湿潤な谷戸底や、かつて薪

炭林として利用されていた斜面林といった多様な自然環境が残されており、これ

らを一体的に保全

する必要がありま

す。また、谷戸環境

に依存する動植物

に配慮し、現在見ら

れている動植物が

遠い先の将来まで

見られるように自

然環境の保全を行

う必要があります。 

清水谷特別緑地

保全地区は、優れた

自然環境と景観を

「見て・感じて・ふ

れあう」ことで豊か

な感性を育む場と

します。 

清水谷の多様な自然環境を保全し、将来に引き継ぎ、 

自然にふれあえる場所とします。 

図６ 清水谷周辺の環境 
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３ 環境別の目標 

＜樹林地＞ 

清水谷の大部分を占める樹林地は、起伏に富んだ多様な環境がみられます。清水谷は、

源流部以外にも絞り水が各所にあり、この水辺環境の存在により清水谷は生物多様性の高

い環境となっています。谷戸の保水力を維持できるように斜面部については、保水力の高

い落葉広葉樹を主体とした広葉樹林として維持します。 

＜モウソウチク林＞ 

モウソウチク林は、その拡大を防ぐとともに、傘を差して歩ける程度の密度に管理しま

す。また、林床の管理されたモウソウチク林とします。 

＜細流及び湿地＞ 

絞り水に起因する良好な水辺環境により、清水谷は生物多様性の高い地区となっていま

す。今後この水辺環境が失われることのないよう、水量の安定した細流や湿地とし、水生・

湿地性動物や湿地性植物の生育・生息場所を確保します。 

＜草地＞ 

清水谷の草地は、過去に畑として利用されており、盛土された経緯があります。草地環

境については、周辺の水辺との関係性を踏まえた望ましい環境形成を目指します。 

保全イメージ図（高木と草本類を中心とした図） 

 モウソウチク林 

カサスゲやツリフネソウなどの湿地 
細流 

図７ 保全イメージ １ 
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畑地 

シダ類の生育する

湿潤な環境 

針広混交林 

落葉広葉樹を主体

とした広葉樹林 

カエルの産卵場所となる止水域 

ホトケドジョウの生息する細流 

落葉広葉樹を主体とした広葉樹林 

下草が多様な斜面地 

図８ 保全イメージ ２ 

図９ 保全イメージ ３ 
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４ 各ゾーンの課題と保全の方向性  

 清水谷は、各環境の現状・特徴・課題等を踏まえて保全を行うことが必要です。そこで効

果的な保全活動を進めて行けるよう、この計画では、環境別から現状・特徴・課題等を考慮

し次のゾーンに区分し、保全の方向性を定めました。 

図１０ ゾーン区分 
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表１ 各ゾーンにおける課題と保全の方向性の整理 

ゾーン名 環境別 現状と課題 保全の方向性 

0 
樹林地 

（源流部） 

清水谷の源流部に当たる樹林地ですが、近年水量の減少が見られます。また、駐車場に囲
まれており景観上も課題です。 

水源涵養林として明るい樹林を目指します。補植する際は、谷戸内の実生のクヌギ・
コナラ等を用います。また下草も乾燥部分と湿潤な部分の土地の形状に合わせて多様に
なるように管理します。 

L-１ 樹林地 

 北側は、クヌギ・コナラを中心とした明るい林で下草も多様な在来種が生育しています。

また、クヌギ・コナラの萌芽更新も難しいため部分的にドングリを撒いています。南側は、
常緑広葉樹林が一部あります。また、林縁部には投棄物等があり処分する必要があります。 

 北側は、水源涵養林として現在の植生を活かし、クヌギ・コナラ中心の明るい樹林で、

下草も多様な種類が生育するような保全活動を継続します。特に外来種、アズマネザサ、
投棄物等の除去を行います。南側部分は、常緑広葉樹林を残しながら保全管理をします。 

L-２ 樹林地 
 道路と民家に挟まれた急斜面の小さな樹林ですが、谷戸入口及び谷戸底からの景観として、

重要な場所です。 

 谷戸景観の連続性で重要な場所であるため、斜面林として維持します。また、民家が

隣接しているため、保全管理に際しては配慮が必要です。 

L-３ 樹林地 

 暗い樹林地でしたが、倒木処理・落ち葉搔き等を行い、下草の育成が多様に見られるよう
になっています。湿地沿いの斜面林は、植林地であり、倒木もあり、アズマネザサも多い場
所です。 

 水源涵養林として、湿潤な環境に配慮し、林縁部は風が通らないように管理します。
また、倒木やアズマネザサ等を除去しながら、保全の方向性を検討するため、植生の変
化を観察します。 

R-1 樹林地 

 もともと暗いスギ林でしたが、倒木が多く現在は明るい樹林となっています。隣接のＢ－
１の湿潤な環境を保全するためにも風が抜けないように林縁の管理が必要です。また、投棄
物等が多く処分が必要です。 

 林縁部は、風を通しにくくまた、目隠しとなるような樹林になるように管理をします。
倒木処理等を行い、保全の方向性を検討するため、植生の変化を観察します。 

R-2 樹林地 
 厚みのない急な斜面林となっていますが、その下が散策路のため、安全への配慮が必要で
す。土留めを設置した箇所は、今後、自然環境の再生が課題です。 

 散策路の安全に配慮し、水源涵養林として樹林を維持します。土留めの設置後は、在
来種が豊かになるような植生の斜面林とします。 

R-3 樹林地 

 多様な斜面林があり、在来種の下草が保全されている場所です。アズマネザサ刈りや落ち
葉搔き等の保全活動の成果で樹木の芽生えも多い場所です。 

 モウソウチクは、これ以上広がらないように伐採します。また、常緑広葉樹、アズマ
ネザサ等の管理を行い、多様な樹種が生育する明るい樹林に在来種の下草が生育するよ
うな環境を目指します。 

R-4 樹林地 

 清水谷には、あまりない平坦で明るい樹林です。主には針広混交林ですが、モウソウチク
が侵入してきています。 

 モウソウチクは、これ以上侵入しないように伐採します。また、常緑広葉樹、アズマ
ネザサ等の管理を行い、多様な樹種が生育する明るい樹林に在来種の下草が生育するよ
うな環境を目指します。 

R-5 樹林地 
 モウソウチク林は、このゾーンより拡大しないように管理します。また、林内で一部管理

されていなかったため、密生していたり、倒れていたりするモウソウチクが散見されます。 

 計画的にモウソウチクを伐採します。伐採後は、傘を差して歩ける程度の密度を維持

できるように保全管理します。 

B-1 樹林地・細流 

 源流部から続く湿潤な環境のため、シダ類が多く生育している場所です。植樹された針葉
樹林が近年倒木することが多いです。源流部から続く細流があり併せて検討が必要です。 

 倒木処理を行い、実生に由来した樹木の保全を行います。シダ類等の好む湿潤な環境
を維持しながら、ジンジャー等の外来種は除去します。 

B-2 草地・湿地 

 本来は、湿地であった場所が埋め立てによって草地となり、池はＢ－３が埋め立てられた
ことにより創出された場所です。草地は、外来種が多いことから現在は、外来種除去を行っ

ています。池については、カエルの産卵・生育地として重要ですが、土砂のたい積や水質の
保全が課題です。 

 草地の外来種除去は継続していきます。池の土砂のたい積や水質の保全については、
埋め立てによって形成された草地と併せて今後の方向性を検討し、望ましい環境形成を

目指します。 

B-3 草地 

 本来は、湿地であった場所が埋め立てによって草地となり、一部梅林となっています。草
地や細流には、在来種が生育しています。地権者や隣接者が管理を行う場合があり、自然環
境に配慮した保全活動ができない状況です。 

 草地は、外来種の除去を行い、在来種の生育する草地とします。梅林と細流沿いの草
地については、地権者や隣接者に理解していただくよう働きかけます。 

B-4 湿地 

 ヨシ原や湿地を好む動植物が多様に生育している場所です。カサスゲが水面を覆らないよ
うに管理しています。また、外来種やカナムグラ等の除去を定期的に行っています。木道の
修繕や湿地環境の維持も課題です。 

 全体的に湿った環境を維持するため水の流れ等の管理を行います。また湿地環境が多
様になるように、外来種の除去や単一植物の増殖防止等の管理を行います。 

B-5 湿地 

 谷戸の入口として、水田と止水域があり、多様な動植物の生息・生育環境となっている場
所です。止水域の維持管理や外来種の除去等が課題ですが、近年水量が減少し、止水域の維

持も重要な課題となっています。 

 周辺の水田に配慮した中で、止水域を維持します。また、開放水面を維持するように
カサスゲ等の管理を行います。 

Ｕ 湿地・細流全般 

 近年、夏になると水量の減少が見られ、Ｂ－２の池の干上がりが確認されています。干上

がりにより希少種等の減少及び死滅や湿地保全等に支障をきたすことが懸念されています。 

 水量を確保するためにも、樹林地は水源涵養林としての機能を第一に考えて保全を行

います。また、細流・池・湿地等の連続した水の流れを今後どのようにするのか検討し、
望ましい環境形成を目指します。 
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５ 保全活動カルテについて 

 ４で整理した各ゾーンにおいて市と市民活動団体が「清水谷保全活動カルテ」を作成し

保全活動する際は、このカルテを活用することとします。カルテには、個別具体的な課題

や保全活動時の注意点また、保全活動の適期などを記載し、どこでどのような活動を行っ

ているのかわかるものを目指します。また、P１５で整理した各ゾーンにおける「保全の方

向性」を念頭に置いた観察を定期的に行い、活動の見直しを行います。 

活動の見直しの中でカルテに記載すべき事項や変更する必要がある場合は、おおむね１

年ごとに変更を行います。なお、活動実施記録も記載し、いつ活動を行ったかなどの振り

返りも行えるようにします。 

保全活動カルテの見直し
市・市民活動団体

観察及び活動見直しの検討
市・市民活動団体

保全活動カルテの活用

学識経験者等からの助言

カルテを活用した保全管理活動

市・市民活動団体
１
年
ご
と

図１１ 保全活動カルテのサイクル 
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第３章 将来へ多様な自然環境を引き継ぐために 

１ 対象範囲 

 本計画の対象範囲は、「清水谷特別緑地保全地区」（約 4.9ha）内とします。ただし、清

水谷が孤立しないように隣接する「市民の森」、「大洞谷」や駒寄川や水田などの在り方を

考えていく必要があります。 

２ 保全管理の基本方針 

（１）清水谷の保全管理主体は、茅ヶ崎市です。 

（２）清水谷の保全管理は、市民・市民活動団体・土地所有者・市が連携し、かつ協力

して行います。 

（３）保全管理については、市と市民活動団体が協定を締結します。 

（４）保全管理活動は、「清水谷保全活動カルテ」を活用し、谷戸本来の動植物に配慮し

柔軟な管理を行います。 

・もともといる動植物を守るため、外来種はできる限り除去します。 

・間伐材等は、清水谷内で再利用又はたい肥化を基本とします。 

・保全管理作業の前後には、適宜観察を行います。 

・植樹、補植等が必要な場合は、清水谷内の実生の木を植栽します。 

３ 来訪者のルール 

清水谷特別緑地保全地区では、自然環境を守るため、散策のルールを次の通りとします。 

（１） 動植物を持ち込まない、持ち出さない、大切にする。 

狭い谷戸の中では、微妙なバランスで自然環境が保たれており、これを崩さな

いよう、外から動植物を持ち込んだり、持ち出さないことが求められています。 

（２） 樹林地、湿地等には立ち入らない。 

自然環境保全のため、散策路を歩いてください。それ以外の樹林地や湿地には

足元に様々な大切な動植物が生育・生息しています。 

（３） ごみを捨てない。 

人間が持ち込み、捨てる、どのようなごみも貴重な自然環境の破壊につながり

ます。 

（４） 火は使わない。 

たばこのポイ捨てなど、わずかな火でも枯れ草などに燃え移り、火事が起こる

可能性があります。火事が起こると貴重な自然環境が消失してしまいます。 

（５） ペットを連れて散策しない。 

 ペットがくることによって、谷戸の動植物が逃げたり、食べられたり、病気が

持ち込まれたりします。 
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４ 役割分担 

 清水谷の自然環境を保全していくためには、市民、市民活動団体、土地所有者、市が協力し

なければ保全することができません。それぞれの役割を明確にし、保全を図る必要があります。 

 自然環境の保全は、継続的できめ細やかな作業が必要とされます。その活動は、市だけでは難

しく市民活動団体の協力が必要です。また、市民、土地所有者の協力や理解がなくては保全活動

を継続することは困難です。それぞれの役割を個別に担うよりも各々が、協力することにより清

水谷は継続的に保全されます。ここでは、それぞれが担う役割について整理します。 

図１２ 役割分担 

・自然環境評価再調査の実施

（モニタリング）

・危険を伴う伐採や整備等

・保全作業に必要な資材等の支援

・不法投棄物の処理

・作業記録や観察結果等の

データ管理

・保全活動等の広報及び保全活動

する市民の育成・募集支援

・土地所有者及び地域の方々への

保全活動に対する協力要請

・自然環境保全のための活動

・倒木の伐採や整備等

・定期的な調査（モニタリング）

・作業日報・観察記録を市へ提出

・保全活動する市民の育成・募集

・保全活動への協力

・税の優遇による緑地の

維持・保全

・特別緑地保全地区の理解・配慮

・保全活動への参加

・ルールの遵守

・自然環境への関心

協

定

協 定

保全活動の継続

協

力

協 力

茅ヶ崎市の役割 市民活動団体の役割

市民の役割土地所有者の役割
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５ 計画の進め方 

保全活動の実施に当たっては、清水谷保全活動カルテを活用した保全活動を行います。 

自然環境の評価については、おおむね５年ごとに実施される自然環境評価再調査を実施

した後を見直す時期とし、必要な場合は、清水谷の最新の自然環境を客観的に評価するた

めの調査等も行います。 

評価結果については、市民活動団体や茅ヶ崎市みどり審議会及び環境審議会等へ報告し

計画見直しの必要性や課題に関する助言を頂きます。 

 また、評価結果の分析や専門的な分野については学識経験者等から助言をもらうなどと

し見直しを行ってまいります。 

みどり審議会・環境審議会・学識経
験者等からの助言

保全管理計画の作成

市・市民活動団体

保全活動カルテの見直し
市・市民活動団体

保全管理計画の見直し
市・市民活動団体

観察及び活動見直しの検討
市・市民活動団体

自然環境評価再調査等
市・市民活動団体

保全活動カルテの活用

学識経験者等からの助言

カルテを活用した保全管理活動

市・市民活動団体

５
年
ご
と

１
年
ご
と

保全管理計画

図１３ 保全管理計画のサイクル 
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カルテ例

下草管理

整備管理

　アズマネザサについては、一度にすべて刈り取るのではなく、一部は残す
ように刈り取る。また、湿潤な部分については、外来種を中心に除去する。

倒木等のあった場合は、処理を行う。処理した樹木は、谷戸内で循環させる
ようにする。

主な作業内容

ゾーン名：  O 環境別：樹林地（源流部）

保全の方向性：
　水源涵養林として明るい樹林を目指します。捕植する際は、谷戸内の実生のクヌギ・
コナラ等を用います。また下草も乾燥部分と湿潤な部分の土地の形状に合わせて多様に
なるように管理します。

現状と課題： 　清水谷の源流部に当たる樹林地ですが、近年水量の減少が見られます。また、駐車場
に囲まれており景観上も課題です。

作業スケジュール

その他特記事項

実生を補植 

沈殿槽及びU字溝の管

隣接地への配慮 

継続的な観察 

水源涵養林として維持 

作業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

下草刈り 作業適期

観察 市が実施

倒木処理

沈殿槽及びU字溝

20 



カルテ例

作業記録
作業日 作業内容 作業日 作業内容
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資料編 

１ 特別緑地保全地区指定の経緯 

（平成２１年度清水谷周辺地域の保全等に関する基礎調査報告書より一部抜粋） 

（１） 特別緑地保全地区指定要件 

 特別緑地保全地区は、都市計画区域内の緑地であって、特に良好な自然環境を形成し、

市街地及びその周辺地域に属するものについて、以下の指定基準のいずれかに該当する土

地の区域について定めることができます。【都市緑地法第１２条】 

清水谷は、良好な自然環境を有するとともに、下記の(1)及び(3)の各号の要件を満たして

います。 

【特別緑地保全地区の対象となる緑地】 

(1) 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩

衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの 

(2) 神社、寺院等の建築物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習

と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの 

(3) 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保する

ため必要なもの 

ｲ 風致又は景観が優れていること。 

ﾛ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。 

※青字は「清水谷特別緑地保全地区」に該当する項目
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（２） 指定候補区域の設定 

・自然環境保全面からの区域の検討 

動植物の生育・生息地としてのみどりの連続性及び一団としてまとまった規模のみどり

が確保できるエリアを対象としました。 

① 水田、斜面林、畑といった谷戸としてまとまった植生環境が形成されている区域

② 河川源流部として、水系保全を図るための斜面林と丘陵上部を含めた区域

③ 市指定の指標種及び希少種が集中して確認されている範囲

④ 地形的景観的に谷戸の景観が確保される区域
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・土地利用状況からの区域の検討 

 土地利用状況から、宅地化が進行している清水谷東側や北側、及び現在営農している農

地は、特別緑地保全地区の指定は困難であるため、次の考え方で区域設定を行いました。 

① 谷戸低地を中心として山林で囲まれたエリア

② 公簿の地目や境界を基準としたエリア

③ 清水谷東側、北側の台地部や、宅地化が進んでいる土地は特別緑地保全地区候補区

域から除外 

④ 山林とする隣接地で、現在畑地として耕作されている区域は除外

. 
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・専門家会議による検討 

 特別緑地保全地区指定候補区域の選定に当たり、区域の妥当性について学識経験者から

の助言を得ることを目的に会議を２回開催しました。主な意見は、次のとおりです。 

ア 清水谷エリアの保全 

  ・谷戸環境の保全上、集水域の範囲を保全することが望ましい。 

  ・景観面の保全を考えると、低湿地―斜面―台地の連続性が重要である。 

イ 特別緑地保全地区の指定区域 

  ・集水域を中心に考えることはいいが、乾燥地にしか生息することができない種もい

るため、尾根の部分を含めることは、乾燥地にいる種を守るためにはよい。 

  ・樹林の連続性という観点から考えるのであれば、たとえ果樹園であったとしても生

き物の通り道としては機能するので、指定候補区域南側にある市民の森と清水谷を

結ぶ山林は特別緑地保全地区に含めたほうがよい。 

ウ 指標種等の生き物について 

  ・谷戸底を中心に指標種が分布している。 

エ 隣接する農地、山林、宅地の担保 

  ・清水谷に隣接する農地や山林の保全対策を行うことが望ましい。 

  ・将来的には宅地の担保を検討してはどうか。 

専門家会議委員 

分野 所属 氏名 

ランドスケープ 日本大学 短期大学部 生物資源学科 教授 島田 正文 

地域自然史 神奈川大学 理学部 生物科学科 特任教授 浜口 哲一 

景観生態学 

緑地計画 
日本大学 生物資源科学部 植物資源科学科 専任講師 大澤 啓志 
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 特別緑地保全地区指定候補区域は、自然環境保全面及び土地利用状況、学識経験者から

の意見を踏まえ、次のとおりとしました。 
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（３） 指定区域 

約 4.9ｈａを平成２４年３月に指定しました。 
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２ 保全に至った主な経緯 

昭和５９年１１月  清水谷を活動フィールドとする「茅ヶ崎自然に親しむ会」発足 

昭和６３年 １月  清水谷に県による建設残土処理場計画の提案 

 ６月  処理場反対運動 市議会への反対陳情が採択 県議会にも陳情 

平成 ２年 ３月  自然調査の会による「清水谷戸自然環境調査報告書」作成 

 ８月  市政策会議にて清水谷を借地し、現状保全する方針が決定 

平成 ３年  活動フィールドを清水谷に限定した「清水谷を愛する会」発足 

 （毎週火曜日に保全管理活動を実施） 

平成 ４年～  清水谷の借地開始 

総合計画、都市マスタープラン、環境基本計画、景観計画等に清

水谷の自然環境の保全等を位置づけ 

平成１８年 ３月  「自然環境評価調査」で特に重要な地域として評価 

平成２１年 ７月  「茅ヶ崎市みどりの基本計画」の策定において、清水谷の特別緑

地保全地区指定を優先施策に位置づけ 

９月  地権者に対する制度説明文書送付、アンケート調査 

 １２月  学識経験者から指定区域案の意見聴取 

（日本大学：島田教授、大澤専任講師  神奈川大学：浜口教授） 

平成２２年 ３月  基礎調査のとりまとめ、指定の区域案作成 

  ９月  地権者に対する制度説明文書及び意向調査票送付、随時個別説明 

平成２４年 ３月  特別緑地保全地区に指定 

平成２５年 ４月  特別緑地保全地区内地権者と協定書を締結  
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