
添付資料６   資料編一覧表 

第1編  三番瀬再生計画検討会議の経過（ＣＤ：「円卓会議」） 

１ 三番瀬再生計画検討会議（円卓会議） 

１ 三番瀬再生計画検討会議 

（１）開催状況、中間取りまとめ 

・三番瀬再生計画検討会議の開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ 

（２）会議資料 

第１回「（仮称）三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・（仮称）三番瀬再生計画検討会議出席者名簿 

・（仮称）三番瀬再生計画検討会議について（岡島私

案） 

・ 「三番瀬再生計画検討会議」設置要綱（岡島私案）

・「（仮称）三番瀬再生計画検討会議」今後のスケジュ

ール（岡島私案） 

第２回「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・平成１４年度の三番瀬関係の県の組織及び当初予算

案について 

・三番瀬再生計画検討会議事務局への参加者の公募に

ついて 

・円卓会議等の議事録の取り扱いについて 

・円卓会議委員の代理出席について 

・「三番瀬再生計画検討会議」設置要綱 

・三番瀬「専門家会議」運営要領 

・第１回三番瀬「専門家会議」の委員発言要旨 

・第１回三番瀬専門家会議 議事録 

・三番瀬の再生の考え方についての意見について 

・三番瀬の環境の推移 

・「市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調

査結果の概要について」 

第３回「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・「三番瀬円卓会議設置要綱の一部改正」と「「三番瀬

円卓会議委員の代理出席」等について 

・「三番瀬円卓会議」設置要綱 

・円卓会議委員の代理出席について 

・三番瀬プロジェクトチームの発足について 

・三番瀬の再生の考え方についての意見について 

・三番瀬海域において実施予定の事業について 

・小委員会の設置について 

・三番瀬再生計画検討会議 小委員会希望者一覧表 

第４回「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬「海域小委員会」の開催結果について 

・第１回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・三番瀬「海域小委員会」運営要領（案） 

・三番瀬「護岸・陸域小委員会」運営要領（案） 

・第３回円卓会議での「三番瀬の再生の考え方」にお

ける各委員の意見 

・第１回専門家会議での「検討の範囲」に係る意見 

 

第５回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・円卓会議組織規定の制定について 

・第３回三番瀬「海域小委員会」の開催結果について

・第２回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・第３回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・検討の進め方（案） 

・佐々木委員の資料 

第６回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・円卓会議から要請のあった国への予算要望について

・第４回及び第５回三番瀬「海域小委員会」の開催結

果について 

・第４回及び第５回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の

開催結果について 

・第２回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・検討の進め方（案） 

・これまでの【再生の目標等】の検討内容の整理 

・港湾計画の概要 

・７月１９日及び２０日の第５回円卓会議での検討結

果 

第７回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・小埜尾委員の辞任の経過について 

・プレジャーボート条例に係る規制区域の指定につい

て 
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・海岸保全基本計画の策定について 

・平成１３年台風１５号により被災した、船橋中央埠

頭護岸の仮復旧について 

・サテライトオフィスの設置について 

・第６回三番瀬「海域小委員会」の開催結果について

・第６回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・第３回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・検討の進め方 

・【再生の目標】に関するマトリックスの整理につい

て 

・佐々木委員の意見 

・望月委員の意見 

・青潮対策に係る利用可能な技術の導入についての各

提案者から報告のあった事例説明資料 

・青潮対策についての第３回専門家会議資料 

・【再生の目標等】の検討内容の整理 

第８回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第７回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・サテライトオフィスの管理運営委託について 

・第７回三番瀬「海域小委員会」の開催結果について

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（起草案）

・【再生の目標】の検討内容の整理 

第９回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第８回三番瀬「海域小委員会」の開催結果について

・第８回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・「三番瀬再生に向けての中間とりまとめ（起草案）」

に対する意見及び助言 

・海域小委員会における検討結果の概要 

・護岸・陸域小委員会の中間とりまとめ 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（案） 

第１０回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第９回三番瀬「海域小委員会」の開催結果について

・青潮対策に係る提案された既存技術に関するコンペ

計画書 

・青潮対策としての利用可能な既存技術に関する比較

検討募集要項（案） 

・今後の取り組みについてのスケジュール 

・「三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ」説明会

について 

・江戸川第一終末処理場の経過について 

・三番瀬サテライトオフィスの状況について 

第１１回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１０回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第１１回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第９回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果に

ついて 

・第１０回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・第４回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・「中間とりまとめ」説明会開催状況 

・【中間とりまとめ】に対する意見集 

・検討の進め方（案） 

・三番瀬円卓会議及び小委員会の委員の募集について

（案） 

・制度的担保等に関する検討状況について 

・三番瀬の再生と市民参加に関するアンケート結果

（速報・暫定版） 

・「三番瀬の未来を考える」シナリオ・ワークショッ

プ 

・平成１５年度実施予定の三番瀬関連の県事業につい

て 

・三番瀬サテライトオフィスの移転について 

・三番瀬における不法係留船の移動措置等について 

・江戸川第一終末処理場に係わるアンケート調査の集

計結果 

第１２回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１１回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・海域小委員会におけるワーキンググループの開催状

況について 

・制度的担保に関する検討課題と組織について 

・円卓会議公募委員等の選考について 

・円卓会議事務局スタッフ募集要項 

・平成１５年度実施予定の三番瀬関連の事業について

・国の予算スケジュール 

・「三番瀬円卓会議設置要項の一部改正」について 

・他県の参考条例、参考法律・千葉県条例集（別冊）

・三番瀬サテライトオフィス運営報告 

・参考資料１（三番瀬の再生と市民参加に関するアン

ケート結果（暫定版）） 

・参考資料２（三番瀬市民調査「集計報告書」の要約）

第１３回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
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・議事録 

・第１２回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第１２回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・再生制度検討小委員会の委員について 

・平成１６年度国への施策・予算に対する重点提案・

要望事項 

・三番瀬シンポジウムについて 

・「三番瀬再生計画検討会議小委員会組織規程」の一

部改正について 

・三番瀬の再生のための調査・研究の手順について（提

案） 

第１４回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１３回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・三番瀬の変化とその因果関係 

・三番瀬変遷史 

・再生のイメージ 

・平成１５年度に実施する調査について１ 

・平成１５年度に実施する調査について２ 

・平成１５年度に実施する調査について３ 

・平成１５年度に実施する調査について４ 

・平成１５年度漁場再生にかかる調査・検討実施計画

書（案） 

・第１３回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・参考資料 各ワーキンググループのとりまとめ（案）

・第１回三番瀬「再生制度検討小委員会」の開催結果

について 

・市川塩浜地区の護岸の現状確認 

・今後の進め方について 

・三番瀬フェスタの後援について 

・参考資料 三番瀬「再生制度検討小委員会」資料 

・参考資料 市川塩浜地区の護岸の現状確認 

・参考資料 三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ

第１５回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１４回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・三番瀬の再生の方向 

・専門家会議幹事会の会議結果について 

・三番瀬モニタリング調査マニュアル作成事業の実施

について 

・別添資料 三番瀬「専門家会議幹事会」において用

いた資料 

・第１４回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・ワーキンググループのまとめ 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図等 

・第２回三番瀬「再生制度検討小委員会」の開催結果

について 

・三番瀬に関する条例の構造 

・国指定鳥獣保護区等について 

・参考資料 千葉県里山条例 

・千葉県報 

・参考資料 鳥獣保護区制度 

・目次作成グループの報告 

・「三番瀬の未来を考えるシナリオ・ワークショップ」

開催結果報告 

・市川市の緊急対応 

・市川市塩浜三番瀬案内所の開設について 

第１６回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１５回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第１５回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図等 

・第３回及び第４回三番瀬「再生制度検討小委員会」

の開催結果について 

・第３回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点整理

等 

・関係法令の適用範囲イメージ 

・三番瀬主要河川流域図 

・三番瀬に関する条例の構造 

・要綱素案その２ 

・千葉県行政組織条例 

・公有水面埋立法（抜粋） 

・滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例等 

・水産基本法の制定について 

・第７回三番瀬「専門家会議」（拡大会議）の概要 

・第１回起草・編集グループ会議結果 

・参考資料 三番瀬フェスタ三番瀬再生計画意見発表

会資料 

第１７回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第８回三番瀬「専門家会議」の開催結果概要につい

て 

・第１６回及び第１７回海域小委員会の開催結果概要

について 
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・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する回

答について 

・第１６回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・各ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する海

域小委員会からの意見について 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する専

門家会議からの回答について 

・全般にまたがる事項（修正原案） 

・第５回三番瀬「再生制度検討小委員会」の開催結果

について 

・第５回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点整理

等 

・要綱素案その３ 

・三番瀬再生計画検討会議及び再生制度検討小委員会

への意見 

・三番瀬再生計画第一次素案（全文） 

・三番瀬再生計画意見発表会「市民が語る三番瀬」 

第１８回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１８回三番瀬「海域小委員会」の開催結果概要 

・第１７回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・各ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・海域小委員会、専門家会議からの意見に対し対応す

べき項目（案） 

・環境アセスメントとモニタリングの実施 

・全般にまたがる事項（修正原案） 

・第９回三番瀬「専門家会議」会議結果の概要 

・再生計画素案拡大編集会議の概要 

・三番瀬再生計画素案（案） 

・「第三章 課題」に記述する事項 

・三番瀬再生計画第一次素案に対する意見 

・ＦＲＰ廃船高度リサイクルシステム構築プロジェク

トリサイクルシステム総合実証試験について 

・三番瀬再生計画意見発表会「市民が語る三番瀬」 

・参考資料 『三番瀬再生特区』、『三番瀬トラスト』

について 

第１９回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第１９回三番瀬「海域小委員会」の開催結果概要 

・三番瀬再生計画素案（案） 

・清野委員作成資料 理想の海から陸への連続性の再

生 

・「三番瀬再生計画素案」に対する意見の募集につい

て 

・要望・意見書の全リストの発表について 

第２０回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第２０回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第２０回海域小委員会関係資料 

・第６回及び第７回三番瀬「再生制度検討小委員会」

の開催結果について 

・第７回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点及び

パブコメの状況ほか 

・再生制度小委員会資料集(案) 

・第１０回三番瀬「専門家会議」会議結果の概要 

・三番瀬再生計画素案へのパブリックコメント意見要

約集 

・「三番瀬再生計画素案」に対する意見一覧（パブリ

ック・コメント） 

・第１９回円卓会議時点の再生計画素案とパブリック

・コメントを実施した再生計画素案との対照表 

・参考 

・三番瀬再生計画案の構成について（提案） 

・三番瀬視察会の開催について 

・三番瀬の今年の海苔の状況について 

第２１回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・パブリックコメントへの対応表 

・パブリックコメントへの対応表  参考資料（三番

瀬の歴史） 

・三番瀬再生計画案（修正版） 

・三番瀬再生計画案（概要版） 

第２２回 「三番瀬再生計画検討会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第２１回三番瀬「海域小委員会」会議結果の概要 

・第１８回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・第１１回三番瀬「専門家会議」会議結果の概要 

・三番瀬再生計画案（再修正版） 

・三番瀬再生計画案（概要版案） 

・再生計画案 訂正資料 

・前回円卓会議（1月7日）からの変更箇所一覧 

・パブリックコメントへの対応表 

・三番瀬再生計画検討会議の後継組織について（会長

メモ） 

・三番瀬再生計画検討会議の後継組織に関する意見 

・豊かな東京湾の再生を目指して（水産庁プレスリリ

ース） 
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２ 海域小委員会（海域小委員会、再生イメージＷＧ、行徳湿地検討ＷＧ、干潟的環境の回

復・創造ＷＧ、干潟的環境の回復・創造ＷＧ（河川流域ＷＧ）） 

２－１ 海域小委員会  

（１）開催状況、とりまとめ 

・小委員会の開催状況（回数、年月日、場所、議題、

参加人数） 
・海域小委員会の中間とりまとめ 

（２）会議資料 

第１回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・三番瀬「海域小委員会」運営要領について 

・三番瀬「海域小委員会」運営要領（案） 

・新規の委員の選考方法について（案） 

・補足調査等の実施状況 

・平成１４年度に実施する調査について 

・平成１４年度予算として想定した基礎的調査の概要

・三番瀬海域において実施予定の事業について 

・船橋市漁業協同組合が計画している漁場改良事業（覆

砂）の概要 

第２回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・三番瀬海域において実施予定の事業について 

・三番瀬周辺現況図 

・平成１４年度調査（案）に対する各委員からの意見・

要望 

・平成１４年度に実施する基礎的調査の概要（案） 

・平成１４年度に実施する基礎的調査の内容（案） 

・東京湾における青潮発生のメカニズム 

・青潮の発生事例（平成３年度から１３年度） 

・貧酸素水塊のモニタリングについて 

・青潮（貧酸素水）による漁業被害状況について 

第３回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・海域小委員会の新規委員候補者について 

・東京湾における青潮発生のメカニズム 

・青潮の発生事例 

・貧酸素水塊のモニタリングについて 

・青潮（貧酸素水）による漁業被害状況について 

・青潮の対策事例について 

・第３回海域小委員会青潮対策について 

第４回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・平成１４年度調査の進捗状況について 

・青潮対策についての各委員からの意見の概要 

・深掘部の埋戻しについて 

・７月１９日及び２０日の第５回円卓会議での検討結

果 

・三番瀬周辺現況図 

・干潟内での青潮対策事例 

第５回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・平成１４年度調査の経過概要について 

・第２回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・三番瀬周辺において発生した青潮について 

・東京内湾における貧酸素水塊の解消時期について 

・東京湾における青潮発生のメカニズム 

・青潮対策ごとの提案・意見 

・海域小委員会へ応募のあったアイデア・意見のまと

め 

・青潮対策についての技術的な補足説明資料 

・青潮対策としての公募意見 

・第２回専門家会議資料 

・青潮発生時のエアレーション試験に伴う水質試験結

果（船橋漁業協同組合） 

第６回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・平成１４年度調査の経過概要について 

・船橋市漁業協同組合が実施した漁場耕耘・覆砂事業

の追跡調査について 

・市川航路・泊地の浚渫工事に対するモニタリングに

ついて 

・平成１５年度国へのアオサ対策等に係る予算要望に

ついて 

・青潮対策に係る利用可能な技術の導入についての各

提案者から報告のあった技術的な説明資料 

・青潮対策としての公募意見（追加分） 

・平成１４年度三番瀬鳥類生態調査業務 シギ・チド

リ類採餌状況調査（夏）速報 

・今後の検討事項についての各委員からの意見 

第７回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・小埜尾委員の辞任の経過について 

・平成１５年度予算要望について 

・第７回三番瀬「円卓会議」の開催結果について 
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・三番瀬「海域小委員会」運営要領 

・第３回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・海域小委員会における検討結果の概要（案） 

・第７回円卓会議において承認された三番瀬海域に係

る調査の概要について 

・市川航路・泊地維持浚渫工事についてのデータ及び

資料の説明 

・青潮対策に係る利用可能な技術の導入についての各

提案者から報告のあった事例説明資料 

・今後の検討事項についての各委員からの意見 

・青潮対策ごとの提案・意見 

・海域小委員会へ応募のあったアイデア・意見のまと

め 

・「利用可能な既存技術の導入についての提案」につ

いての比較検討表（概要） 

・青潮に関するまとめ 

第８回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・三番瀬「海域小委員会」運営要領 

・海域小委員会における検討結果の概要（案） 

・「海域小委員会における検討結果の概要（案）」に

対する意見 

・提案された既存技術に関するコンペ計画書（一次案）

・第６回円卓会議報告資料（再掲） 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（起草案）

第９回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・平成１４年度三番瀬現況調査委託の中間報告につい

て 

・平成１４年度調査の経過概要について 

・千葉県における水質保全対策 

・プレジャーボート条例に係る規制区域の指定につい

て 

・青潮対策に係る提案された既存技術に関するコンペ

計画書 

・青潮対策としての利用可能な既存技術に関する比較

検討募集要項（案） 

・今後の取り組みについてのスケジュール（案） 

第１０回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・青潮対策としての利用可能な既存技術に関する比較

検討募集要項 

・各委員から提案された「海域から見た再生された三

番瀬」のイメージ 

・三番瀬の海からみた再生のイメージの公募要領（案）

・平成１４年度調査の経過概要について 

・市川航路の浚渫経緯について 

・平成１５年度海域小委員会事業実施計画（案） 

・スケジュールを考慮した検討項目 

・千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会設置要領 

第１１回 三番瀬「海域小委員会」 

・会議結果速報 
・議事録 
・海域小委員会におけるワーキンググループの設置に

ついて 

・第４回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・青潮対策として利用可能な技術の申請者一覧 

・三番瀬の「海から見た再生のイメージ」の公募につ

いて 

・応募のあった「海から見た再生のイメージ」 

・三番瀬の再生のための干潟・藻場環境回復・創造に

関連する調査や研究の進め方 

・第１０回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・平成１５年度実施予定の三番瀬関連県事業について

・千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会について 

・三番瀬における不法係留船の移動措置等について 

第１２回 三番瀬「海域小委員会」 

・会議結果速報 
・議事録 
・海域小委員会の公募委員候補者について 

・青潮対策としての利用可能な既存技術の検討結果 

・青潮対策として利用可能な技術の申請者一覧 

・海域小委員会におけるワーキングの開催状況につい

て 

・平成１４年度調査結果について 

・平成１５年度実施予定の三番瀬関連の事業について

・青潮対策実験調査及びＮＰＯ調査委託事業について

・市川泊地・航路の維持浚渫工事について 

・国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所実施の三

番瀬関連調査について 

・再生制度検討小委員会の委員について 

・河川流域ワーキンググループについて 

・護岸・陸域小委員会の開催状況 

・護岸・陸域小委員会からの依頼事項の取り扱いにつ

いて 

・三番瀬「海域小委員会」運営要領 

第１３回海域小委員会 

・会議結果速報 
・議事録 
・再生イメージワーキングの開催状況について 
・盤洲干潟観察記 

・海岸保全施設平面図 

・三番瀬再生にかかるキーワード 

・三番瀬の変化とその因果関係 
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・三番瀬変遷史 

・委員及び県民から提案された「再生のイメージ」 

・再生イメージ項目分類表 

・分類項目ごと整理票（案） 

・行徳湿地検討ワーキングの検討経過について 

・干潟的環境の回復・創造ＷＧの開催結果について 

・平成１５年度に実施する調査（アサリ・アオサ・藻

場）について 

・平成１５年度漁場再生にかかる調査・検討実施計画

書（案） 

・下水道終末処理場からの排水中に含まれる塩素につ

いて 

・海域小委員会ワーキンググループ委員の追加につい

て 

・河川流域ワーキンググループについて 

・第１３回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・茜浜沖土砂投入状況断面図 

第１４回 三番瀬「海域小委員会」 

・会議結果速報 
・議事録 
・再生イメージワーキングの開催状況について 

・行徳湿地に関する検討経過について 

・第１回河川流域ワーキンググループの開催状況につ

いて 

・専門家会議幹事会の会議結果について 

・海域小委員会への報告、検討依頼事項 

・三番瀬ＮＰＯ調査委託事業（三番瀬モニタリング調

査マニュアル作成事業）の実施について 

・市川塩浜地区の護岸の現状確認 

・降雨時における船橋市宮本ポンプ場からの放流につ

いて 

・市川塩浜地区の護岸における市川市の緊急対応 

・第１４回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

第１５回 三番瀬「海域小委員会」 

・会議結果速報 
・議事録 
・再生イメージワーキングの開催状況について 

・行徳湿地連携調査について 

・干潟的環境の回復・創造ＷＧの開催結果について 

・河川流域ワーキングの開催状況について 

・第７回三番瀬「専門家会議」（拡大会議）の概要 

・第６回三番瀬「専門家会議幹事会」の概要 

・第１５回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・論文 希少生物カブトガニの生息地としての大分県

守江湾干潟における環境変遷とその修復 

・自然共生型海岸づくりの進め方 

・環境保全型下水道事業の事例 

・参考資料 後藤委員作成資料 

第１６回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・護岸・陸域小委員会から海域小委員会への報告、検

討依頼事項 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループのとり

まとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループで示さ

れたイメージ図等 

・清野委員私案 理想の海から陸への連続性の再生 

・望月委員資料 護岸に係る検討について 

・海域小委員会における護岸に関する委員の意見（抜

粋） 

・専門家会議の幹事会の開催結果の概要について 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける検討資

料 

・漁場再生に係る調査事業の経過報告について 

・三番瀬NPO調査委託事業（三番瀬モニタリング調査

マニュアル作成事業）の再募集について 

第１７回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・海域小委員会から専門家会議への検討依頼事項 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループのとり

まとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループで示さ

れたイメージ図等 

・清野委員私案 理想の海から陸への連続性の再生 

・望月委員資料 護岸に係る検討について 

・海域小委員会における護岸に関する委員の意見（抜

粋） 

・専門家会議の幹事会の開催結果の概要について 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける検討資

料 

・第１６回海域小委員会の開催結果の概要について 

・海域小委員会及び護岸・陸域小委員会委員からの追

加意見等 

・第８回専門家会議の開催結果の概要について 

・護岸・陸域小委員会から依頼のあった検討事項に対

する回答について（専門家会議） 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する回

答について 

・三番瀬の再生の方向性 

・水循環の変化と三番瀬への影響 

・参考資料 腰越漁港改修検討委員会からの報告等 

 第１８回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
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・議事録 
・第８回、第９回及び第１０回再生イメージワーキン

グの開催状況について 

・行徳湿地検討ワーキングの検討状況について 

・第７回干潟的環境の回復・創造ワーキング開催結果

概要およびこれまでに検討され合意された事項につい

て 

・干潟的環境の回復・創造ワーキング資料 

・第３回及び第４回河川流域ワーキングの開催状況に

ついて 

・三番瀬再生計画素案 

・三番瀬再生計画第一次素案に対する意見 

・三番瀬再生計画素案の「漁業」についての意見 

・第１７回三番瀬「護岸・陸域小委員会」の開催結果

について 

・各ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・海域小委員会、専門家会議からの意見に対し対応す

べき項目（案） 

・環境アセスメントとモニタリングの実施 

・第９回三番瀬「専門家会議」結果の概要 

・「千葉港葛南西部地区市川市潮浜地先 強熱減量、

粒度分布分析結果」 

・参考資料 平成１４年版 千葉県環境白書 

第１９回 三番瀬「海域小委員会」 

・開催結果速報 
・議事録 
・３ 漁業 

・３ 漁業（再修正版） 

・三番瀬再生計画案（漁業）についての各委員からの

意見 

・三番瀬再生計画案（漁業）についての各委員からの

意見（追加意見） 

・三番瀬再生計画素案 第２章 ３ 漁業 補足説明資料

・三番瀬再生計画素案 第２章 ３ 漁業 補足説明資料

（追加資料） 

・三番瀬の干潟的環境の回復・創造の方向性（案） 

・河川流域ワーキングからの報告 

第２０回 三番瀬「海域小委員会」 
・開催結果速報 
・議事録 
・三番瀬におけるアサリ調査のコンセプト 
・行徳湿地連携調査について 
・第８回干潟的環境の回復・創造ワーキング開催結果

概要 
・河川流域ワーキンググループのとりまとめ 
・三番瀬自然環境総合解析の概要について 
・海域シミュレーション結果の概要(速報)について 
・三番瀬青潮対策実証試験結果について 
・三番瀬海域の沈下についての見解 

・「葛南中央地区の岸壁改良」に伴う周辺海域の環境

評価について 
・第１０回三番瀬「専門家会議」開催結果の概要 
・Ｈ１５三番瀬漁場再生調査 

・平成１５年度三番瀬アサリ着底・成長適地調査(案)

について 

第２１回 三番瀬「海域小委員会」 
・開催結果速報 
・議事録 
・三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」 報告書

（案）（抜粋版（第２稿）） 
・三番瀬自然環境総合解析（修正案：H16.1.16） 
・三番瀬青潮対策および環境修復に係る影響・効果予

測調査 報告書（案）［抜粋］ 
・平成15年度三番瀬青潮対策実証試験 報告書（案）

・「葛南中央地区の岸壁改良」に伴う周辺海域の環境評

価について 
・海域シミュレーション結果の概要 
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２－２  再生イメージワーキンググループ

（１）開催状況 

・再生イメージワーキングの開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回再生イメージワーキング 

・議事録 

・各委員及び県民から提案された「海から見た再生の

イメージ」 

・海底地形を含めた詳細地図と深浅図 

・埋立事業の年譜 

・望月委員資料 

第２回再生イメージワーキング 

・議事録 
・盤洲干潟航空写真 

・盤洲干潟深浅図 

・三番瀬における食物連鎖から見た主要な種関係 

・盤洲干潟の生物相 

 （現存植生図・植物の注目種の分布・特記すべき鳥

のよく観察される場所・干潟の主な魚類の分布・

主な底生生物の分布・海岸性甲虫類とイソミミズ

の生息域図・小櫃川河口の貴重なゴミムシ類分布

詳細図） 

・盤洲干潟における漁業 （のり養殖施設の配置の変

化・殻長20mm未満のアサリ稚貝の分布） 

第３回再生イメージワーキング 

・議事録 

・大野敏夫氏、大野一敏氏の紹介文 

・写真（「東京湾で魚を追う」より転載） 

・三番瀬航空写真（昭和２１年） 

・三番瀬航空写真（昭和２２年） 

・三番瀬航空写真（昭和３９年） 

第４回再生イメージワーキング 

・議事録 

・盤洲干潟観察記 

・聞き取りにおける三番瀬再生にかかるキーワード 

・三番瀬の変化とその因果関係 

・三番瀬変遷史 

・再生のイメージ項目分類表 

第５回再生イメージワーキング 

・議事録 

・三番瀬の再生の方向 

・三番瀬変遷史 

・三番瀬変遷史（聞き取り） 

・再生のイメージ項目分類表 

・今後の進め方について 

第６回再生イメージワーキング 

・議事録 

・三番瀬の再生の方向 

・三番瀬変遷史 

・三番瀬変遷史（聞き取り）市川 

・聞き取り抜き書き 市川 

・聞き取り抜き書き 船橋＜追加＞ 

・分類項目ごと整理表 

・参考資料 アンケート回答 

・後藤委員資料 『再生イメージ』確立のための整理

第７回再生イメージワーキング 

・議事録 

・三番瀬の変化とその因果関係 

・三番瀬の再生の方向性 

・「再生の方向性」と「再生イメージマトリックス」

との突き合わせ 

・三番瀬の再生の方向性 

・「再生の概念」（草稿・メモ段階） 

・大分県中津干潟における海岸の変遷－写真資料に基

づく解析－ 

第８回再生イメージワーキング 

・議事録 

・三番瀬の再生の方向性 

・東京の川と海のいきもの 

・再生の概念」（案） 

・写真にみる三番瀬とその周辺の水と生活 

第９回再生イメージワーキング 

・議事録 

・ノリの生産紹介 

・千葉県ののり漁場の特徴 

第１０回再生イメージワーキング 

・議事録 

・三番瀬の変化とその因果関係 

・三番瀬の再生の方向性 

・三番瀬変遷史 

・三番瀬変遷史（聞き取り） 

・再生イメージ図 

・再生イメージ図 写真 

・地下水環境の変遷について 

・大地のやさしい使い方 

（３）その他資料 
・再生イメージ図（最終版） 
・理想の干潟断面図 
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 ２－３行徳湿地検討ワーキンググループ 

（１）開催状況 

・行徳湿地検討ワーキングの開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回行徳湿地検討ワーキング 

・議事録 

・新浜ってこんなところ 

・行徳内陸性湿地再編整備検討協議会資料 

・地形図及び航空写真で見た三番瀬と行徳湿地の変遷

第２回行徳湿地検討ワーキング 

・議事録 

・千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会資料 

・行徳近郊緑地を守る会資料 

・参考資料１（行徳近郊緑地特別保全地区 海域部分

の改良計画） 

・参考資料２（行徳野鳥観察舎の軌跡） 

・行徳街づくりの会資料 

・行徳野鳥観察舎友の会資料 

・新浜研究会資料 

第３回行徳湿地検討ワーキング 

・議事録 

・行徳内陸性湿地再整備検討協議会資料 

・行徳近郊緑地を守る会資料 

・行徳街づくりの会資料 

・行徳野鳥観察舎友の会資料 

・新浜研究会資料 

・行徳湿地連携検討調査（事務局案） 

第４回行徳湿地検討ワーキング 

・議事録 

・行徳湿地の現状についてのまとめ（望月委員） 

・行徳近郊緑地特別保全地区（行徳鳥獣保護区部分）

の環境改善要件について（蓮尾委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４干潟的環境の回復・創造ワーキンググ

ループ 
（１）開催状況 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングの開催状況（回

数、年月日、場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・海域小委員会の中間報告 

・三番瀬の再生のための干潟・藻場環境回復・創造に

関連する調査の研究の進め方 

・当面の調査項目 

第２回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・平成１５年度に取り組む６項目の調査について 

・アサリ・アオサ・アマモに関する調査について 

・三番瀬内の干潟等についての詳細調査（案） 

・航空写真で見た海岸線の変遷 

・埋立事業の年譜 

・船橋航路防泥柵付近 

・三番瀬海底地形の地盤高 

・土量変化平面図 

・三番瀬における地形変化の推移とイベント 

・江戸川放水路における放水状況 

・猫実川河口域におけるコアの粒度分布 

・江戸川第二終末処理場から三番瀬海域への暫定放流

について 

・平成１４年度調査と補足調査等との比較について 

・参考資料（アサリ・アオサ・アマモについて） 

第３回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・平成１５年度に実施する調査（アサリ・アオサ・藻

場）について（事務局案） 

・平成１５年度漁場再生にかかる調査・検討実施計画

書（案） 

第４回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・検討課題一覧表（案） 

・再生イメージワーキング資料 

・ゾーン毎の海域等の特性について 

・『再生イメージ』確立のための整理（後藤委員資料）

・都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト（細川委

員資料） 

第５回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・三番瀬の海域の共通認識 

・「再生イメージ」と各委員会、各ＷＧでの検討状況

の整理～エリア別 

・ゾーン毎の海域等の特性について 
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・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける検討課

題一覧表 

・護岸における付着生物の調査結果 

・汽水性生物の生息分布 

・ゾーン毎の海底地形の断面 

・生息孔の分布状況 

・細川委員のメモ 

・佐野委員の意見 

・参考資料 再生イメージワーキング資料 

・『再生イメージ』確立のための整理（後藤委員資料）

第６回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・三番瀬環境勾配図（案） 

・護岸の前面海域等の特性について 

・三番瀬における自然環境の解析（底質環境と底生生

物） 

・水際線、護岸、後背湿地の変化と生物（後藤委員資

料） 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける検討課

題一覧表（分野別）（案） 

・「再生イメージ」と各委員会、各ワーキンググルー

プでの検討状況の整理～エリア別（干潟的環境の回

復・創造ワーキングとの関連項目） 

・三番瀬の海域の共通認識 

・参考資料 

・参考資料 等深浅図 

・参考資料 「護岸・陸域小委員会」ＷＧで示された

イメージ図等 

・第２回三番瀬起草・編集グループの打ち合わせ資料

（干潟・浅海） 

・『再生イメージ』確立のための整理～『三番瀬再生

計画』の共通認識の共有のために～（後藤委員資料）

・水際線、護岸についての基本的議論の枠組み整理 

・水際線、護岸が海域に与える影響のチェックシート

第７回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・護岸の比較（生物生息条件） 

・三番瀬の浅海部・干潟の地形診断（細川委員資料）

・三番瀬自然環境総合解析について 

・干潟的環境の回復・創造の方向性（案） 

・干潟的環境の回復・創造の方向性チェックシート（案）

・三番瀬再生計画第一次素案 

・参考資料 第８回専門家会議の開催結果概要（猫実

川河口の評価など） 

・参考資料 浦安日の出地区、市川塩浜地区における

護岸等の再生イメージ 

・参考資料 アマモの基礎情報 

第８回干潟的環境の回復・創造ワーキング 

・議事録 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおけるこれま

での検討内容 

・第４回～第７回干潟的環境の回復・創造ワーキング

における主な意見について 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける水際線、

護岸についての検討結果のとりまとめ（案） 

・護岸における生物生息条件について（講義） 

・三番瀬の再生のための調査・研究の手順について 

・参考 三番瀬再生計画素案（抜粋） 

・干潟的環境創造に関する提案（私案）（後藤委員資

料） 
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２－５ 干潟的環境の回復・創造ＷＧ（河川

流域ワーキンググループ） 
（１）開催状況 

・河川流域ワーキングの開催状況（回数、年月日、場

所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回河川流域ワーキング 

・議事録 

・河川流域ワーキング設置の経緯について 

・三番瀬に流入する主要な河川 

・行徳可動堰について 

・三番瀬海域・主要河川の水質状況 

・浸透施策について 

・市川市行徳付近の水路網図 

・環境に配慮した河川改修事例 

・土地利用状況図 

第２回河川流域ワーキング 

・議事録 

・第１回河川ワーキンググループ議事要旨 

・河川ＷＧにおける検討課題について（チェックシー

ト試案） 

・三番瀬に流入する主要な河川の整備状況 

・市川市行徳付近の雨水排水の状況 

・行徳可動堰の状況 

・水環境の状況 

・水循環に係る状況 

・大浜委員資料 三番瀬の集水域について 

第３回河川流域ワーキング 

・議事録 

・河川流域ワーキングの開催状況について 

・水循環の変化と三番瀬 

・河川ＷＧにおける検討課題 

・「水循環の再生」のチェックシート 

・淡水導入について 

・干潟等の再生について 

・地質環境模式図 

・海老川水循環計画の施策検討状況 

・「三番瀬の再生」のための「水循環の再構築」のチ

ェックシート 

・参考資料 江戸川第一終末処理場について（報告）

・参考資料 地下水資源の再生と地質環境の保全 

 第４回河川流域ワーキング 

・議事録 

・水循環の変化と三番瀬 

・流入河川等の水質等 

・行徳可動堰の状況 

・真間川・海老川・猫実川の河川の状況 

・河川、水路の河口付近の状況 

・江戸川からの取水及び水道給水状況 

・第１次素案について 

・環境省の情報について 

第５回河川流域ワーキング 

・議事録 

・水循環フロー、模式図 

（参考）健全な水循環構築に向けて（中間とりまとめ）

・江戸川左岸圏域河川の整備 

・三番瀬周辺河川等の水質の状況 

・本海川（山谷澪）の現状 

・淡水導入について 

・水循環構築の方向性 

・水循環についての検討・対応状況 

・市街化調整区域等の開発計画 

・江戸川放水路（行徳可動堰直上流）の土砂粒径につ

いて 

第６回河川流域ワーキング 

・議事録 

・第５回ＷＧでの水循環に係る意見               
・三番瀬周辺河川等の水質の状況                
・「水循環再構築の方向性」（修正版） 

・水循環施策の検討・対応状況（修正版） 

・ 真間川・海老川水系流域の市街化調整区域の土地利

用について  山谷澪の再生事業について （三橋委員

の意見） 

・本海川（山谷澪）の現状  
・ 市街化調整区域の開発計画  海老川上流地区づくり

の概要 

・高谷川の改修計画  江戸川左岸圏域河川整備計画

（案）（抜粋版） 

・淡水導入について （第４、５回ＷＧのまとめ） 

第７回河川流域ワーキング 

・議事録 

・検討のまとめ（文章） 

・水循環の変化と三番瀬（１）（２）               

    流域、河川施設の変遷 

・水循環の変化と三番瀬への影響（昭和初期まで、昭

和初期から現在） 

上記変遷により水循環が変化し、それらが三番瀬

に及ぼした影響 

・「三番瀬の再生」にとっての「水循環再構築」の方

向性 

水循環再生に際してのポイント（項目）の整理 

・水循環施策の検討                               

    水循環再生に関して項目に対する流域での現状整

理 

・検討結果 

水循環に係る委員の意見整理                   

河川ルートの再構築（淡水導入）に係る結果     
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・検討に際しての資料 

  三番瀬に流入する主要河川の概要 

・位置                                     

      ・流域面積、土地利用の状況、河川の状況等   

      ・流域の土地利用の変遷（真間川）           

・流入量、水質の状況（河川、下水道、産業系）

のまとめ             

      ・流入量、水質、負荷量のバックデータ       

      ・河川浄化施設の状況                       

      ・雨水貯留浸透施設の状況                   

      ・流入河川の河口の状況                     

      ・本海川（山谷澪）の状況                   

      ・行徳可動堰の状況                         

      ・江戸川放水路洪水時調査（土砂流入状況）   

      ・猫実川の治水                          

      ・猫実川の水質浄化                         

      ・境川の状況                              

      ・河川整備に関する目標                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 222



 

３ 護岸・陸域小委員会（護岸・陸域小委員会、浦安ＷＧ、市川ＷＧ、船橋ＷＧ） 

３－１ 護岸・陸域小委員会  

（１）開催状況、とりまとめ等 

・護岸・陸域小委員会の開催状況（回数、年月日、場

所、議題、参加人数） 

・浦安ワーキンググループのとりまとめ 

・市川ワーキンググループのとりまとめ 
・船橋ワーキンググループのとりまとめ 
・護岸・陸域小委員会のとりまとめ（現状） 
・護岸・陸域小委員会とりまとめ（全体にまたがる事項） 
・護岸・陸域小委員会の中間とりまとめ 

（２）会議資料 

第１回  三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・三番瀬「護岸・陸域小委員会」運営要領について 

・三番瀬「護岸・陸域小委員会」運営要領（案） 

・新規の委員の選考方法について（案） 

・護岸等の現況について 

・今後の検討の進め方についての意見 

・平成１４年度に実施する調査について 

・海岸線調査（案） 

第２回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・護岸・陸域小委員会の新規委員候補者について 

・護岸等の現状について 

・海岸法等について（案） 

・船橋市資料 

・浦安市資料 

・市川市資料 

・第１回三番瀬「護岸・陸域小委員会」における「今

後の検討の進め方について」の意見 

・今後の検討の進め方についての意見 

・ゾーニングについて 

・海岸の事例について 

第３回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・護岸・陸域小委員会新規委員の選考過程について 

・護岸・陸域小委員会応募者の意見 

・高潮時に必要な護岸の高さ 

・第１回、第２回三番瀬「護岸・陸域小委員会」にお

ける「今後の検討の進め方について」の意見 

・具体案の提示についての意見 

・市川市塩浜協議会まちづくり委員会の資料 

・市川緑の市民フォーラムの資料 

・海岸の事例について 

・三番瀬周辺現況図等 

第４回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・塩浜護岸の当面の安全対策について 

・これまでに小委員会で出された意見の一覧表 

・具体案の提示についての委員からの意見 

・護岸・陸域小委員会募集意見（１） 

・護岸・陸域小委員会募集意見（２） 

・「護岸・陸域小委員会」において募集した意見・ア

イディア一覧 

・環境面から見た水際部の基礎調査（案） 

第５回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・海岸保全区域について 

・第２回三番瀬「専門家会議」の開催結果について 

・これまでに小委員会等で出された意見の一覧表 

・委員からの意見 

・「護岸・陸域小委員会」において募集した意見・ア

イディア一覧 （追加募集分） 

・護岸・陸域小委員会募集意見 

・ゾーン毎の整備の方向 

・護岸・陸域小委員会募集意見図面集 

・第２回専門家会議資料 

第６回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・報告事項一覧表 

・東京湾に起こった主な高潮 

・背後地の地盤高 

・都市計画、土地利用変更の決定、変更の仕組みにつ

いて 

・胸壁と護岸の間の土地利用の制限について 

・平成１４年度環境面から見た水際部の基礎調査の概

要について 

・平成１５年度予算要望について 

・これまでに小委員会等で出された意見の一覧表 

・ゾーン毎の整備の方向 

・委員から出された意見 

・参考資料 護岸平面図 
・参考資料 都市計画図 
・参考資料 環境学習に関する意見 
・参考資料 プレジャーボートについての県の対応 
第７回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
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・市川市塩浜地区の護岸の補修について 

・青潮対策に係る利用可能な技術の導入についての各

提案者から報告のあった事例説明資料 

・ゾーン毎の整備の方向 

・再生の目標等に関するマトリックスの整理 
・三番瀬再生の概念（案） 
・補足資料 ゾーン毎の整備の方向の表のバリエーシ

ョンの整理 
・山北委員の意見 
・大浜委員の資料 
・補足資料 護岸平面図 
・補足資料 断面イメージ図の案 
・参考資料 市川市都市計画図 
・参考資料 街づくり方針（市川市塩浜協議会） 
・参考資料 三番瀬海域に係る調査の概要 
第８回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・護岸・陸域小委員会中間取りまとめ（案） 

・船橋及び河川ゾーンについての委員からの意見 

・護岸断面イメージ図 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（起草案）

・これまでに小委員会等で出された意見の一覧表 

第９回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・「護岸・陸域小委員会の今後の進め方について(千

葉私案) 

・三番瀬「護岸・陸域小委員会」運営要領 

・市川市行徳臨海部基本構想 

・千葉県における水質保全対策 

・「三番瀬の再生と市民参加に関するアンケートへの

ご協力のお願い（案）」 

第１０回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・第１回浦安ワーキンググループ議事要旨 

・第２回浦安ワーキンググループ議事要旨 

・浦安ＷＧ検討状況< 

・第１回市川ワーキンググループ議事要旨 

・第２回市川ワーキンググループ議事要旨 

・市川ＷＧ検討状況 

・第１回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・第２回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・船橋ＷＧ検討状況 

・平成１５年度実施予定の三番瀬関連事業について 

・海岸線基本設計調査（案）        
・アンケート調査様式の修正について 
・アンケート調査結果（速報・暫定版） 
第１１回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・三番瀬「護岸・陸域小委員会」運営要領 

・護岸・陸域小委員会の今後の展開について 

・第３回浦安ワーキンググループ議事要旨 

・浦安ＷＧ検討状況 

・第３回市川ワーキンググループ議事要旨 

・市川ＷＧ検討状況 

・第３回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・第４回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・船橋ＷＧ検討状況 

・市川塩浜地区の護岸について 

・海岸保全区域平面図 

・検討の進め方 

・河川流域ワーキンググループについて 

・護岸の位置に関しての意見 

・平成１５年度海岸基本設計調査の概要について 

・第１０回及び第１１回三番瀬「海域小委員会」の開

催結果について 

・三番瀬の再生と市民参加に関するアンケート結果

（確定版） 

・幕張地区の海岸保全区域 
第１２回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・護岸・陸域小委員会の新規委員候補者について 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループの開催

状況 
・第４回浦安ワーキンググループ議事要旨 

・第５回浦安ワーキンググループ議事要旨 

・浦安ＷＧ検討状況 

・浦安ワーキンググループの検討結果 

・第４回市川ワーキンググループ議事要旨 

・第５回市川ワーキンググループ議事要旨 

・市川ＷＧ検討状況 

・市川ワーキンググループの検討結果 

・第５回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・第６回船橋ワーキンググループ議事要旨 

・船橋ＷＧ検討状況 

・船橋ワーキンググループの検討結果 

・護岸・陸域小委員会の開催状況 

・第１２回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・河川流域ワーキンググループについて 

・再生制度検討小委員会の委員について 

・三番瀬の再生のための（海域での）調査・研究の手

順について 

第１３回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
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・ワーキンググループ議事要旨 

・各ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・ワーキンググループのとりまとめ文の構成について

（参考資料） 

・護岸・陸域小委員会の中間報告（参考資料） 

・ＷＧ検討状況 

・市川塩浜地区の護岸の現状確認 

第１４回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・ワーキンググループ議事要旨 

・各ワーキンググループの「とりまとめ」の確認（合

意） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・護岸・陸域小委員会の中間報告 

・海域小委員会からの依頼事項 

・海域小委員会への報告、検討依頼事項 

・市川塩浜地区の護岸における市川市の緊急対応 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図 

第１５回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・ワーキンググループ議事要旨 

・ワーキンググループとりまとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・全般にまたがる事項 

・中間とりまとめにおける今後検討すべき事項 

・第１４回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・補足資料 資料Ｎｏ．２の補足 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図 

・参考資料 自然共生型海岸づくりの進め方 

・参考資料 海岸・河口の自然地形と生態系の海岸保

全施設としての評価 

・参考資料 海岸構造物の伝統工法について 

・参考資料 粗朶工法の検討についての提案（大浜委

員資料） 

第１６回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・各ワーキンググループ議事要旨 

・ワーキンググループとりまとめ（案） 

・第８回三番瀬「専門家会議」の開催結果の概要につ

いて 

・第１７回海域小委員会の開催結果概要について 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する回

答について 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する海

域小委員会からの意見について 

・全般にまたがる事項（修正原案） 

・江戸川第一終末処理場資料 

・第二東京湾岸道路について 

・起草主担当の作成資料 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図 

・参考資料 腰越漁港改修検討委員会からの報告等 

第１７回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・各ワーキンググループ議事要旨 

・ワーキンググループとりまとめ（案） 

・海域小委員会、専門家会議からの意見に対し対応す

べき項目（案） 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する海

域小委員会からの意見について 

・護岸・陸域小委員会から依頼のあった検討事項に対

する専門家会議からの回答について 

・全般にまたがる事項（修正原案） 

・全般にまたがる事項 新規記述（案） 

・参考資料 清野委員資料 

・三番瀬再生計画素案 

・三番瀬再生計画第一次素案に対する意見 

第１８回 三番瀬「護岸・陸域小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 
・三番瀬再生計画の構成について 
・資料編の構成について 
・資料編 （護岸・陸域小委員会の資料編の目次例）

・護岸・陸域小委員会等の開催状況 
・ワーキンググループとりまとめ（案） 
・護岸・陸域小委員会の資料編の例 
・海岸保全基本計画の策定の状況について 
（３）その他資料 
・ゾーン図 
・理想の海から陸への連続性の再生 
・アンケート調査（調査票、調査結果） 
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３－２ 浦安ワーキンググループ 

（１）開催状況 

・浦安ワーキンググループの開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回浦安ワーキング 

・議事録 

・現況護岸について           

・浦安市護岸平面図           

・浦安市護岸高の分布（現況） 

・背後地の地盤高          

・浦安東地区整備状況図       

・海岸保全区域について    

・護岸形状                   

・都市計画、土地利用計画の決定、変更の仕組みにつ

いて 

第２回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安東地区整備状況図           

・委員等からの意見           

・環境教育・学習についての資料一覧 

・浦安階段護岸  

・市民による聞き取り調査集計報告 

・浦安ＷＧ検討状況 

・土地利用計画図 

第３回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安日の出地区の未譲渡用地について           

・浦安護岸平面図           

・浦安階段護岸標準断面図 

・各ゾーン写真  

・浦安ＷＧ検討状況  

第４回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安直立護岸の現況写真          

・参考資料（土地利用関係・護岸関係・環境学習施設

事例）           

・参考資料２（環境学習施設に関する意見・アイデア）

・浦安ＷＧ検討状況  

・浦安市郷土博物館の干潟への取り組み 

・山北委員資料（浦安突端部分、自然再生の目標と段

階） 

第５回浦安ワーキング 

・議事録 

・護岸・陸域小委員会中間取りまとめ（抜粋） 

・浦安ＷＧの検討結果 

・浦安ＷＧの検討内容の整理 

・浦安ＷＧ検討状況 

・公園制度に関する資料 

・浦安市の護岸・土地利用図（参考資料） 

第６回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧの検討結果（第５回終了時） 

・浦安ＷＧの検討内容の整理 

・浦安ＷＧ検討状況 

・浦安ＷＧのとりまとめ（案） 

・環境学習施設の設置例 

・浦安市の動植物 

・日の出地区地先海面の鳥類の状況 

・浦安市埋め立て地部分の鳥など 

・浦安市の護岸・土地利用図（参考資料） 

・ＷＧのとりまとめ文の構成について（参考資料） 

・蓮尾オブザーバー資料（コアジサシの繁殖状況） 

第７回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧのとりまとめ（案） 

・浦安ＷＧ検討状況 

・浦安ＷＧの検討結果（第６回終了時） 

・今後の進め方について 

・再生イメージワーキングの開催状況について 

・環境学習施設の設置例（浦安市資料、第６回浦安ワ

ーキング資料） 

・参考資料 浦安ＷＧにおけるこれまでの資料の抜粋

第８回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧのとりまとめ 

・浦安ＷＧ検討状況 

・浦安ＷＧの検討結果（第７回終了時） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・齋藤委員からの意見 

・浦安ＷＧにおける土地確保の３つの方法の比較 

・三番瀬変遷史（聞き取り）浦安（再生イメージＷＧ

資料） 

・浦安市護岸平面図（干潟位置を加筆） 

・分類項目整理票（再生イメージＷＧ資料より抜粋）

・環境学習施設の設置例（第６回資料より再掲） 

・参考資料 浦安ＷＧにおけるこれまでの資料の抜粋

・参考資料 （仮称）浦安市総合公園関連資料 

第９回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧのとりまとめ（案） 

・浦安ＷＧ検討状況 

・浦安ＷＧの検討結果（第８回終了時） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・海域小委員会再生イメージＷＧ委員から護岸への要

望 

・三番瀬の変化とその因果関係三番瀬の再生の方向性
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・「再生イメージ」確立のための整理（後藤委員資料）

・浦安ＷＧにおける土地確保の３つの方法の比較 

・齋藤委員からの意見 

・浦安入船地区の護岸の現状確認 

・参考資料 これまでに出されていた資料（抜粋） 

第１０回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧのとりまとめ（案） 

・浦安ＷＧ検討状況 

・第６回三番瀬「専門家会議幹事会」の概要 

・浦安ＷＧにおける土地確保の３つの方法の比較 

・清野委員からの資料（浦安ＷＧイメージ図へのコメ

ント） 

・理想の海から陸への連続性の再生（清野委員私案）

・東京港野鳥公園資料 

・参考資料 これまでに浦安ＷＧで出された資料（抜

粋） 

第１１回浦安ワーキング 

・議事録 

・浦安ＷＧのとりまとめ（案） 

・三番瀬再生計画第１次素案に対する意見について 

・浦安ＷＧにおける土地確保の３つの方法の比較 

・理想の海から陸への連続性の再生 

・これまでに出された浦安ＷＧ資料 

・三番瀬の保全・再生及び水辺の活用に関する浦安市

の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 市川ワーキンググループ 

（１）開催状況 

・市川ワーキンググループの開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回市川ワーキング 

・議事録 

・現況護岸について           

・市川市護岸平面図           

・市川市護岸高の分布（現況） 

・背後地の地盤高             

・東京湾に起こった主な高潮   

・海岸保全区域について       

・塩浜護岸の当面の安全対策について     

・市川市塩浜地区の護岸の補修について  

・護岸高さの算定              

・護岸形状                

・都市計画、土地利用計画の決定、変更の仕組みにつ

いて 

・塩浜地区地区計画            

・市川塩浜まちづくり方針      

・市川市行徳臨海部基本構想 

第２回市川ワーキング 

・議事録 

・市川市塩浜協議会資料           

・三番瀬「護岸・陸域小委員会」第２回市川ワーキン

グ資料           

・三番瀬の自然環境の保全と市川市臨海部のまちづく

りについての市民提案 

第３回市川ワーキング 

・議事録 

・千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会について   

・三番瀬「護岸・陸域小委員会」第１回市川ワーキン

ググループ資料 （抜粋） 

・環境教育・学習についての資料一覧 

第４回市川ワーキング 

・議事録 

・市川市塩浜地区の護岸・海岸保全区域について     

・市川漁港について           

・行徳内陸性湿地再整備検討協議会・行徳ＷＧ開催結

果 

・参考資料（市川ＷＧ資料）  

第５回市川ワーキング 

・議事録 

・市川市塩浜協議会まちづくり委員会資料（市川塩浜

まちづくり方針）  

・市川市資料（臨海部の基本的な方針） 

・護岸を議論・検討するにあたっての視点 

・市川ＷＧ検討状況（第４回終了時） 
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・市川ワーキングの検討結果（第４回終了時） 

第６回市川ワーキング 

・議事録 

・航空写真で見た海岸線の変遷 

・三番瀬におけるのり養殖施設について 

・第５回市川ワーキンググループ議事要旨 

・参考資料１ 第５回市川ワーキンググループ資料

（抜粋） 

・参考資料２ 第１回市川ワーキンググループ資料

（抜粋） 

・伝田委員資料 課題の連鎖 

・蓮尾委員資料 猫実川内陸部分の改造プラン 

・市川ワーキンググループのとりまとめ（案） 

第７回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・第５回市川ワーキンググループ議事要旨（関係分抜

粋） 

・市川ワーキンググループ検討状況（第６回終了時）

・市川ワーキンググループの検討結果（第６回終了時）

・参考資料１ 第５回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料２ 第１回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料 ワーキンググループのとりまとめ文の構

成について 

・参考 三番瀬の再生に向けての中間取りまとめ（抜

粋） 

・伝田委員からの資料 

第８回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループ暫定とりまとめ（案） 

・委員及び県民から提案された「再生のイメージ」 

・市川ワーキング検討状況（第７回終了時） 

・市川ワーキングの検討結果（第７回終了時） 

・今後の進め方について 

・再生イメージワーキングの開催状況について 

・行徳湿地検討ワーキングの検討経過について 

・参考資料１ 第５回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料２ 第１回市川ワーキング資料（抜粋） 

第９回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・市川ワーキング検討状況（第８回終了時） 

・市川ワーキングの検討結果（第８回終了時） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・全般にまたがる事項、今後検討すべき事項について

の委員からの意見 

・市川ワーキンググループ暫定とりまとめ（案） 

・参考資料 第５回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料 第１回市川ワーキング資料（抜粋） 

第１０回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・市川ワーキング検討状況（第９回終了時） 

・市川ワーキングの検討結果（第９回終了時） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・海域小委員会再生イメージＷＧ委員から護岸への要

望 

・三番瀬の変化とその因果関係・三番瀬の再生の方向

性（吉田委員資料） 

・「再生イメージ」確立のための整理（後藤委員資料）

・護岸全体のイメージプラン 

・伝田委員資料 

・参考資料１ 第５回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料２ 第１回市川ワーキング資料（抜粋） 

・参考資料３ 護岸の形状例 

・参考図 海岸保全区域図 

・平成１４年度深浅測量図（千葉県） 

第１１回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・補足資料 市川ワーキンググループとりまとめ（案）

・市川ワーキング検討状況（第１０回終了時） 

・市川ワーキングの検討結果（第１０回終了時） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・海域小委員会再生イメージＷＧ委員から護岸への要

望（吉田委員） 

・『再生イメージ』と各委員会、各ワーキンググルー

プでの検討状況の整理 

    ～エリア別（２）市川（後藤委員） 

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・参考資料 これまでに出ている環境学習･環境学習施

設に関する意見･ｱｲﾃﾞｱ 

・参考資料 環境学習施設の設置例 

・参考図 海岸保全区域図 

・参考図 平成１４年度深浅測量図（千葉県） 

・まちづくり委員会イメージ案 

第１２回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・補足資料 市川ワーキンググループとりまとめ（案）

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・第１５回三番瀬「海域小委員会」の開催結果につい

て 

・第６回三番瀬「専門家会議幹事会」の概要 

・市川漁港（第１種漁港）の現況と問題点 

・市川公共埠頭について 

・参考図 海岸保全区域図 

・参考図 平成１４年度深浅測量図（千葉県） 

・市川市が整備を望む自然環境学習研究施設について
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第１３回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・補足資料 市川ワーキンググループとりまとめ（案）

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループで示さ

れたイメージ図等 

・理想の海から陸への連続性の再生（清野委員資料）

・第８回専門家会議の開催結果の概要について 

・護岸・陸域小委員会から依頼のあった検討事項に対

する回答について 

・（未定稿）第１７回海域小委員会の開催結果概要に

ついて 

・（未定稿）護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項

に対する回答について 

・市川漁港の移転に関する海域の制約条件について 

・参考図 海岸保全区域図 

・参考図 平成１４年度深浅測量図（千葉県） 

・参考 清野委員意見 

・追加資料 市川市塩浜３丁目の護岸イメージ（案）

第１４回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・補足資料 市川ワーキンググループとりまとめ（案）

・市川漁港の移転に関する海域の制約条件について 

・海側の利用のあり方について 

・環境学習エリアのイメージ図（案）伝田委員作成 

・資料 導水について 

・参考資料 理想の海から陸への連続性の再生 

・参考資料 清野委員からの意見 

・参考資料 市川市資料 

第１５回市川ワーキング 

・議事録 

・市川ワーキンググループとりまとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・海域小委員会、専門家会議からの意見に対し対応す

べき項目 

・参考資料 環境学習エリアのイメージ図等 

・参考資料 清野委員資料 理想の海から陸への連続

性の再生 

・参考資料 市川市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 船橋ワーキンググループ 

（１）開催状況 

・船橋ワーキンググループの開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回船橋ワーキング 

・議事録 

・現況護岸について           

・船橋市護岸平面図           

・船橋市護岸高の分布（現況） 

・背後地の地盤高          

・海岸保全区域について                        

・護岸形状                                     

・都市計画、土地利用計画の決定、変更の仕組みにつ

いて 

・ふなばし海浜公園                               

第２回船橋ワーキング 

・議事録 

・港湾計画における葛南中央地区埠頭用地の位置づけ

について          

・護岸例           

・市民から募集していた「船橋市海浜公園」の愛称の

決定について 

・護岸・陸域のイメージ等          

・環境教育・学習についての資料一覧            

第３回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋海浜公園の現状について          

・「全国都市再生のための緊急措置」に係る都市再生

案  

・環境教育・学習についての資料一覧 

第４回船橋ワーキング 

・議事録 

・藤前干潟の保全、活用のあり方（抜粋）         

・公園周辺の雨水排水  

・公園周辺の給水、汚水排水 

・護岸関係資料 

・平成１４年度海生生物等現況調査における旧航路跡

地に関する資料の抜粋 

・環境学習施設に関するこれまでの意見・アイディア

第５回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋ＷＧの検討状況 

・船橋潮見町地区護岸平面図 

・山北委員資料（船橋ＷＧ今までに出た意見のまとめ）

第６回船橋ワーキング 

・議事録 

・護岸・陸域小委員会の中間報告 

・船橋ＷＧの検討結果 
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・船橋ＷＧの検討内容の整理 

・船橋ＷＧの検討状況 

・環境学習施設に関するこれまでの意見・アイディア

・船着き場とアクセス確保の条件（問題・課題） 

・護岸・陸域における自然環境的目標（山北委員） 

・海を活かしたまちづくり（船橋市） 

・三番瀬調査研究特別委員会・報告書（船橋市議会）

第７回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋海浜公園周辺の自然環境と目標設定（山北委員）

・三番瀬の再生にむけての中間取りまとめ 

・船橋ＷＧのとりまとめ（案） 

・船橋ＷＧの検討結果（第６回終了時） 

・船橋ＷＧの検討内容の整理 

・海を活かしたまちづくり・行動計画（船橋市） 

・ワーキンググループのとりまとめ文の構成について

（参考資料） 

第８回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋ＷＧのとりまとめ（案） 

・今後の進め方について 

・護岸・陸域小委員会の中間報告の＜現状＞の追加 

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表（案） 

・中央博物館案内図 

・体験博物館 千葉県房総のむら 

・再生イメージＷＧの開催状況について 

・ふなばし三番瀬海浜公園前護岸 

・船橋ＷＧの検討状況 

・船橋ＷＧの検討結果（第７回終了時） 

第９回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋ワーキンググループのとりまとめ（案） 

・船橋ＷＧの検討状況 

・船橋ワーキンググループの検討結果（第８回終了時）

・広場で１日遊ぶと「泥んこ」に！ 

・海域小委員会再生イメージＷＧ委員から護岸への要

望 

・船着場と航路 

・環境学習施設（環境学習の場）の一覧表 

・護岸・陸域小委員会とりまとめの＜現状＞について

・これまでに出ている環境学習・環境学習施設に関す

る意見・アイデア 

第１０回船橋ワーキング 

・議事録 

・船橋ＷＧのとりまとめ（案） 

・とりまとめのイメージ図（船橋の全体イメージ） 

・護岸・陸域小委員会からの検討依頼事項に対する海

域小委員会からの意見について 

・船着場と航路 

・海を活かしたまちづくり・行動計画 

・各委員の意見及び参考資料等 
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４ 再生制度検討小委員会 

 

４ 再生制度検討小委員会 

（１） 開催状況 
・護岸・陸域小委員会の開催状況（回数、年月日、場

所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 
・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬「再生制度検討小委員会」運営要領（案） 

・制度的担保に関する検討課題と組織について（予備

的検討の報告） 

・他県の参考条例、参考法律・千葉県条例集（抜粋）

（別冊） 

・三番瀬に関する条例の構造 

第２回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬に関する条例の構造 

・国指定鳥獣保護区及び同特別保護地区・ラムサール

条約湿地の指定について 

・今後の進め方について 

・参考資料 千葉県里山条例 

・参考資料  鳥獣保護区制度国指定鳥獣保護区特別保

護地区内行為許可取扱要領 

第３回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬に関する条例の構造 

・要綱素案 

・追加資料 

・公有水面埋立法（抜粋） 

・他県条例 

・検討依頼事項 

第４回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第３回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点整理

等 

・要綱素案その２ 

・千葉県行政組織条例（抜粋） 

・関係法令の適用範囲イメージ 

・三番瀬主要河川流域図 

・追加資料 前文案 

・参考資料 水産基本法の制定について 

・水産基本法 

第５回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・第４回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点整理

等 

・要綱素案その３ 

・三番瀬再生計画検討会議及び再生制度検討小委員会

への意見 

第６回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・条例案要綱素案その３に対する漁業者委員意見 

・要綱素案その４ 

・漁業者委員意見対応一覧表 

・三番瀬再生計画素案（案）から抜粋（第二章、１０ 制

度的担保・ラムサール条約） 

・「条例要綱素案（暫定版）」（第19回円卓会議資料）

に対する意見 

・三番瀬の再生とラムサール条約 

ラムサール条約決議Ⅷ．16「湿地復元の原則とガイド

ライン」 

第７回 三番瀬「再生制度検討小委員会」 

・開催結果概要 
・議事録 

・要綱素案その５ 

・第６回三番瀬「再生制度検討小委員会」の論点及び・

パブコメの状況等 

・清野委員メモ 

・再生制度関係資料集 

・（参考資料）パブリックコメント掲載文 

（３）追加資料 

・東京湾流域界と河川流域界 

・三番瀬とその周辺の行政的管理区域 
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５ 専門家会議 

５ 三番瀬「専門家会議」 

（１）開催状況 

・三番瀬「専門家会議」の開催状況（回数、年月日、

場所、議題、参加人数） 

（２）会議資料 

第１回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬「専門家会議」運営要領（岡島私案） 

・これまでに実施した調査報告書の目録 

・「市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調査

結果の概要について」 

・第１回三番瀬「専門家会議」への望月委員からの意

見 

第２回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・護岸等の現状 

・高潮時に必要な堤防の高さ 

・護岸形状と比較分析 

・護岸の形状例 

・第２回専門家会議資料（海域編） 

第３回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・青潮対策ごとの提案・意見 

・海域小委員会へ応募のあったアイディア・意見のま

とめ 

・「利用可能な既存技術の導入についての提案」につい

ての検討表 

・青潮に関するまとめ 

・これまで【再生の目標等】の検討内容の整理 

・第１回三番瀬「専門家会議」の委員発言要旨 

・【再生の目標等】の検討内容の整理（細川私案） 

第４回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬主要鳥類経年出現状況 

・平成１４年度三番瀬鳥類生態調査 

・平成１４年度三番瀬海生生物現況調査（底生生物及

び海域環境） 

・平成１４年度三番瀬海生生物現況調査（貝類着底状

況） 

・平成１４年度三番瀬海生生物現況調査（魚類着底状

況） 

・平成１４年度三番瀬海底地形変化検討調査 

第５回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・青潮対策として利用可能な技術の申請者一覧 

・青潮対策として提案のあった既存技術の概要１／２

・青潮対策として提案のあった既存技術の概要２／２

・青潮対策として利用可能な既存技術の評価基準（案）

・「中間とりまとめ」における「再生の概念」に対する

意見 

・自然再生推進法（抜粋） 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（抜粋） 

第６回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・専門家会議幹事会会議結果 

・エアカーテンによる青潮遮断システム実験計画書 

・三番瀬青潮対策実験計画書 

・青潮進入防止付きエアレーション 

・青潮対策実験計画書 

・青潮対策として利用可能な技術の申請者一覧 

・中間とりまとめ」における「再生の概念」に対する

意見（抜粋） 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（抜粋） 

・自然再生推進法（抜粋） 

・自然再生基本方針の概要 

・東京湾再生推進会議の概要 

第７回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ（抜粋） 

・自然再生推進法（抜粋） 

・自然再生基本方針の概要 

・自然再生基本方針 

・「三番瀬再生計画」作成にむけて（望月委員資料）

・「再生の概念」についての検討経過 

・再生イメージワーキングの開催状況について 

・三番瀬の再生の方向 

・三番瀬変遷史 

・三番瀬変遷史（聞き取り） 

・海域小委員会から専門家会議への検討依頼事項 

・参考資料 各ワーキンググループで示されたイメー

ジ図等 

・参考資料 追加資料 

・佐野委員の意見 

第８回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 
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・海域小委員会からの検討依頼事項 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループのとり

まとめ（案） 

・護岸・陸域小委員会の各ワーキンググループで示さ

れたイメージ図等 

・清野委員私案 理想の海から陸への連続性の再生 

・望月委員資料 護岸に係る検討について 

・海域小委員会における護岸に関する委員の意見（抜

粋） 

・専門家会議の幹事会の開催結果の概要について 

・干潟的環境の回復・創造ワーキングにおける検討資

料 

・第１６回海域小委員会の開催結果の概要について 

・海域小委員会及び護岸・陸域小委員会委員からの追

加意見等 

・護岸・陸域小委員会から依頼のあった検討事項に対

する意見のまとめ方について 

・三番瀬自然環境総合解析について 

第９回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬自然環境総合解析の検討の方向性について 

・三番瀬自然環境総合解析（環境と底生生物） 

・追加分 底生生物の季節変化等 

・三番瀬自然環境総合解析（鳥類） 

・三番瀬自然環境総合解析（アサリ関係） 

・アサリに関する追加資料 

・専門家会議幹事会の会議結果について 

・北部漁場のアサリ生産量の推移 

第１０回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬自然環境総合解析（三番瀬の現状） 

・三番瀬自然環境総合解析（修正案）報告書（案）（抜

粋状況） 

・円卓会議において検討することとなった事項 

・三番瀬の水深の変化について 

・三番瀬自然環境総合解析（概要版） 

・三番瀬青潮対策および環境修復に係る影響効果予測

調査報告書（案） 

・三番瀬青潮対策実証試験報告書（案） 

第１１回三番瀬「専門家会議」 

・開催結果概要 
・議事録 

・三番瀬自然環境総合解析（修正案：H16.1.16） 

・第２１回円卓会議において検討することとなった事

項 

・三番瀬の水深の変化について 

・三番瀬青潮対策および環境修復に係る影響・効果予

測調査 報告書（案） 

・三番瀬青潮対策および影響修復に係る影響・効果予

測調査 報告書（案）［抜粋］ 

・平成15年度三番瀬青潮対策実証試験 報告書（案）

・「葛南中央地区の岸壁改良」に伴う周辺海域の環境評

価について 
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６ その他の会議 

６ その他の会議 

（１）開催状況 

・その他の会議の開催状況（回数、年月日、場所、議

題、参加人数） 

６－１ 三番瀬勉強会 

（１）会議資料 

・プログラム 

・三番瀬の歴史 － 聞取り調査等による昔の三番瀬

の状況 

・三番瀬の歴史 － 概要、埋立て等による三番瀬の

変化の経緯 

・三番瀬の生物環境 － 海生生物の生息状況 

・三番瀬の生物環境 － 鳥類の生息状況 

・三番瀬の物理・化学環境 － 干潟・浅瀬の物質循

環と浄化機能について 

・三番瀬の物理・化学環境 － 物理環境と生物分布

によるゾーニング 

・三番瀬の物理・化学環境 － 波と流れ（関連とし

て、護岸の天端高の考え方） 

６－２ 住民参加を考えるシンポジウム 

（１）開催結果概要、議事録 

・住民参加を考えるシンポジウム開催結果概要 

・住民参加を考えるシンポジウム議事録 

（２）会議資料 

・プログラム 

・環境アセスメントと住民参加（原科講師資料） 

・都市の成長を管理する（原科講師資料） 

６－３ 中間取りまとめ説明会 

（１）議事録 

・中間取りまとめ説明会議事録（浦安） 

・中間取りまとめ説明会議事録（市川） 

・中間取りまとめ説明会議事録（船橋） 

（２）会議資料（３市同一の資料） 

・三番瀬の再生に向けての中間とりまとめ 

・海域小委員会の中間報告 

・護岸・陸域小委員会の中間報告 

６－４三番瀬再生計画素案「拡大編集会議」

（１）開催結果概要、議事録 

・三番瀬再生計画素案「拡大編集会議」開催結果概要

・三番瀬再生計画素案「拡大編集会議」議事録 

（２）会議資料 

・次第 

・三番瀬再生計画素案 

・三番瀬再生計画第一次素案に対する意見 

・倉阪委員から提出いただいた「課題」メモ 

・三番瀬再生計画素案（追加提出分） 

・三番瀬「専門家会議」議事要旨 

・三番瀬「専門家会議」議事録 

６－５ 三番瀬再生計画素案説明会 

 （１）議事録 

・三番瀬再生計画素案説明会議事録（浦安） 

・三番瀬再生計画素案説明会議事録（市川） 

・三番瀬再生計画素案説明会議事録（船橋） 

（２）会議資料（３市同一の資料） 

・三番瀬再生計画素案 
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第２編 再生計画各項目の関連資料と補足・参考資料（ＣＤ：「三番瀬再生計画案」）

１ 三番瀬の歴史 

資 料 名 出 典 

１ 三番瀬の変遷史  

・三番瀬変遷史 再生イメージワー

キング資料 

・三番瀬変遷史（聞き取り版）   〃 

・写真にみる三番瀬とその周辺

の水と生活 

  〃 

・かつての三番瀬に関するアン

ケート結果 

  〃 

２ 流域の変遷  

・三番瀬への淡水流入量の変遷 三番瀬の環境の推移

(千葉県) 

・公共上下水道普及率 千葉県水道局資料 

各市下水道部局資料 

・市川市における土地区画整理・土

地改良事業施行地域図 

市川市史 

３ 地質環境の変遷  

・関東地下水盆の地下構造 千葉県の自然誌 

・県環境保全条例指定地域内の地下

水揚水量経年変化 

  〃 

・千葉県水準基標変動図   〃 

・浦安地盤沈下観測井の位置および

地質柱状図とストレーナー位置 

  〃 

・浦安地盤沈下観測井の地下水位と

地層収縮の記録 

  〃 

４ 沿岸の変遷  

・航空写真・地形図で見た海岸線の

変遷 

環境面から見た三番

瀬水際部の基礎調査

（H14千葉県） 

５ 災害・分野ごとの災害史  

・東京湾に起こった主な高潮 千葉の海岸 

・江戸川左岸圏域の主要洪水と

被害状況 

千葉県水害報告書

等 

・千葉県が影響を受けた主な地震 千葉の港湾海岸 

・千葉県沿岸の津波の記録   〃 

・青潮の発生事例 千葉県資料 

６ 災害・被災エリアの変遷  

・治水対策の効果（真間川の例） 真間川流域水循環系

再生構想検討委員会

会議資料 

・浸水区域の変化（海老川） パンフレット「海老川」

・東京付近の被害地震 千葉の港湾海岸 

７ 都市化  

・農地から市街地へ 市川市航空写真 

・船橋の土地利用のうつりかわり 船橋の定点撮影

（手塚博礼） 

・地目別土地利用推移 千葉県統計年鑑 

・人口の推移   〃 

・市町村別産業別人口及び第一次産業構

成比の推移 

  〃 

資 料 名 出 典 

８ 漁村・農村の変化  

・漁業経営体数等 漁業センサス 

・北部漁場ノリ生産量の推移 千葉県農林水産統

計年報 

・三番瀬地区の魚種別漁獲量 千葉県農林水産統

計年報 

・兼業経営体数の推移 漁業センサス 

・漁法一覧（船橋） 船橋市民俗文化財緊急

調査報告第５次-１ 

９ 工業の変化  

・市川市の変遷 市川市資料 

・船橋市の変遷 船橋市資料 

１０ 港・交通の変化  

・舟運について 

・舟運関係年表 

地図に刻まれた歴史と

景観２等 

・千葉港葛南地区の概要 千葉県資料 

・千葉港の主な港湾取扱貨物   〃 

・港湾関係法令による指定   〃 

・千葉港のあゆみ   〃 

・取扱貨物年次比較   〃 

・入港船舶年次別比較表   〃 

・取扱い貨物の推移   〃 

・千葉港の港湾取扱貨物量入港

船舶の推移 

  〃 

・千葉港葛南港区の港湾取扱貨

物、入港隻数の推移 

  〃 

・航路図   〃 

・海岸保全施設   〃 

・千葉港平面図 〃（葛南港湾事務

所 管内概要） 

・千葉港港湾計画の変遷   〃 

・市川漁港・海岸保全区域図   〃 

・京葉臨海工業地帯の開発計画

の歴史 

京葉臨海工業地域

の歩み 

１１ ライフスタイルの変化  

・多様化する三番瀬と人の関わり 千葉県資料 

１２ 生物の歴史  

・「千葉県レッドデータブック」記載種の

うち三番瀬の周辺海域・汽水域に生息し

たと考えられる生物種 

清野委員資料 

・千葉県立中央博物館の設立時の資料の

記載種のうち三番瀬周辺海域・汽水域に

生息したと考えられる生物種<軟体動

物・甲殻類> 

〃 

・三番瀬周辺の鳥類記録 東京湾の鳥類 他 

１３ 沿岸住民がみた生物の変

遷 

 

・浦安沿岸・河川の魚介類分布図 千葉県資料 

・魚介類歳時記   〃 

 

235



 

資 料 名 出 典 

１４ 環境悪化とその対策  

・水質保全対策体系図 千葉県環境白書 

・環境行政年表   〃 

・港湾環境行政年表 千葉県資料 

・河川環境施策の変遷   〃 

・我が国における環境影響評価

制度の経緯 

  〃 

１５ 環境保全・自然保護運動  

・三番瀬を取り巻く開発と保全

の歴史的経緯 

千葉県資料 

１６ 行政委員会  

・三番瀬に関する検討組織 千葉県資料 

 
 
２ 干潟・浅海域 

資 料 名 出 典 

・干潟的環境の回復・創造ワー

キングにおける水際線、護岸に

ついての検討結果のとりまとめ 

第８回干潟的環境

の回復・創造ＷＧ

・護岸における生物生息条件に

ついて（講義） 

第８回干潟的環境

の回復・創造ＷＧ

・粗朶工法について（講義） 第８回干潟的環境

の回復・創造ＷＧ

 

 

 

３ 漁業 
資 料 名 出 典 

１ 漁業統計  

・千葉農林水産統計年報 

 

関東農政局千葉統

計情報事務所 

２ 経営体統計  

・千葉農林水産統計年報 

 

関東農政局千葉統

計情報事務所 

３ ノリ生産統計  

・のり共販速報 千葉県漁連のり共

販事業所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 海と陸との連続性・護岸 
資 料 名 出 典 

１ 海岸保全区域  

・海岸保全区域とは 第１０回市川ＷＧ

・海岸保全区域平面図（浦安～

千葉） 

第５回市川ＷＧ 

・海岸保全区域平面図（三番瀬） 第２回専門家会議

・海岸保全区域平面図（市川） 第１３回市川ＷＧ

２ 三番瀬護岸資料  

・護岸平面図（３市） 第１４回護岸陸域

・現況護岸高（３市） 第２回専門家会議

・背後地の地盤高 第１０回市川ＷＧ

・護岸標準断面図（浦安階段護

岸、浦安直立護岸） 

第７回浦安ＷＧ 

・護岸の現状確認（浦安市入船

地区） 

第９回浦安ＷＧ 

・護岸の現状確認（市川市塩浜

地区） 

第１３回護岸・陸

域 

３ 護岸参考資料  

・高潮時に必要な堤防の高さ 第２回専門家会議

・東京湾に起こった主な高潮 第１０回市川ＷＧ

・護岸の形状例 第１０回市川ＷＧ

・護岸形状（比較表） 第１０回市川ＷＧ

４ 現況写真  

・現況写真 

 ・三番瀬全景写真 

 ・護岸現況写真（階段護岸、

直立護岸、ブロック積護岸） 

 ・船橋人工海浜 

 ・台風被害の状況 

 ・護岸補修工事前（市川） 

 ・護岸補修工事（塩浜１丁目

地先、塩浜２丁目地先） 

 ・護岸補修工事後（塩浜２丁

目地先） 

 ・背後地現況写真（市川） 

第１回護岸・陸域

・海岸保全施設現況写真 

 ・習志野市芝園地先 

 ・船橋市港町地先 

 ・船橋市西浦地先 

 ・市川市芝日之出地先 

 ・浦安市入船地先 

 ・浦安市日の出地先 

 ・浦安市高洲地先 

第２回護岸・陸域

各ゾーンの写真 護岸・陸域小委員

会中間取りまとめ
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５ 三番瀬に向き合う街づくり・景観 
資 料 名 出 典 

１ ３市の計画  

・浦安市：三番瀬の保全・再生

及び水辺の活用に関する浦安市

の基本方針 

第１１回浦安ＷＧ

・市川市：市川市行徳臨海部基

本構想 

第２回市川ＷＧ 

・船橋市：船橋市「海を活かし

たまちづくり」基本構想・基本

計画 

第６回船橋ＷＧ 

２ 都市計画図、土地利用計画

図 

 

・都市計画図（三番瀬周辺、広

域） 

第１回河川ＷＧ 

・塩浜地区地区計画 第１回市川ＷＧ 

・土地利用現況図（三番瀬周辺、

広域） 

第１回河川ＷＧ 

３ 都市計画、公園等の概要  

・都市計画、土地利用計画の決

定、変更の仕組みについて 

第６回護岸・陸域

・都市公園にかかる制度の概要 第５回浦安ＷＧ 

・自然公園の概要 第５回浦安ＷＧ 

４ 地権者等資料  

・浦安東土地区画整理事業土地

利用計画図 

第１回浦安ＷＧ 

・市川塩浜まちづくり方針 第１回市川ＷＧ 

・船橋中央地区保税蔵置場につ

いて 

第８回船橋ＷＧ 

５ 土地の確保  

・浦安日の出地区の未譲渡用地

について 

第３回浦安ｗＧ 

・浦安ＷＧにおける土地確保の

３つの方法の比較 

第１０回浦安ＷＧ

６ その他  

・（仮称）浦安市総合公園基本計

画(案) 

第８回浦安ＷＧ 

・第二東京湾岸道路資料 第１６回護岸陸域

・江戸川第一終末処理場資料 第１６回護岸陸域

 

 

 

６ 海や浜辺の利用 
資 料 名 出 典 

・プレジャーボート適正化区域

図 

 

・船着場と航路 第１０回船橋ＷＧ

・浦安市埋立地部分の鳥など 第６回浦安ＷＧ 

・ふなばし三番瀬海浜公園での

潮干狩り（写真） 

千葉県資料 

・浦安日の出干潟の利用状況の

写真（三番瀬視察会写真） 

三番瀬視察会 

 

７ 環境学習・教育 
資 料 名 出 典 

１ 環境学習施設(環境学習の

場)の一覧表 

 

・環境学習施設(環境学習の場)

の一覧表 

第１５回護岸・陸

域 

２ 事例等  

・環境学習施設の設置例 第６回浦安ＷＧ 

・環境教育・学習センター事例

集（海外事例） 

第２回浦安ＷＧ 

３ 関連施設等資料  

・浦安市郷土博物館資料 第４回浦安ＷＧ 

・行徳野鳥観察舎資料 第２回浦安ＷＧ 

・船橋海浜公園資料 第３回船橋ＷＧ 

・谷津干潟自然観察センター資

料 

第２回浦安ＷＧ 

・県立中央博物館資料 第８回船橋ＷＧ 

４ 市民からの意見集  

・浦安ＷＧへの環境学習施設に

対する意見 

第２回浦安ＷＧ 

５ その他の資料  

・環境の保全のための意欲の増

進及び環境教育の推進に関す

る法律のパンフレット 

環境省ホームペー

ジ 

・３市の海を利用した環境教

育・学習事例 

 

・学校ビオトープ事例（浦安市

見明川小、浦安市入船南小） 

 

・グリーンホリディ本の紹介  

・英国鳥類保護協会  

・アメリカ国際鶴財団資料 千葉県資料 

・伊豆沼・内沼体験学習メニュ

ー 

 

・ＮＰＯ法人アサザ・プロジェ

クト資料 

三番瀬フェスタ 

・浦安市郷土博物館ニュース「あ

っさり君」第３，４号 

 

・ふかんど通信 第１０回船橋ＷＧ
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８ 維持・管理 
資 料 名 出 典 

１ 三番瀬クリーンアップ資料  

・三番瀬クリーンアップの実施

状況 
千葉県資料 

２ モニタリング資料  

・平成１５年度三番瀬ＮＰＯ調

査委託事業（三番瀬モニタリ

ング調査マニュアル作成事

業）の実施について 

千葉県資料 

・三番瀬モニタリング調査マニ

ュアル作成事業実施要綱 
  〃 

・三番瀬モニタリング調査マニ

ュアル作成事業募集要項 
  〃 

・三番瀬モニタリング調査マニ

ュアル作成事業に係る事業提

案の再募集及び応募説明会の

開催について 

  〃 

・三番瀬モニタリング調査マニ

ュアル作成事業審査会の結果

について 

  〃 

・三番瀬モニタリング調査マニ

ュアル作成事業応募書（抜粋） 

千葉県野鳥の会提

出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 広報 
資 料 名 出 典 

１ パンフレット等  

・三番瀬パンフレット 

  ～豊かな海を未来につなげ

るために 

千葉県資料 

・三番瀬パンフレット（概要版） 千葉県資料 

２ 文書館、三番瀬サテライト

オフィス 

 

・文書館三番瀬コーナー概要と

書籍リスト  

千葉県資料 

・三番瀬サテライトオフィス書

籍等リスト  

千葉県資料 

・千葉県三番瀬サテライトオフ

ィスの概要  

千葉県資料 

３ ホームページの概要  

・ホームページの概要  

４ 主な取り組みの概要  

・三番瀬視察会  

・三番瀬海域視察会  

・独立行政法人港湾空港技術研

究所施設見学会 

 

・生活排水に係わる学習会  

・盤洲干潟視察会（第２回再生

イメージWG） 

 

・行徳湿地視察会（第４回行徳

湿地検討WG） 

 

・コアジサシ見学会  

・ノリ養殖見学会（第 9 回再生

イメージWG） 

 

・三番瀬勉強会  

・中間とりまとめ説明会  

・再生計画素案地元説明会  

・住民参加シンポジウムの概要  

・再生計画素案説明会  

５ 三番瀬フェスタ  

・三番瀬フェスタの概要（『三番

瀬フェスタ報告書』） 

三番瀬フェスタ実

行委員会 

６ 新聞特集記事  

・千葉日報中間とりまとめ策定時 

・素案策定時（03.12.04） 

千葉日報 

千葉日報 

７ 広報誌  

・『県民だより299号』（抜粋） 千葉県資料 

・各市の広報誌による三番瀬特

集など 

浦安市、市川市、

船橋市 
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第３編 三番瀬自然環境総合解析 （ＣＤ：「三番瀬の現状」） 

 

資 料 名 出 典 

１ 平成15年度三番瀬自然環境総合解析結果報告書(本編) 平成14年度調査結果 

補足調査等既存結果 

２ 平成15年度三番瀬自然環境総合解析結果報告書(概要版) 同上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三番瀬再生計画案 
 

2004 年（平成 16 年）１月 
三番瀬再生計画検討会議事務局 
（千葉県総合企画部政策調整室内） 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町１－１ 

電話  043(223)2439 

FAX    043(224)9026 

E ﾒｰﾙ  sanbanze@mz.pref.chiba.jp 

  （政策調整室 三番瀬プロジェクトチーム）

 




