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第3章 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

 

 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況は、本事業の実施により環境影響を受ける

範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体である東金市、山武市、九十九里町を

対象に、環境要素ごとに既存資料から情報を収集・整理した。 

  

3.1. 自然的状況 

 自然的状況に係る情報の収集・整理結果は、表 3.1-1 に示すとおりである。 

 

表 3.1-1(1) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項 目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

大気質の状況 最寄りの大気環境常時監視測定局である東金堀上測定局における令和元年度の

測定結果では、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質については環境基

準を達成していた。また、二酸化窒素については千葉県の環境目標値を達成して

いた。光化学オキシダントについては環境基準を達成していなかった。 

最も近傍で⼆酸化硫⻩の測定を⾏っている⼟気測定局では、環境基準は達成し

ていた。また、最も近傍でダイオキシン類、有害大気汚染物質（ベンゼン、トリ

クロロエチレン、テトラクロロエチレン、水銀及びその化合物）の測定を行って

いる千葉市緑区平川町（千葉市水道局）では環境基準（水銀については指針値）

を満足している。 

気象の状況 山武郡市広域行政組合消防本部中央消防署における令和元年の年間降水量は

1,487.0mm、年間平均気温は 15.9℃であった。また、東金堀上測定局の風向は、

北東及び北北東よりの風の出現率が高かった。 

水質の状況 最寄りの公共用水域水質測定地点である龍宮大橋（作田川）における令和元年

度の測定結果は、溶存酸素量、BOD 及び大腸菌群数を除き、全ての項目におい

て、環境基準を達成していた。また、水質及び底質中のダイオキシン類濃度は、

環境基準を達成していた。 

地下水については、概況調査では、東金市、山武市及び九十九里町とも複数の

地点において砒素が環境基準を超えている。継続監視調査では、東金市士農田及

び九十九里町作田において砒素が環境基準を超えている。 

水象の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川は、真⻲川⽔系真⻲川、

作田川水系作田川、境川、⽊⼾川⽔系⽊⼾川である。都市計画対象事業実施区域

の周囲には農業用水路が張り巡らされており、都市計画対象事業実施区域に沿っ

て 21 号排水路、7 号排水路が流れ、都市計画対象事業実施区域の南側を流れる

13 号排水路は作田川に合流している。 

騒音及び超低周波

音の状況 

都市計画対象事業実施区域周辺の自動車騒音の面的評価の結果、昼間・夜間と

も基準値以下となっていたのは、東金片貝線で 96.3%、東金豊海線で 93.1%、緑

海東金線で 99.8%、東金停車場線、成東停車場線及び一般国道 126 号(千葉東金

道路)では 100%であった。 

振動の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲では、公共による環境振動及び道路交

通振動の調査は実施されていない。 
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表 3.1-1(2) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況） 

項 目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

悪臭の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲では、公共による悪臭の調査は実施さ

れていない。 

地形及び地質等の

状況 

都市計画対象事業実施区域が位置する東金市は、千葉県のほぼ中央に位置し、

平坦な九十九里平野となだらかな起伏の両総台地に跨っている。地質層序は下位

より上総層群、下総層群、関東ローム層、沖積層となっている。 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲で、湧水は確認されていない。また、

上総層群に含まれる天然ガスが地表面に湧出する現象（上ガス）が確認されてい

る。 

地盤の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲は、天然ガスかん水採取地域であるた

め、千葉県が地盤変動量調査を行っており、令和元年度の地盤変動量調査結果に

よれば、1 年間で最も変動量が多い地点である九十九里町 KU-1 で年間−9.7mm

となっており、年間沈下量が 20mm 以上の地点はない。 

土壌の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の⼟壌は、主に⿊泥⼟壌及びグライ⼟

壌、粗粒褐色低地土壌である。 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲には、「土壌汚染対策法」に基づく指

定区域はないが、形質変更時要届出区域が存在する。 

植物の生育及び植

生の状況 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲では、文献調査により、種子植物等の

維管束植物が 162科 1309種（うち重要種 91科 346種）確認された。蘚苔類等の

非維管束植物の重要種が 27科 43種確認された。 

植生は、水田雑草群落や果樹園、畑雑草群落が主体となっている。重要な植物

群落として、成東食虫植物群生地、波切不動の森、成東のクマガイソウがある。 

巨樹・巨木林として、下武射田妙本寺の梛（ナギ）、富口のスギ等がある。 

動物の生息の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲では、文献調査により、哺乳類 10 科

15種（うち重要種 6科 8種）、鳥類は 40科 116種（同 28科 72種）、爬虫類は

7科 13種（同 7科 12種）、両生類は 6科 10種（同 5科 7種）、昆虫類は 94科

512 種（同 40 科 90種）、クモ類 7科 13 種（重要種なし）、多足類は 11科 15

種（重要種なし）が確認された。 

陸水生物の生息の

状況 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲では、文献調査により、魚類 14 科 36

種（うち重要種 7科 13種）、底生動物 20科 23種（同 13科 16種）が確認され

た。 

生態系の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の環境は市街地を除くと平地の生態系

と水域生態系に区分され、平地の生態系は、樹林地、草地・荒地、耕作地・果樹

園、水域生態系は、水田、湿地、河川・水路で構成される。 

景観の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点は、成東城跡公園及び

浪切不動院、山王台公園である。 

また、主要な景観資源として、県立九十九里自然公園、食虫植物群落、東金の

溜め池（八鶴湖・雄蛇ヶ池）と九十九里平野の水田景観、湖沼 丑ヶ池、成東町

のクマガイソウ、石塚の森等が存在する。 

人と自然との触れ

合いの活動の場の

状況 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲における主要な人と自然との触れ合い

の活動の場として、首都圏自然歩道（伊藤左千夫のみち等）、成東山浪切不動

院、成東・東金食虫植物群落、伊能忠敬記念公園等が存在する。 
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3.2. 社会的状況 

 社会的状況に係る情報の収集・整理結果は、表 3.2-1 に示すとおりである。 

 

表 3.2-1(1) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

人口の状況 令和 2 年 10 月の人口は、東金市 57,966 人、山武市 48,350 人、九十九里町

14,735人であり、減少傾向にある。世帯数はおおむね横ばいとなっている。 

なお、東金市内には人口密度の高い人口集中地区（DID）が存在している。 

産業の状況 平成 28 年 6 月現在の事業所数及び従業者数は、東金市 2,322 事業所・23,783

人、山武市 1,772 事業所・15,332人、九十九里町 688 事業所・4,687人であり、

卸売業・栗業の割合が高い。 

土地利用の状況 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の市町の地目別面積は、田の割合が最

も高く、次いで畑となっている。 

都市計画対象事業実施区域は、東金都市計画区域に含まれるが、区域区分の定

めはなく、用途地域の指定もされていない。 

河川の利用及び地

下水の利用の状況 

農業用水として、利根川の水を九十九里平野一帯に供給する両総用水の南部幹

線及び東部幹線が都市計画対象事業実施区域周辺を通っている。また、作田川の

水も農業用水として利用されており、成東堰、武射田堰、大中堰及び鶴巻堰の 4

つの堰から水田に配給されている。 

都市計画対象事業実施区域周辺の河川には漁業権は設定されていない。 

山武市の一部が「千葉県環境保全条例」（平成 7 年 3 月 10 日条例第 3 号）に

基づく地下水採取規制の指定地域に該当する。 

交通の状況 都市計画対象事業実施区域近傍の緑海東金線では、昼間 12 時間交通量は 9,815

台、大型車混入率は 8.3％となっている。 

鉄道はＪＲ東金線が通り、成東駅における平成 30 年度の平均乗車人員は 2,846

人/日、求名駅においては 2,013人/日である。 

学校、医療施設そ

の他環境の保全に

ついての配慮が特

に必要な施設の配

置の状況及び住宅

の配置の概況 

環境の保全について特に配慮が必要な最寄りの施設は、豊成小学校（南南東へ

約 1.7km）、さんむ医療センター及び山武市立なるとうこども園（北へ約

1.7km）、特別養護⽼⼈ホーム成島苑（北⻄へ約 1.7km）である。 

都市計画対象事業実施区域には住宅はなく、まとまった住宅地が存在する最寄

りの地区は、北⻄に位置する⾼島地区である。 

水道及び下水道の

整備の状況 

水道普及率は、75.1〜98.9％となっており、都市計画対象事業実施区域及びそ

の周囲は、山武郡市広域水道企業団の給水区域となっている。 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲の市町のうち公共下水道の整備が行わ

れているのは、東金市のみであり、整備率（面積比）は 71.0%、普及率（人口

比）は 41.5%である。なお、都市計画対象事業実施区域は公共下水道（汚水）の

全体計画区域には含まれていない。 
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表 3.2-1(2) 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況（社会的状況） 

項目 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

環境の保全を目的

とする法令等によ

り 指 定 さ れ た 地

域、その他の対象

及び当該対象に係

る規制の内容その

他の状況 

＜公害防止関係法令等＞ 

大気汚染、水質、土壌汚染、地盤沈下、騒音、振動、悪臭について、法及び条

例等に基づき、環境基準や規制基準等が定められている。 

＜自然環境保全関係法令等＞ 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲は、自然公園法に基づく「県立九十九

里自然公園」の一部が存在する。なお、自然環境保全法等に基づく自然環境保全

地域、郷土環境保全地域及び緑地環境保全地域は分布していない。 

また、都市計画対象事業実施区域には鳥獣保護区は指定されておらず、都市計

画対象事業実施区域及びその周囲に、首都圏近郊緑地保全区域、生産緑地地区、

特別緑地保全地区、生息地等保護区はない。 

＜国土保全関係法令等＞ 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲には両総台地の斜面及び崖地に急傾斜

地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定されている

が、地すべり防止区域、砂防指定区域、保安林は指定されていない。 

＜地球環境保全関係法令等＞ 

東金市では、「東金市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（平成 30

（2018）年策定）により、温室効果ガス削減目標を、令和 4（2022）年度まで

に、基準年度（平成 25（2013）年度）に対し 7％削減し、令和 12（2030）年度

までに、基準年度（平成 25（2013）年度）に対し 32％削減すると定めている。 

その他の事項 ＜資源の利用の状況＞ 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲において産出される天然資源として

は、天然ガスとヨードがある。 

＜廃棄物の処理等の状況＞ 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町の一般廃棄物の搬入量及び処理量

は、若干減少傾向にある九十九里町を除き、横ばい又はわずかに増加傾向となっ

ている。 

 令和元年度における県内の産業廃棄物の発生量は 21,177,974 t であり、有償物

量 2,568,903 tを除いた 18,609,071 tが産業廃棄物として排出されている。排出量

のうち、再生利用量は 8,705,170 t（排出量に占める割合 48.6％）、減量化量は

9,649,560 t（同 51.9％）、最終処分量は 254,340 t（同 1.4％）となっている。 

＜公害苦情の状況＞ 

 令和元年度における東金市の公害苦情は典型 7 公害が 37 件、それ以外が 16

件、山武市は典型 7 公害が 25 件、それ以外が 114 件、九十九里町は 0 件となっ

ていた。 

＜文化財＞ 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲においては、国指定天然記念物である

成東・東金食虫植物群落のほか、県指定・市町指定の史跡・天然記念物・有形文

化財（建造物）等が存在している。 

また、埋蔵文化財については、都市計画対象事業実施区域には、周知の埋蔵文

化財は確認されていないが、その周囲では確認されている。 
 


