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２０１２年１２月 

◆我孫子北まちづくり協議会定期総会 
 日 時：4月 29日（月/祝）10:00～ 
 場 所：並木本館 多目的ホール 
 審議事項：①平成 24年度事業報告・決算 
      ②平成 25年度事業計画・予算 
      ③会則の一部改訂 

◆映画会 懐かしの名画 「哀愁」 
＊日本語吹替版（モノクロ） 

 日 時：①3 月 15 日（金）13:30～15:20 先着 120 名 
 場 所  並木本館 多目的ホール 
     ②3 月 21 日（木）13:30～15:20 先着 50 名 
      つくし野館 会議室 
 参加費：無料 
 問合せ：7157-4517（並木本館） 

7157-4085（つくし野館） 
  ◆ストレッチ体操体験会 
日 時：3 月 19 日（火）13:30～15:30 
場 所：並木本館 多目的ホール 
参加費：無料 
講 師：千葉県健康生活コーディネーター  

鈴木智美さん・辰巳淳子さん 
持ち物：上履き 運動靴（スリッパ不可）タオル・飲物 
内 容：肩こり、腰痛、疲労軽減、けがの予防等 
定 員：30 名（申込み先着順） 
申込み：3 月７日（木）10:00～ 並木本館 
問合せ：7157-4517（並木本館） 

 

   

  

   

    
   

 
  

   

  

   

    
   

 
  

   

  

やっぱり 

平和が一番ね！ 

『喫茶コーナー カフェ・ド・キアがオープン！！』 

北近隣センター並木本館１Ｆにセンターご利用の皆様の憩いの場、
くつろぎの場として、「喫茶コーナー」を 5 月からオープンする予定
です。それに向けて 3・4 月はテスト期間として以下のとおり営業し
ますので、お気軽にご利用下さい。 
 
◆テスト期間 
 日 時 ：3・4 月 毎週木曜日 11:00～15:00 
 メニュー：コーヒー・紅茶 各 100円 

『ボランティアスタッフ募集』 

 

まちづくり協議会の委員と一緒に喫茶コーナーの運営にご協力いた
だける方を募集しています。応募・問合せは下記宛にお願いいたします。 
 
       ◆喫茶コーナー開設準備委員会担当窓口 
         佐々木哲明：携帯電話：090-5398-9148  
                自宅電話／FAX：7184-3866 

 

 

集うことから はじまるまちづくり！！ 
 

我孫子北まちづくり協議会主催イベント 

第１２号 ２０１３年 ３月 

我孫子北近隣センターだより 

発行 ： 我孫子北まちづくり協議会 
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我孫子４丁目に調整池！我我我孫孫孫子子子北北北ののの治治治水水水ととと住住住民民民ののの取取取りりり組組組みみみ         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

我孫子治水マップ 

 

我孫子北地区の水害の歴史 

昭和 56 年 10月 台風 24 号 

     時間最大雨量 59 ミリ 総雨量 228ミリの豪雨 

     我孫子北地区を中心に 床上・床下浸水６０６戸 

     12月 5地区水害対策協議会発足 （のちに６地区に）              

 昭和 57 年 6・9・11月  

大雨や豪雨により並木・つくし野地区床上・床下浸水被害 

 昭和 58 年 7月 雷雨により並木・つくし野地区床上・床下浸水被害 79戸 

 昭和 61 年 6月 台風により並木地区床上・床下浸水被害 78 戸 

 平成 10 年 9月 台風 5号により田中調整池冠水 

 平成 13 年 9月 台風 15 号により田中調整池冠水 

 平成 19 年 6月 集中豪雨 時間最大 83.5ミリ  

       久寺家 1丁目、我孫子 4 丁目、並木 

地区に床上・床下浸水被害   

 平成 20 年 8月 集中豪雨  

妻子原地区床上・並木地区床下浸水被害 

       時間最大雨量 104.5 ミリ 

       我孫子 4丁目水害対策協議会発足 

平成２１年 久寺家地区治水対策プロジェクト発足 

 なぜこんなに被害が？！ 
我孫子の地形と気候の変化と都市化が被害を拡大！ 
１、 地球温暖化により、今までに想定できなかった雨量の豪雨 

２、 手賀沼、利根川に挟まれ、すり鉢状の土地に住宅地が密集 

３、 急激な都市化により土の地面が少なくなり保水力が低下 

４、 豪雨による、瞬間的な大量の雨水を排水する管の容量の不足 

５、以前は利根川の氾濫（外水）対策を主としていたが、 

今は突発的で局所的な豪雨（内水）対策が重要なため 

治水についての発想や計画の変更が必要 

  

我孫子北地区の調整池はこんな予定 

我孫子駅北口隧道から真直ぐ国道 6 号線に抜ける道沿いに調整池がき 

ることになりました。この地は平成 19年、20年の集中豪雨等、床上・

床下浸水常襲地区です。被害軽減をめざして、住民と行政が一緒に対策を

話し合い計画づくりに取り組んできた結果、調整池建設が始まりました。

現在では用地取得が済み、今後は実施計画を策定し交付金の確保と実施設

計を行い工事の完成は平成 28年度を予定しています。調整池の上はオー

プンスペースとしての利用も検討されるようです。 

 調整池の容量：1,500㎥ 

 総事業費：7 憶 6000万円 

 事業期間：平成 20年～28 年 

 

 我孫子駅北口と国道６号線の間の低地の水害を軽減させるために、

１５００㎥の調整池ができることになりました。すでに用地が確保さ

れ平成２８年度の完成をめざして準備が進められています。 

 この紙面では我孫子北地域で一番の地域課題でもある水害の歴史

と現状をまちづくりの観点から特集します。 

 

 

 

取材協力：6 地区水害対策協議会顧問  平野雄一さん 

     我孫子 4 丁目水害対策協議会会長 遊橋忠男さん 

資料：我孫子市ＨＰ、金谷堤流域雨水対策事業パンフレット 

 

S56 年 台風 24 号の水害 

 

我孫子北調整池イメージ図 

 

我孫子 4 丁目の水害 

 

 

 

 

我孫子・天王台地区の雨水は①つくし野川、久寺家排水路、 

天王台幹線の３本の排水路に流し込んだのち、並木小学校北の 

②金谷堤樋管で合流し、③4 号排水路として田中調整池を通り 

④青山水門から⑤利根川に排水される仕組みです。 

 

今後、私たちができること 

 雨はどの土地にも平等に降ります。でも水害は低地に住む人たちだけを

苦しめます。大規模マンションなどには敷地内に雨水抑制施設を設置する

ことが義務つけられ、実際に我孫子のマンション群には大きな貯水槽や調

整池があります。それでもまだ、被災地一帯の治水の設備は十分とはいえ

ないのが現状です。治水のインフラ整備には莫大な予算がかかるため、行

政も一気にすべてを改善できません。今後、被害を出さない 

ために、被災地以外の人も一緒にもう一度地域を見回して、 

できることをやってみませんか？ 

 
 ＊市の補助金を利用して雨水貯留タンクを庭などに設置する 
 ＊自宅前や近所の側溝を点検して掃除をする。 
 

 水害の他にも、地震、火事、竜巻等多くの災害が予想される今、災害に

強いまちにしていくためにも、自治会を中心に、自主防災組織づくりや、

日ごろの備えを行い、地域の助け合いの絆を深めていくことが大切なので

はないでしょうか。 

  水害に対する各地区の取り組み 

度重なる水害に対し、各地区に住民の水害対策協議会ができました。 

並木地区：周辺の自治会が連携し、６地区水害対策協議会を発足させ、署

名活動をし、市への陳情や市議会への請願を行ってきました。 

  増水時の河川や治水設備の見守りも行っています。 

都自治会：現在でも炊き出し、清掃、ボート等の水害担当係を置いている。 

  また、浸水時には高台のお寺に乗用車避難の協力を依頼しています。 

我孫子 4 丁目：水害対策協議会を発足させ、行政と連携した計画づくり。

自治会が協力して議会の傍聴や意見交換を行なっています。  

久寺家地区：住民の協力のもと、自治会が取りまとめをして２９５件の住

宅の雨水貯留タンクの取り付けに成功しました。 

このように自治会を中心とした地域の取り組みは、行政や議会に提言を

行えるほどの治水に詳しい住民を育て、地域の課題に対して意識の高い 

住民パワーを生み出しました。 

 一方、我孫子市の治水対策は、排水管の整備、 

排水路の拡幅、調整池の建設、側溝の蓋のグレー 

チング化（網の蓋に交換）を進めています。 

並木調整池 

 

雨水貯留タンク 

 

 

雨水貯留タンク 

グレーチング 

 

グレーチング 

⑤利根川 
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④青山水門 

 

 

③四号排水路 

 

②金谷堤樋管 

 

①つくし野川 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊我孫子北地域の情報募集中！情報はFAXで並木本館へ！ 

＊＊わがまち散策情報ひろば＊＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ＊＊まちづくりネットコーナー Ｖｏｌ．１０＊＊   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ Ж 編集閑話 Ж・ 

今回は、「我孫子北の治水と住民の取り組み」と題した特集を企画

しました。6 地区水害対策協議会や我孫子四丁目水害対策協議会の

関係者、我孫子市治水課には快く取材にご協力頂きお礼を申し上げ

ます。今後の対策などもっと深く掘り下げたいところですが、今回

はまちづくりの観点で編集をしました。身近な問題提起としてご覧

いただければ幸いです。              H.D 

発行者：我孫子北まちづくり協議会 広報部会 

＊並木本館 

〒270-1165 我孫子市並木５-４-６ 

TEL：7157-4517  FAX：7157-4518 

＊つくし野館 

〒270-1164 我孫子市つくし野３-22-１ 

 TEL：7157-4085  FAX：7157-4086 

URL：http://www1a.biglobe.ne.jp/abikokita_kinrin/ 

 

◆ 施設の予約は直接近隣センターの窓口へお越し

ください。 

 

東葛地域のレストランのオーナーシェフが集まり「東

葛六市レストランサミット」を結成。小学校等へ出向い

て、レストランで使っている、食に関する様々な授業を

行っています。 

我孫子駅北口にあるアジアン料理「レモングラス」の

佐藤直樹シェフもその一人として、根戸小学校の授業に

参加しました。いろいろな食材を用意して甘味、苦味、

しょっぱ味、旨味、酸味等の味覚の体験をしてもらった

ところ、今の子ども達の舌の感度はかなり良好だとびっ

くりしたそうです。 

当日、子ども達の前で授業するのも大変だったのです

が、どのような食材をどう料理して味わってもらうかの

準備にも、とても時間をかけられたそうです。 

 

◆我孫子のいろいろ八景 発表会・コンサート 
日 時：3 月 16 日（土） 開演 14:00（開場 13:30） 
場 所：我孫子市民プラザ・ホール 

 参加費：1,000 円 
 主 催：我孫子市 
 企画・運営：我孫子の景観を育てる会 
 問合せ：7185-1529 我孫子市都市計画課景観推進室 
 
◆子育てサロン「わ」                       
＊仲間の 輪･和･笑い の中で ゆったり過ごしましょう 
日 時：3月19日（火）：山本保健師の話（春の健康管理等）  

 4月16日（火）：内容未定 
    5月21日（火）：内容未定 

各10:00～11:30 
内 容：手遊び・おもちゃ遊び・月替わり企画等 
場 所：我孫子北近隣センター並木本館 多目的ホール 

 対象者：未就園児とその保護者 予約不要 
 主 催：我孫子北地区社会福祉協議会 
 共 催：我孫子北まちづくり協議会 
 問合せ：7165-3434（我孫子北地区社会福祉協議会） 
 
◆天子山「ふれあいサロン」のお誘い 
日 時：3 月 19 日（火）10:00～12:00 

 場 所：我孫子市つくし野 1－4－7 福田宅 
 内 容：抹茶でお茶を楽しむ 
 対象者：お年寄り 
 参加費：100 円（お菓子代） 
 主 催：「天子山ふれあいサロン」 
 問合せ：7182-2772（福田禎子） 

 

◆並木小「ふれあいサロン」のお誘い 
 日 時：3 月 22 日（金）10:30～14:30 
 場 所：市民プラザ・ホール 
 内 容：お楽しみ会（かくし芸大会・みなさんで食事） 
 対象者：お年寄り 
 参加費：600 円（お弁当代含む） 
 締切り：3 月 12 日（火）（600 円を添えてお申込み下さい） 
     ＊「送迎の必要な方は」お電話下さい 
 主 催：「並木小ふれあいサロン」 
 問合せ：7184-8701（須藤玲子） 

 

◆第１０回市民観桜会 

 日 時：4 月 1 日（月）10:00～15:00（雨天中止） 

 場 所：我孫子ゴルフ倶楽部（13 番・16 番コース周辺） 

 入 口：五本松公園向い側奥特設入口（正面入口は入れません） 

 禁止事項：喫煙・飲食・ペットの持込み・ゴルフなどの球技 

 必須事項：運動靴・ウォーキングシューズを履いて入場 

 会 費：100 円（保険料などに充当） 

 主 催：我孫子の景観を育てる会 

 後 援：我孫子市 

 協 力：（社）我孫子ゴルフ倶楽部 

 問合せ：090-6034-9149（観桜会事務局） 

 

 

我孫子からは、「ビストロ・ヴァンダンジュ」「味すゞ

亭」のシェフも参加しています。おいしくって珍しい

料理を味わいながらプロから食について学べる子ども

達は幸せですね。 

 

レストランのシェフが子ども達に食育を！ 

～子ども達の味覚もすてたもんじゃない～ 

 

 

 

佐藤シェフの根戸小学校 3 年 6 組での授業風景 

 

 

 

 


