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第１８回行徳湿地再整備に係るワーキングループ議事録 

開催結果（議事概要） 

 

１．日時 

平成 26 年２月 20 日（木） 18：30～20：40 

２．場所 

行徳公民館 第１研修室 

３．出席者 

東 良一     行徳内陸性湿地再整備検討協議会委員有志 

蓮尾 純子            〃           

林 浩二             〃           

風呂田 利夫   元東邦大学理学部・大学院理学研究科教授 

後藤 隆     住民有志 

４．一般参加者 

５名 

５．議事 

（事務局） 

（開会挨拶。資料の確認。） 

これ以降の進行は、リーダーの東さんにお任せしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（東） 

はい、分かりました。 

では、進行していきます。 

議題１について、ご説明をお願いします。 

 

議題１ 平成 25 年度生物生息環境について 

（事務局） 

 こちらは、前回のワーキンググループで皆様からご指摘や、修正すべきではないかという意見がござ

いましたので、それに基づいて、最終的に報告書という形でまとめております。 

 修正・追加等があった部分のみを説明したいと思います。 

 まず、資料の P.15 をご覧ください。 

 定量採集について表記してございますが、前回皆様にご提示した資料の中に、底生生物の種類数や個

体数の変化が分かりづらいということで、このようなグラフにしてまいりました。 

 場所は St.1～St.3 でございますので、UFO 島の脇の水路の所でございます。 

 個体数で、平成 23 年度～平成 25年度にかけて変動が大きかったのは、ゴカイ科やヒトエラゴカイ科

などのゴカイ綱によるものでありました。 

 湿重量で、同じように変動量が大きかったが、二枚貝綱のオキシジミによるものでありました。 

 このように、個体数、湿重量ともに変動はあるものの、特定の生物種の生息がみられなくなったとい

う現象は生じておりません。 

 したがって、平成 22 年度以降に実施した導流堤盛土施工は、周辺の生物生息環境へ負の影響を及ぼ
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していないものと考えられます。というようにまとまっております。 

 前回も風呂田先生からまとめ方についてご指示をいただいていましたが、年度によって採れている生

物が違いますので、数の多いものについてまとめてございます。 

 図 15 は個体数の変動でございますが、これはゴカイ科の個体数の変動をまとめたものです。 

 図 16 は、ヒトエラゴカイ科の個体数の変動をこのようにまとめてございます。 

 次に付け加えたのが P.24、アナジャコ類の巣穴調査を平成 23 年度から行っていましたので、こちら

も比較出来るように一覧表にしてございます。 

 こちらについても、各測点における明瞭な差は認められなかったという考察でございます。 

 また、施工前に実施した平成 23年度の調査結果と比較すると、St.1 の UFO 島側および St.3 の導流堤

側の測点で減少傾向が認められており、高校水門側のほうでは少し巣穴の数が減っている調査結果に

なっております。 

 次に P.28～P.29 でございますが、これはヤマトシジミと表記していたものが、間違いなくオキシジ

ミということで、修正してございます。 

 P.29 ですが、前回はボラと特定した書き方をしておりましたが、ボラ科の一種というように表記を変

えてございます。 

 次に P.34 でございます。 

 これは底質調査の結果について、平成 24～25 年度でどのように変化したかが分かるように図に表わ

しております。 

 これを見ていくと、あまり大きな変動はなかったように思います。 

 図 33 は St.6 でございますので、覆土をせず袋詰め捨石だけの部分、セイゴ水道の一番奥の部分でご

ざいます。 

 P.37 をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらは UFO 島の横の水路部分でございます。 

 こちらも底質調査がどのように変化したかというものを表してございます。 

 St.1～St.3 は覆土した部分でございますけれども、覆土した部分については、少しですが粘土、シル

ト分が増えております。 

 逆に、UFO 島側というのは礫分が多少増えているという結果になっております。 

 次に P.40 をご覧いただけますでしょうか。 

 トビハゼの求愛行動の様式・頻度のでございます。 

 こちらに考察を付け加えさせていただきました。 

 下から４行目を読ませていただきます。 

 『セイゴ水道を含む行徳湿地をはじめ、東京湾岸においては、東日本大震災の影響による地盤沈下、

地形変化が見られ、新浜湖は側方流動が原因とみられる地盤沈下を起こしている（風呂田ほか、2011

年度ベントス学会大会）。 

地盤沈下による干潟の干出時間の減少、干出面積の減少は、平成 23 年以降のトビハゼの求愛行動の

制限要因になっていることも考えられる。』 

というような考察を付け加えさせていただきました。 

（風呂田） 

 すみません、今の言葉は私のほうの理由になっていますけど、流動で低くなったのはゆりが浜のほう

であって、これが何か全域がそうなったというような表現になっているんですけど、これはちょっと
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言い過ぎで、セイゴ水道がどうなったかはちょっと分かりません。 

（事務局） 

 分かりました。 

（風呂田） 

 トビハゼの観察をしたのは多分セイゴ水道なので、これが私の言っている地盤沈下の影響というのは。 

 セイゴ水道ではそういう地盤沈下は起こっていません。 

 多少起こっているかも知れないけど、地形が変わるようなことは起こっていなので、周辺では確かに

起こっていますけども、ここでこう書いちゃうと、あたかもそれが原因だというのは、ちょっとこれ

は言い過ぎかなと。 

 『周辺では』というような表現で。 

 セイゴ水道がそうなっているという事ではないので。 

（事務局） 

 分かりました。 申し訳ございません。 

 次に修正したのが P.47 の A3 の図面でございます。 

 これは、年度ごとにどれくらい施工したかを示したもので、施工延長と、どこを施工したかが分かる

ように表記しております。 

 覆土した部分というのが 375ｍあります。 

 覆土をせず、袋詰め捨石の部分というのが 215ｍとうように表記しております。 

 議題１については、事務局からの報告は以上でございます。 

（東） 

 ご質問とかご意見とかありましたら。 

（風呂田） 

 これはいつもお願いしていることで、なかなか難しんですけど、実際この報告書を作成した芙蓉海洋

開発株式会社のどなたが調査をやられたかというのは、名前は書けないものですか。 

 例えば生物同定なんかの場合ですと、誰がやられたのかっていうのは、あとでこれ本当にいたの？と

いう事を伺ったりですね、できればこういう内容をどこかでまた報告いただきたいと。 

 例えば学会報告とか、公の場所ですね。 

 そういう時に個人的にお願いできれば一番ありがたい、もちろん千葉県さんの了解も取らなきゃいけ

ないんですが。 

（事務局） 

 報告書は、通常１ページ目に主任技術者と照査技術者というのを記入することになっていますので、 

（風呂田） 

 いや、個々の、例えばトビハゼの観察を誰が行ったのかとか。 

 調査員の質みたいなものが結構効くんで、特に生物調査っていうのは。 

 だから、そういう表現はできないものなのかどうか。 

 特にこれだけ公開といいますか、データとして共有したいという時には、是非、個人の背景がわかる

とすごくあとあと色々と話を伺うのに。 

 会社だと、会社の中でも誰がやったのかも分からなくなってしまう。時間が経つと。 

（東） 

 どのくらい細かく必要ですか？ 
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（風呂田） 

 担当者だけでも。 

（東） 

 いや、だから例えば底生生物の、P.18 にあるような表を調べたのは誰とか。 

（風呂田） 

 いや、ここに例えば、調査方法だったら『2.2. 底生生物調査』と『2.3. 底質調査』、『2.4. トビハ

ゼ調査』とかですね。 

（東） 

 はいはい、この P.6 の『2.2. 底生生物調査』、これをやったのは誰だとか。 

（風呂田） 

 通常ですと連名で担当者の名前を出して学会に発表するんですよ。 

 要するに、データソースの信頼性というのを個人の能力というものを絡めて、個人責任というのを明

記するんですけれども、そうしないと、会社になってしまいますと、あとで検証ができない。 

 この中にもさっきパラッと見ただけで、ムラサキインコガイというのが出てきたと書いてあって、あ

そこでムラサキインコガイが出てきたら大変な事になる。 

 ムラサキインコガイの分布域が内湾でもあるという事なんで。 

 そういう事をまたあとで伺う時に、やっぱり個人名というのがデータの質をちゃんと担保する上でで

きれば書けないものかと。 

 これは普通、行政というのは全部書けないんですよ。 

 書かないのか書けないのか、書けないんだと思うんですけど。 

 ただ、こういうのは、これからこういうデータを基にみんなでこの場所を使った、色々と生態系も含

めた理解を深めていきたい時に、やっぱり個人の参加を求めたいというのがありまして。 

（東） 

 会社の都合もあるでしょうから、可能であればというような事でいいですか？ 

（風呂田） 

 会社は多分、発注者である千葉県さんが求めなければ書かないと思います。 

 それが一般的ですから。 

 例えば、最後にリストでも構わないですから、関係した人物名を一覧表に書いてもらえないでしょう

かと。 社員でもいいですし。 

（東） 

 必要なのは、『2.2. 底生生物調査』、『2.3. 底質調査』、『2.4. トビハゼ調査』の３項目？ 

（風呂田） 

 そうですね。 

 化学分析とか粒度分析は機械的なところがありますのでヒューマンエラーは出てこないんですけど

も、生物調査というのはかなりヒューマンエラーというか、個人の質によって、鳥も多分そうでしょ

うけど、分かっている人が観るのと、分かってない人が観るのとでは全然違うので、やっぱり誰がと

いうのが是非、情報としていただきたい。 

 ご検討という事でよろしくお願いします。 

（東） 

 他に内容についてご意見とかご質問があれば是非。 
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 ちょっと心配なような感じもあるんですけど。 

（風呂田） 

 ちょっとゴカイが減ってますよね、ゴカイ属が減って。 

 実態がわからないから。 

（東） 

 そうですね。 

 オキシジミが減ったっていうのは、流れが良くなったって事なんですかね？ 

（風呂田） 

 いや、結構流れの速いゆりが浜にもたくさんいましたから、わからないですね。 

 重さはとにかく 1個が大きいんで、出たか出ないかというのはちょっと。 

 個体数がそれほどもともと多くはないから、まぁ、一回一回のサンプリングの中のばらつきだと思う

んですけど。 

 まぁ、危機的な状況じゃないとは思いますが。 

（東） 

 粒度については、 

（風呂田） 

 たいして変わってない。 

（事務局） 

 粒度については、覆土した土というのが少し粘土っぽくなってきている。 

（東） 

 はい、そんなような傾向ですね。 

他にご意見とかご質問がありましたら。 

（後藤） 

 P.47 は分かりやすくしていただいて。 

 P.47 の年度を入れてくれて分かりやすくなったんで、ひと目でね。 

（東） 

 そうですね。 これ１枚あればよく分かりますよね。 

 ありがとうございます。 

 じゃあ、修正個所の問題はなくて、あとは今、風呂田さんからご指摘のあった『2.2. 底生生物調査』、

『2.3. 底質調査』、『2.4. トビハゼ調査』で調査者名を掲載することを検討していただくという内容

でこの件はまとめちゃって大丈夫ですか？ 

（後藤） 

 P.40 の、さっき風呂田さんがおっしゃった、セイゴ水道を含む側方流動の話、それはちゃんと。 

（東） 

 これはちゃんとやらなきゃいけないですね。 

 おっしゃるとおりですね。 

（風呂田） 

 周辺では震災に伴う地盤沈下ならびに海岸部の崩落ですか、ひび割れが起こったりして、起こってい

るのは間接的な影響があるかもしれないというくらいだと思いますね。 

 直接的にはここは地形は全然変わってないですから、見た限りでは。 
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（東） 

 では次の議題にいきます。 

 議題２の行徳湿地の将来像についてです。 

 

議題２ 行徳湿地の将来像の検討について 

（事務局） 

 資料２－１でございますけれども、こちらはみなさまに前もって、前回のワーキンググループの意見

を修正いたしたものでございます。 

 こちらのほうは、みなさまからご異議がないという事で了解しております。 

 これをもって、10 番目の再整備事業（案）というのを作成しております。 

 資料２－２をご覧いただけますでしょうか。 

 再整備事業という言葉を使わずに、行徳湿地の将来像という事でまとめました。 

 今回はどのような構成になっているかといいますと、行徳湿地の将来像の概要、行徳湿地のあり方、

再整備事業の整備内容、というように構成してございます。 

 P.1 の『行徳湿地の将来像の概要』、こちらはあとで見ていただきまして、P.2 以降を読ませていただ

きます。 

 （資料２－２『行徳湿地の将来像』の音読説明） 

 P.7 をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらについて修正をしております。 

 まず大きく変わったところが、カワウのコロニーの部分ですけれども、前まではＬ字になっていて、

水門のほうまで延びていたような絵になっていましたが、その絵を修正いたしました。 

 あと、触れ合い体験ゾーンの位置について、ここでいいのかを聞きたかったのですが、千鳥水門と書

いてある文字の下に黄色で囲ってあるんですけれども、これは前回の意見の中でカフェ的なものを造

る場所という事で記載しておこうというものなんですが、ここの部分でよろしかったですね？ 

（東） 

 違います、この対岸。 

 赤で囲まれた上側。 

（事務局） 

 わかりました。 

 そちらのほうに直しておきます。 

 それと、付け加えたものですけれども、高校水門の所に干潟の復活という事で、青色で囲ってある部

分に土砂を供給して干潟を造っていこうというような絵にしております。 

 ゆりが浜のほうを見ていただきたいのですが、こちらは点線にて表記しております。 

 こちらのほうは、事業の進捗具合等によって考えていきましょう、という事を点線で表記しておりま

す。 

 もう一点付け加えたところがございますが、触れ合い体験ゾーンの点線で黄色く囲ってある部分、こ

れはどういう意味で示したかといいますと、導流堤の上を来年度以降開放する中で、導流堤だけでは

なくて、ウラギク湿地のほうまで自由に歩いて散策出来るようにできないかというような事がござい

ましたので、この辺のエリアかと思い囲っております。 

 点線にしてあるというのは、来年度以降、導流堤の上を歩かせて、安全が確認できて、状況を確認し
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て可能かどうかという判断をしてから、こちらのほうを実施するべきではないか、というように考え

ております。 

 この点を変えております。 

 P.2 に戻っていただいてよろしいでしょうか。 

 （資料２－２『行徳湿地の将来像』の音読説明の続き） 

（東） 

 ありがとうございました。 ものすごく具体化してきてます。 

 どう議論を進めますか？ 

 ハード面①～③、ソフト面①～③で話を進めて、 

（風呂田） 

 ちょっといいですか。 

 全体的なところなんですけれども、この将来像という案、これは協議会のほうで確定になるんですけ

れども、どういう影響を及ぼすのか。 

 日付といいますか、ものすごく細かいところは細かくて、例えば看板の数まで書いてあったり、それ

から予算の事まで書いてあったり。 

 こういうのは大抵そのとおりになかなか上手くいかないと思うので、こういう部分がどの程度拘束力

を持つのか。 

 やっぱり基本的には自然環境、それから人間との関係で動く世界ですから、よく言われるのは要する

に順応的な対応という管理・対応というのが必要になってくるので、そういうものへのゆとりという

のは、どの程度この中で保障されていくのか。 

 まぁ多分、この書類だけ残っていきますと、このとおりやらないと怒られちゃうし、やると何かあと

で上手く整合性がとれないという事が起こるんじゃないかなと。 

 その辺を、協議会との関係もあると思うんですけど、こういうものの決定というのはどういうふうに

絡んできますか？ 

（事務局） 

 今考えているのは、協議会としてこちらを千葉県のほうに要望という意味で提出しようと思っており

ます。 

（風呂田） 

 例えば予算面を、例えばハード面でも書いてありますけれども、これくらいかかるだろうというのは

出さなきゃもちろんいけないんでしょうけれども、これでいってほしいという訳でももちろんない。 

 だからその場合には、やっぱり一番必要なのは干潟の再生、あるいは創出。 

 高校水門の場合はこれから造らなきゃいけないんで創出になると思う。 

 そういうものを目指すんだと。 

 もし、今考えている規模だとこれくらいかかるよという例だったら分かるんですけど、これがハード

面にバーンと出てると、これでやるからこの金がなかったらやらないし、場合によってはこの予算を

最初から確保しておくかどうかとか。 

 そういう事でトラブルが起こらないかなってちょっと懸念されるんですけど。 

 だから一番必要なのは、こういう事をしたいという事をまず書いて、実際にやるんならいくらくらい

かかりそうだと。 

 それについては実際、実行段階で、例えば粒度の問題とかで、結構経費っていうのはもう一回練り直
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さなきゃいけないと思うんですよ。 

 その辺の流動性というのは、ゆとりといいますか。 

（事務局） 

 今の事務局としての考え方ですけれども、これは計画書ではないんです。 

 あくまで協議会からの要望・提案という意味合いのものを出して、この実施にあたっては、今後また

千葉県のほうがこれを参考に実施していくというような形なんです。 

 その実施にあたっても、もちろん予算的なものがございますので、干潟の必要性とかですね、その辺

も含めて予算要望していかなきゃいけないと思っております。 

 ですので、このように整備期間等を書いてますけれども、これはあくまで予算があった時の話であり

まして、これがこのまま、 

（風呂田） 

 そうするとこれは参考例として、例えばこれくらいの規模の工事だと、土砂量まで書いてありますか

ら、これくらいの土砂量だとこれくらいになるよという、その程度でいいのか、それともこの予算の

範囲でしかもうやりませんというのか、そうすると例えばもう少し、ソフトにも絡むのかもしれませ

んけど人材育成だとか、管理っていうものに対してはまだ全然予算がここには入ってない。 

 そうすると、そっちはもう全部タダでやれというふうな事にとられてしまわないかなという心配があ

るんですけど。 

（東） 

 その辺は議論したいなと思っているんですけどね。 

 だから、大雑把にこういうものだよっていう形が見えるように入れられるところはお金が入ってるよ

という、そういう理解で。 

（風呂田） 

 そうですね。 

 わかりました。 

（東） 

 進め方として、ハード面①～③、ソフト面①～③で項目ごとにどうなってやっちゃおうかなと思って

いるんですけど、 

（風呂田） 

 その前にですね、目標がちょっと不明確で、今まで議論してたのは、一番分かりやすい言葉としては

『エコミュージアム』。 

 それでエコミュージアムの材料としては、行徳の原風景、原生態系、原構造あるいは原生物群集の保

全・再生を目指して、それを地域の住民とか、 

（東） 

 P.9 のこの表に載ってたやつですね。 

（風呂田） 

 はい。 

 それを最初にこう、その目標に向かって個々のハードがあってソフトがあるというふうにもっていか

ないとちょっと曖昧で、特に P.1 の将来像という事で現況の事は書いてはあるんですけども、その目

標とする湿地の管理・維持の基盤になる一種の憲章ですか、この管理・運営・憲章みたいな、ここを

どう管理してどう活用していこうかというポリシーを、あるいは目標とする構造を、生物を、もうち
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ょっと具体的に書いたほうがいいんじゃないかなと。 

 水沿いがあって、淡水から海までの流形があって、そこに様々な生物群集がいて、それがもともと行

徳の湿地を伴う原風景。 

 そこで営みがあって、様々な歴史が作られてきたと。 

 そういうものを復活しようという事なので、それを書いてないと個々の対応で、例えば干潟が出来上

がった時にどういう干潟がいいんだとか、そういう議論がなかなかできにくくなるんじゃないかなと。 

 だから、その辺は今までかなり私たち議論してきたつもりなので、もうちょっと明確に書いて、あり

方というところの前に、そういった目指すべきこの保護区の景観、質、利用というものを書いていた

だけたらと思うんですけれども。 

（林） 

 この今の構成でいうと、P.2 の『２ 行徳湿地のあり方』のところの、第１段落は現状みたいな話に

なっているので、第２段落目の『協議会では、…』というところについて、今言ったようなことをも

う少し盛り込むのは十分形としては成り立つし、位置としてもしっかりしてるので、十分可能ですよ

ね、と思いました。 いかがでしょうか。 

（後藤） 

 そうですね。 

 P.7 を見て下さいという形になってるから、そこの骨太の方針を入れとくっていうのは大事ですから。 

（林） 

 P.7 の図とか P.9 の文章ですね。 

 それをもう少し、多少とも具体的に記述したほうがぼやけないというのはおっしゃるとおり。 

（東） 

 ということでよろしいですか。 

 じゃあ、もう少しここに書くという事を目標にします。 

 それから、もう具体的なところに入って大丈夫ですか。 

 じゃあ、ハード面の整備で、このアクセスのための案内標識の充実。 

（風呂田） 

 あの、必要なんでしょうけど、何かこれ一番最初にハードのトップに出てくるっていうのが。 

基本的にはさっきその目標に向かって、保護区を管理あるいは修正していくというのがそのためのハ

ードであって、まず中身をどう充実させるかっていうハードがやっぱりトップじゃないかなと思うん

ですけども。 

（東） 

あの、僕の理解としてはやれることからやるんだというように。 

（林） 

それとあと、やれるところからというのもありますし、あとは意見交換会でお話を伺った時に、最初

に出てくるのがまずこれなんです。 

行徳野鳥観察舎を知らない、行っていいのかどうか分からない、どう行ったらいいのか分からない、

そういう声があるので、それに応えたという意味合いが強いんだと理解はします。 

（風呂田） 

やっぱりお金がかかって、あとからなかなかできないというものが一番ハード面の重要課題だと思う

んですけども、そうすると、もっと構造的な問題で、例えば今の観察舎はあのままという前提でいい
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のかどうかという。 

それから、さっき話題になった千鳥橋の所のカフェ的なものっていうのも全く入ってないから、場所

の候補地としてはあってハードとしては何もなかったら、あとは勝手にやりなさいという事にもなり

かねないので、何かもうちょっと重要な本当の意味での構造改革のためのハードというのは何なのか

というのをもうちょっと考えてみたいなと思うんですけど。 

干潟の復活は、復活・再生と入れたほうがいいと思うんですけど、高校水門側の事がありますから。

それから緑の国の樹木の更新、これはかなり内容的にはハードですけど。 

さっきのような、例えば観察の中のですね、色々なガイドのシステム、例えばよく起こっているのは、

中に入った時に人が迷子になった時にどうするかというので、各場所にポール立てて、そこに番号が

書いてある。 

そうすると、万が一自分が迷子になった時には何番のカードの前ですと言えば、すぐに人が入ってい

けるとか。 

それから、そういう時のための具体的な連絡の仕方とかですね、結構まだ優先度の高いものがあるの

かなと思うんですけど。 

だから、これだけ書いちゃうと、これが基本的に協議会としての決定で、これ以外のものができなく

なってくると。 

（東） 

いや、そうじゃなくて、出来ることからやりましょうと。 

意図としては、人が来るようになればお金も取ってこれるかもしれないしっていう、そういう意図だ

と思ってるんですよ。だから、まず最初に道案内。 

今、案内板ほとんどないですから、それを造っていただけるっていうのは、僕はとてもありがたいお

話だと思ってます。 

（蓮尾） 

直近にすぐ着手しようっていうのと、それから少し検討しながらやっていこうというのと、整備内容

について３つくらいに分けてやっていくと、もうちょっとその辺のところが書き込めるのかなと思っ

たんですが。 

（東） 

要は直近でやれることっていうのをまず掲げますよ、というので資料２－１があって、それが資料２

－２に生きてる訳ですから、だからまず１つずついくと、この標識板の充実っていうのは、これはあ

りがたい話だよ、よろしくお願いします、という内容だと思うんですけど。 

あと、むしろこれ以外のものっていうのは、中身をだいぶ精査しなきゃならない部分があるように思

うんで、むしろそっちに時間をとりたいと思っているんですが、いかがでしょう。 

（風呂田） 

その辺が分かるように、直近で出来る事はこういう事だという、いくつかお話したように、将来的な

課題と、今現在出来る事を分けて少し説明したほうがいいんじゃないかと。 

（東） 

はい。 

次は干潟復活に向けた土砂の供給をやりたいんですけど、整備目的、これもいいと思うし、 

（風呂田） 

ちょっとよろしいですか。 
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P.7 の干潟復活ゾーンが高校水門の前とゆりが浜の所、２つ描いてあるんですけど、あんまりにも何

か綺麗に線が描かれ過ぎてると、本当にこのとおりにやらなきゃいけないのかというふうに。 

例えば、場合によっては工事の仕方とか土砂の質によっては、ここじゃなくて、もっと千鳥水門のこ

の凹んでいる北池の前辺りのほうがむしろ安定するとか、今後のやり方・検討で多少その、大体この

辺だけどというので。 

（事務局） 

『概念図』ということで。 

（東） 

きちんと線引いちゃうからそういう印象もたれるんで、もうちょっとぼかすような感じの線のほうが。 

（風呂田） 

まぁ、この何かどこかの文章で、そういう干潟の構造だとかエリアというのは、今後の材質の問題も

あるし、こういうふうな問題もあるし、時間の問題もあるから、もうちょっと融通が利くような何か

表現をやっぱりちゃんと入れておいたほうがいいのかなと。 

（蓮尾） 

あの、P.7 の図のゆりが浜の所、赤い点線で囲ってありますよね。 

そんな感じで、かっちり地形図みたいに描くんじゃなくて、点線でこの辺は干潟の復活っていうよう

なやり方だったらいかがでしょう。 

（風呂田） 

まぁ、それくらいにしといたほうが。 

非常にこうファジーに線が引いてある所と、カチッと引いてある所と２つが両極端に描いてあるので。 

例えばその、ウラギク湿地の周りのこの黄色い点線も何か、ある領域から綺麗に分かれてるような印

象にもとられるので、まぁ、大体この辺はそういう検討をしたほうがいいんじゃないかというような。 

それで、触れ合い体験ゾーンの所は、何となく大きくドカッと枠で囲ってあるだけで、その辺の表現

の工夫を。 

（東） 

はい、分かりました。 

（林） 

今の風呂田さんのおっしゃるその、例えば順応的っていう表現をとるのがいいんですかね？ 

順応的な作業みたいな話は、P.4 の一番上の整備手法のところの、②のところ辺りに一応全部項目が

書いてある一番後ろのところに、あくまでも環境に合わせたような工事をすること、っていうような

項目を入れておくと、そこのところが最低限担保されるみたいな。 

（蓮尾） 

最初にむしろ、入れちゃったほうがいいかもしれない。 

とりあえず、とにかく取っつきやすいというか、取っつけるところから取りつくんだけど、そこのと

ころは順応的っていうのは一番最初のほうにどこか入れておくと、 

（事務局） 

目的の部分に入れちゃうということですか？ 

（林） 

目的ではないです。 

やり方の問題だから。 
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（東） 

P.4 の②の一番上の項目じゃないかという。 

（林） 

順応的な管理とか、順応的な工事というか。 

（蓮尾） 

むしろ、P.1 の『３ 整備内容』とか、その辺りにもう、一番トップのほうに入れちゃったらいかが

なもんでしょう。 

そうすると全部にかかってきますから。 

（後藤） 

ただ、ぼけることはぼけるんですよね。 

（蓮尾） 

『２ 行徳湿地のあり方』の次の『３ 整備内容』っていうところのトップに、状況を見て順応的に

っていうようなことを、あるいはその、 

（林） 

 それがいいかも知れないですね。 

 全部に通用するという意味でね。 

（蓮尾） 

手が付けられる所は出来るだけ早く手を付けて。 

対、物だから。 

それも併せて書いてしまってはいかがでしょうか。 

『３ 整備内容』っていうところのトップに、手の付けられる所から順応的に、状況に応じて、計画

はより目的に合ったかたちに動かしていくというような事を、『３ 整備内容』の最初の概念のとこ

ろに入れちゃったらいかがなものでしょうか。 

（風呂田） 

だから、あり方を書いておいて、あり方に合わせて順応的に対応をしていくという。 

（林） 

それはハードばっかりじゃなくてソフトの話も同じで、ボランティア、インタープリター、プログラ

ムとかって、状況に応じてどんどん考え直さなきゃいけないから。 

そういう意味では本当におっしゃるとおりで、そこのところでやっていく事と、あと、さっきの風呂

田さんの心配みたいなものを多少とも何とかするためには、これだけに限る訳ではないとかね、どん

どん状況に応じて追加的にどんどんやっていけたらいい訳だし。 

あるいは、逆に状況が悪ければ、撤収・撤退しなきゃいけないところもあるかもしれないので、その

辺りまで書いておくっていうのは一案かもしれないですよね。 

（蓮尾） 

P.2 の整備内容の一番先に、『当面優先されるものを整備し』って書いてあるので、書いてあるものが

一番優先で、出来るものから手を付けるっていうニュアンスよりは、これが一番大事だからさっさと

やりましょうよという、そっちのほうが強く見えてしまうんですね。 

今まで、当面優先されるものっていう言い方を、着手可能なものとか、そんなような言い方で、この

先、本当はもっと優先したかったんだけどお金がなかなかだせないかもねっていうのを、それが結構

大事なんだよっていう事が分かるように、そこの整備内容の最初のほうをもう少し書き込んだほうが
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いいような気が。 

（東） 

いや、それはだから、どう書けばお金がとれるかという話ですから、着手可能なものからって言って

予算がとってこれるの？っていう話なんで、お任せしたほうがいいかなっていう部分ですね。 

と、感じますけどね。 

ありがとうございます。 

（後藤） 

あの、要するにこれ、整備内容のところがまさに当面優先されるものなんですよね。 

（林） 

当面優先かつ、着手しやすさというのが重視されてますよね。 

（後藤） 

だから、この表現はこの表現ではっきりやっていきますよと。 

だから、それはそれでむしろ、行徳湿地の中にね、もうちょっと幅広いものがある訳ですよね、『２ 

行徳湿地のあり方』に。 

それで、そこではそういう将来像に向かっていくんだけど、とりあえずこの優先・着手しますよって

いう覚悟ですね、これ。 

その辺はあまりぼかさない方がいいような気がするんですけどね。 

それでもちろん全体として、『２ 行徳湿地のあり方』のほうに全体として、その順応的管理とか、

そういうものをやりますよって『２ 行徳湿地のあり方』のほうの下に書いちゃって、『３ 整備内

容』は僕はむしろはっきりさせといたほうが、見た人が明確になるかなって。 

それが今、本当に最優先だよ、最優先で着手できるものっていう。 

（東） 

だから、考え方としては人があまり利用しない保護区にお金を出すの？と。 

こういう事をして人が集まってくるような施設になれば、予算も取りやすいでしょうという進め方か

なと理解してるんですけど。 

（後藤） 

だから、逆に言うとあまりぼかし過ぎるとはっきりしなくなる。 

（東） 

そうですね、だからその辺はもう、事務局でやり易いように任せるのがいいかなと。 

それで、今議論したような幾つかキーワードがありましたよね。環境順応的管理とか、 

（後藤） 

それから、もうちょっと全体像に関係ある部分がありますよ、っていう表現はちゃんと。 

（東） 

そういうところを組み込んでいただいた格好で、っていうところなのかなと思うんですけど。 

そういうふうに言っちゃっていいのかな。 

あと、干潟復活に向けての土砂の供給とか、 

（風呂田） 

これは復活だけじゃなくて、高校水門側はこれから造るんですよね？ 

なかった所に造るから、復活というと無くなった所しかやらないのかという。 

復活・再生ですかね。 
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（東） 

復活・再生ね。 

干潟の復活・再生。 

（蓮尾） 

そうしたら、復活という言葉を入れなくて、干潟再生に向けてじゃ駄目ですか？ 

（東） 

震災からの復活という意味では、復活という言葉の意味はあると思うんで、その辺もお任せしちゃえ

ばいいのなと思うんですけどね。 

こっちの最後の整備期間、検討・試験施工：２年、土砂の受け入れ：３年、土砂の動態観測：２年と

いうのは目途だと。 

状況を見ながらやりましょうという事ですね。 

そんな感じですかね。 

（後藤） 

ハード面の整備のところで、例えば干潟復活という話なんですけど、多分、砂が将来、波当りによっ

ては流れていくっていう現象が出てくる時に、ある程度土砂を入れていけばいいよっていう事じゃな

くて、まぁ、それがある程度あって動かなきゃいけないんだけど、やる方法というのを少し本来はか

ませておいた方がいいのか。 

（東） 

経験になると思うんでね、僕らもそうだし。 

（後藤） 

それで、僕がちょっとイメージしてるのは、例えばロー・ウォーター・レベルから下の部分に、例え

ば蛇かごみたいなものを入れておいて、土砂が止まっていく構造を造る必要があるのかどうかってい

うのは、またやればいいんだけど、予算これだけだと、もしそういう事が必要だった場合に、 

（東） 

それは議論しなきゃならないところですね。 

（後藤） 

まぁその辺は、例えば土砂を入れるだけじゃなくて、干潟が保たれるような措置を少し言葉として入

れておく必要があるのかどうかという事なんです。 

これだと土砂供給だけでいいですよって話になっちゃうんで。 

（東） 

どこかに書いてありましたよね？ 

だからこれがそうでしょ、土砂の動態観測っていうのが。 

（後藤） 

だから、動態観測なんだけど、前もって分かるんだったら。 

（風呂田） 

もともと、例えばゆりが浜の所は干潟があった所なので、 

（後藤） 

ゆりが浜じゃなくて高校水門。 

（風呂田） 

あぁ、ゆりが浜じゃなくて高校水門はずっと遠浅ですよね。 
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ゆっくりと暗渠水門に向かって下がっていく。 

（蓮尾） 

高校水門の直はすごい深いんじゃないんですか。 

結構、あんまりなだらかじゃない。 

（風呂田） 

だったら、でも高校水門、 

（後藤） 

イメージ的には波で削られてますよ。 

（蓮尾） 

削られているというより深みがあるんです、高校水門の前に。 

（風呂田） 

これ、さっきの話になっちゃいますけど、ゾーニングから見ると UFO 島とくっついちゃいますよね、

干潟の所は。 

（後藤） 

この位置をね、限定しすぎているから、 

（風呂田） 

そこまで土砂を入れないとこれ駄目だという事になってる。 

それで、本来はあれですよね、出来るだけ広い、 

（後藤） 

これはイメージだよね？ 

この辺だっていうイメージだよね？ 

まだ、そこ全部じゃないよっていう。 

（事務局） 

そうです。 

（後藤） 

だからそういう事ではない。 

（風呂田） 

これが広い干潟になればなるほどいい訳ですよね？ 

（後藤） 

そうです。 

（東） 

あの、もらえる土砂の量で。 

（後藤） 

それが将来的に土砂が流れる可能性が強い場合は、そういった対応もね、ある程度今から。 

（風呂田） 

議論になりますよ。 

というのは、干潟そのものは前面にそういう構造部はないんですよ。 

ゆるやかに、こう、砂地でもってるんで。 

（後藤） 

分かるんですけど。 
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（風呂田） 

だからそれは、そういうのが成り立つ場所を選択してという事に多分なると思いますし。 

（林） 

整備目的のハードのところの③の、『鳥類保護』はいいんですけど、『利用者の利用性を踏まえ』って

いうのは、日本語としてよく分からない。 

これ、どういう意味合いでこういう表現になったのかなと。 

もうちょっといい表現にしたいなと。 

どんなニュアンスでしたっけ？ 

（事務局） 

これはどこから持ってきたかというと、前々回のワーキンググループの時に、この木の更新について

結構議論したと思います。 

最終的には風呂田先生が、鳥の保護と、実際に使う利用者がどういうふうに使いたいかを考えて木を

植え替えるべきではないかと。 

（風呂田） 

その背景というのは、その保護区の中でのエコミュージアムとしての価値を使って利用者の方に色々

勧める、そういう意味で、いわゆるベンチを造りたいとか、木陰がこんなのがほしいというのじゃな

くて、その保護区の中でほしい樹木を上手く使って、それを利用者のほうに色々な情報提供やサービ

スで使える、そういう意味での利用者ですので。 

だから、これ一見すると便利性みたいな、あるいは快適性だけを求められているような。 

だから、どういう樹木がいいか、そういうふうな生物が棲んでほしいかというものを上手く使えるよ

うな形のものを考えた訳です。 

ですから、決してこういう表現で利便性だけを求められるという事じゃなくて、さっき一番初めに言

った保護区のあり方に係わってくるんですけど、本来そこにあったであろう植生を基にした利用者へ

のサービスという事になる訳です。 

そういうふうに捉えたつもりだったんですけど。 

（東） 

本来の植生といった感じですか。 

（風呂田） 

だからまぁ、いわゆるその海岸に近い所で、ある程度人との係わりを持ちながら整備した樹木が多分

あるはずなので。 

それは保護区の前から幾つか議論があって。 

（蓮尾） 

緑の国の樹木の更新っていうのが、どういうイメージで書かれたかが私はあんまりピンとこなくて、

裸地があったり、あるいはこの木は明らかに不適切だ、まぁ、キョウチクトウは皆さん嫌いなんで、

それはおっしゃりたい事は分かるんですけども、裸地の部分ってほとんどないんですね。 

それで、一角、密植され過ぎちゃって枯れたカイヅカイブキの所を伐採した部分があって、ここが若

干、20ｍ×20ｍくらい、裸地ではないけれども、多少はそういった点で考えられるのかなってところ

があるんですけど。 

あとは、今現在ある植生を、とにかく伐採したり抜根したりしてどけないとどうしようもなくて。 

そういった意味合いでそこまでやるのかっていうような事で、ちょっとこの③にはすごく違和感があ
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るんですけれども。 

（東） 

今のさっき風呂田さんがおっしゃられてた、本来の植生っていう視点で一度見直すってことは僕は大

事な事だと思ってて、だから、このあと樹種を決めたりだとか、範囲、樹種って事の検討があるんだ

けれども、その前に意見交換会みたいなところでの議論になるのかもしれませんけれども、その本来

の植生とか、海岸林、あるいは人との係わりっていう視点で緑地帯の樹木を見た時に、どうなんだろ

うという議論は必要だとは思うんですけどね。 

だから、それを一番上に入れとけばいいのかなと。 

（蓮尾） 

元々は、私はたかだか 40 年ちょっとしか見てないんだけれど、元々の海岸林の環境っていうのと、

あるいは昔の新浜にあった樹木の環境というのと、ある意味ではかなり違うものなんです。 

（東） 

だから、要はそういったことも含めて、この意見交換会とか何か別の機会でその議論から始めるって

いう事でどうでしょうという。 

（蓮尾） 

その場合は、樹木の更新っていうのがいきなり出てくると、 

（東） 

まぁ、だから、それはそういう視点で言葉を変えていけばいい話ですよね。 

だから、見直しっていうのがいいのかな。 

（蓮尾） 

見直しならいいと思います。 

しかもその、P.4 になると今度は『樹木の更新で範囲、樹種を決定する。』、それは結構だと思うんで

すよ。 

それで、『植え替えに必要な人員は、市民参加を募る。』というと、実際に小さい樹木だったらば出来

ます。背丈くらいの。 

（東） 

だから、検討が先なんでね、見直しっていう視点だと、もうこういうお話っていうのはちょっと違う

話になってくると思いますから、まず見直しをしてみて、そのあと必要であればと判断されれば範囲

とか樹種とか、そういったような議論になっていくんだと思うんで、これについては、更新っていう

のは皆さんそういう感じでいいですか？ 

更新っていうのは不適切、先に進み過ぎていると。 

まず見直しから入りましょうと。 

それで、見直しの視点は、さっき風呂田さんがおっしゃったような事だと。 

それを基に、どうするかっていう次のステップを検討しようという。 

まぁ、ちょっと、トーンダウンする内容になりますけど、そんな感じでどうでしょうか。 

（蓮尾） 

何となく、そうしていただかないと納得しづらいなと思います。 

（東） 

そんな感じでいかがですか、いいですか。 

 



18 
 

（林） 

今のは更新という言葉を見直しという表現に変える？ 

（東） 

そうですね。 

（東） 

ちょっと後退する感じですね。 

（林） 

そうすると、植え替えという表現はどうします？ 

（東） 

だから、まず最初に見直すんだよと。 

見直す視点は○○だよっていう話ですよね。 

風呂田さんの話で、視点でもう一回見直してみようと。 

（風呂田） 

今あるものをもうちょっと増やす事も多分あるかなという。 

例えばエノキだとか 

ベラっていうのは元々ああいう所に普通に生えてたので、それは勝手に生えてくるかもしれないし、

そればっかりだとまた面白くないから、私もよく植生は分かりませんけど、ああいう行徳のちょっと

した丘の所にはどういう植生が復活、多分、松っていうのは市川市全体の中であったでしょうから、

そういうのはそのまま使えばいいと思いますし、それは基本的には見直しで、保護区の中の管理のあ

り方の最初のものに目指したものであればという、それを目指すという事でいいと思います。 

（東） 

はい。 

（蓮尾） 

それで、トーンダウンよりもかえって広がっちゃうかもしれませんけど、『緑の国の見直し』という

言い方にしていただいたらいかがかと思います。 

あの、樹木に限らず。 

（林） 

それだと、ソフトも全部入っちゃう。 

（事務局） 

そうなんですよね。 

ハード面の整備ではなくて、ソフト面に入れちゃうという事ですか？ 

（蓮尾） 

そうですね。 

（林） 

いや、樹種の見直しか。 

難しいな。 

（風呂田） 

整備でいいんじゃないんですかね。 

（東） 

何か、その辺は適切な言葉を何か上手く見つけていただいて。 
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そのような事かなと思います。 

このハード面という３項目で今、だいたい意見出たんですけれども、会場の方で何かご意見ある方い

らっしゃいますか？ 

だいたいこんなところでいいですか？今の議論みたいな感じで。 

じゃぁ、ソフト面のほうがもっと大変そうなんで、ソフト面にいきます。 

①身近な自然観察のための導流堤の活用。 

これもすごく大変そうなんですよね。 

（風呂田） 

導流堤ってあそこの前ですよね、あの、新しく今造った。 

（東） 

この P.7 の絵を見ていただくと、今の事務局でまとめていただいた案は、緑の国から入って堤防をず

っと全部ここまで来て、この黄色い線の範囲の中も自由に歩けるようにしたらどうでしょうと。 

そういう案をいただいてます。 

それに対してどうしましょうかというところですね。 

（林） 

土・日・祝というのは今までこういう話があったと思うので、これで現実的だと思うんですが、４月

～９月と限定しているのが、何か、 

（東） 

それはね、行徳野鳥観察舎友の会で、意見書というか提案書みたいなものを出してまして、鳥です、

主に。 

UFO 島周辺や丸浜川を利用する野鳥、鴨や鷹、そういうものの影響を回避するために、特に観察舎前

に鴨がたくさん入って、まぁ、パンをあげるとか、そんなような触れ合いがあるようなゾーンになっ

てるんで、この堤防の上を人が通ると全部飛んじゃいますから、それを避けようという事で時期の設

定をしてます。 

（林） 

わかりました。 

（蓮尾） 

これ、あの、４月～９月までって、提案した時に気が付かなかったか、４月半ばくらいまでは、 

（東） 

鴨がいますね。 

（蓮尾） 

鴨もいるし５月からにしたいんですけどね。 

（東） 

いや、提案書はね、６月～９月って書いてある。 

（蓮尾） 

ちょっと４月は勘弁していただきたいなというところが。 

（林） 

連休明けぐらいですか？ 

（東） 

いや、ゴールデンウィークは開けないと怒られちゃうでしょ。 
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（林） 

いや、だから、そこの微妙さなんですよ。 

だからね、利用のためには連休は入っていたほうがいいんだけど、鳥のためにそれでいいかどうかの

一番微妙なところなんです。 

（風呂田） 

簡単なブラインドか何かで影響の軽減ってできないんですか？ 

例えばこっち側の植生をこう高くしちゃうとか。 

（東） 

堤防自体に、ゆりが浜とか、多分ワッと来ると思いますね。 

どうにかすると何百か来ますから。 

（風呂田） 

それ自体が棲み場という？ 

（東） 

はい。 

影響は大きいですね。期間の話がありましたね。 

（林） 

P.4 に明確に期間が。 

（風呂田） 

まぁでも、それは管理側の問題ですから、保護区の管理と利用の中で、やっぱり現場でそういう事を

ある程度判断出来るゆとりを残しておいたらいいと思うんですよ。 

だから、管理、利用に関しては鳥の保全を考えて制限がかかるという事でいいんじゃないんですかね。 

いつ、どういうタイミングっていうのは、必ずしもここで事前に議論しても現場じゃないと分からな

い事が多いと思うので。 

だから、鳥の保護を考えて、利用の制限というものがある事を明記しとけばいいと思うんですけども。 

（東） 

要は堤防に入る人たちよりも、丸浜川を通ってる人とか、観察舎から見てる人たちのほうが圧倒的に

人数多いでしょうから、その方々が不利益を被るようなこの解放の仕方はあまり良くないだろうとい

う、そういう視点で。 

（風呂田） 

それと、やっぱり鳥の生息のために。 

（東） 

そうですね。 

（後藤） 

それでこれ範囲は、セイゴ水道までになってる。 

（東） 

これは議論しなくちゃいけないんですよ。 

（後藤） 

だからそれを限定的に書いておくと、ここまで全部開けるって話になるんで。 

（事務局） 

そうですね。 
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友の会から提案書をいただいたのは、セイゴ水道の部分までは行かないでほしいというような事が書

いてあるんですけれども、個人的な意見としても、セイゴ水道の所でトビハゼとかカニを見てほしい

なと思うんですけれども。 

（後藤） 

という事は、緑の国の管理棟というのは緑の国のほうだよね？ 

高校のほうからって意味でしょ？ 

（東） 

だから、これだけの距離歩くかなっていうのも、 

（後藤） 

緑の国のほうからだよね、ここに書いてあるのは。 

（事務局） 

緑の国の方からしか行けません。 

（後藤） 

トビハゼを観察するのは逆だよね？ 

（東） 

トビハゼが一番たくさんいるのはこの辺なんですよ。 

（後藤） 

そうですよね。 

だから、 

（東） 

ヤマトオサガニもこの辺ですよ。 

だからそれはもう、開けるに越したことはないんだけども、はてどうなるかなと。 

（後藤） 

いや、僕が言っているのは、緑の国からってことは、ずーっと向こうから入ってくるという事ですよ

ね？ 

（東） 

そうです。 

だから、この間ずーっと歩かせる話ですよ、この間。 

（後藤） 

そうですよね。 

（東） 

ずーっとここまで。 

それでまた戻る話です。 

ここからじゃないと出られない。 

（風呂田） 

今の利用状況からみると、野鳥観察舎に来てこの辺でたむろして帰る人と、本当に散歩コースでシャ

カシャカと前を抜けていく人と、それで全体をこう開放すると、両方の人が多分使えると思うんです

よ。 

それで、やっぱりそういう場所があって、中に対する魅力があるっていうのを見てもらうには、出来

るだけやっぱり一番ホットな所をどうやったら上手く見ていただけるかを考えたほうがいいと思う
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んですけど。 

（東） 

おっしゃる事はよく分かるんですが、要はね、この距離歩くかなっていうのが、放っておいて。 

（蓮尾） 

いや、歩く方は歩くんだろうけどれども、 

（東） 

だから、さっきのシャカシャカしか行かないんじゃないの？っていう。 

シャカシャカタイプしか。 

（風呂田） 

でも、シャカシャカ歩く人が、『え～、こんな所にこんなのがいるの？カニがいっぱいいるな～』と

か。 

（東） 

割とね、こっちの丸浜沿いにね、ポイントポイントにこう、何がいるとか、そういうのを手作りで作

ってくれてるんですよ。 

それをこの間にポコポコ置いて、どうなるの？っていうのはちょっと、何とも。 

僕が反対しちゃいけないんだけど。 

炎天下、何の遮りのない所を、７月～９月、ここを歩かせるっていうのは、ちょっと何か無理がある

ような感じがするんですよね。 

（後藤） 

いやあの、逆に言うとその、今、緑の国からずっとこっちを歩くっていうイメージがあるんだけど、

僕がちょっとイメージしたのは、丸浜川の入る所あるじゃないですか、湿地に入る。 

（東） 

はい、鍵開ける所でしょ。 

（後藤） 

その手前のこっち側から、ある程度限定した期間を、距離を、開けるのかなと逆に思ってたんですよ

ね。 

緑の国からずーっとってよりは、こっちからは入れる所とこっちから入れるんだけど、管理が難しい

っていう話ですよね。 

（東） 

そうですね。 

（後藤） 

そうですね、多分管理を意識して。 

（風呂田） 

まぁ、ここであんまりそういう具体的な事をやりあってもしょうがないんですけどね。 

（後藤） 

だから、あまりこう、区間をきっちり書いちゃうと、逆に。 

（林） 

だから、ここをちょっと詳しく書き過ぎだよね。 

期間に関しても、範囲に関しても、もっとぼやかして、それこそさっき言った順応的管理みたいにね、

現実に従ってやっていく形にしてしまえば。 
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ちょっと詳しく書き過ぎですよね、ここ。 

（後藤） 

そうそう、だから、逆に言うと、ここをやらないといけないという感じなんだよね。 

（風呂田） 

ただ、あの、いわゆる目標として確認しておくことは、やっぱり出来るだけ接近度を皆さんに高めて

あげるような感じにする、という事を書いておいて、やっぱりそこで制限がある訳で。 

（林） 

それがいいと思います。 

出来るだけね、色々なものを見せたいとかいうのはあるんだけれども、生き物が一番大事だし、って

いう事と、色々な事を組み合わせて検討する、でもう少し。 

（東） 

あと、この高校水門前の干潟っていうのはもう、もろにこの歩く方々が楽しめる場にしたいんですよ

ね。 

（後藤） 

そうですね。 

（風呂田） 

ただ、さっきの復活の計画だと、工事期間中はここはとても無理な話になって、 

（東） 

そうですね。 

だから、将来的な話ですね。 

（風呂田） 

将来的に、出来上がった時に。 

（東） 

だから、造る目的っていうのは、そういうところに置きたいなと。 

せっかくの触れ合いゾーンですから。 

そんな話で大丈夫なのかな？ 

きっちり書かないで、それこそ順応的な管理をしようと。期間と範囲。 

（蓮尾） 

平成 26 年４月からっていうふうに書いてらっしゃらなかったですか？どこかに。 

（東） 

はいはい、一番後ろの P.6 にあります。 

（蓮尾） 

ありますよね。 

それで、あの、えっと、何て言うのか、それだと本当にもうすぐなんで。 

（林） 

ゾッとするな。 

（東） 

そこまでに何か、安全策、予想される危険とそれを防止する安全策が何かできれば。 

だけど、さっきの話だと４月じゃなかったですから、もうちょっとファジーなところでしたから。 

あとは、やっぱり僕らの側も５月の上旬から９月の間、ここに人が入って何か楽しい事って何か考え
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なきゃいけないですよね。 

それで利用者を増やす事に繋がるのが一番いいと思いますから。 

どういう仕掛けをすると人が来てくれるのかなっていうのは、何か考えたいですけどね。 

面白く見せる方法みたいな。 

（蓮尾） 

全部開けっ広げの所を行って、同じ道をまた帰るっていうのは、すごく芸のない話になっちゃうので。 

だからと言って、通り抜けって事になるとその、反対側のそこをどうしたらいいかって、結構その辺

のところを、あの、かなり工夫をしないと。 

（東） 

一応、友の会で作ってもらったのは UFO 島とこっちから丸浜川に渡る所に橋を造って、ここから出し

たらどうだろうと、それで、出るしか出来ないと。 

ここから入るのは出来なくて、こっちから出るしか出来ない。 

だからここで登録して、こっちに来たら出るだけ。 

というものがあればいいのかなというご提案をいただいてますけどね。 

（風呂田） 

それはかなりハードに関係しますよね。 

（東） 

そうですね、ハードですね。 

構造に係わってくるから。 

まぁ、管理としてはそのほうがしやすいのは分かりますけど、やっぱり利用者への満足度という事で、

そこの駆け引きはやっぱり現場サイドで考えなきゃいけないと思いますので。 

（東） 

そうですね。 

利用者の満足度ですね。 

（風呂田） 

はっきり言って、途中まで行って行き止まりで戻って帰ってくるっていうのは、多分一番、蓮尾さん

が言ったように、帰んなきゃいけないの？ってなったら、それはかなりつらい話になると思います。 

（林） 

ネイチャートレイルとしては、推奨はされないのはそうなんですけど、まぁ、でもやむを得ないとい

うのもありますから。 

（東） 

そうですね。 

何か出来ないかな。 

この辺を上手く渡ってこっち側に行ければいいんですかね。 

ここから入ってきて、この辺上手くこう渡ってこっちに行けるようにするとか、何か出来そうな気も

しますけど、どうしたほうがいいか。 

（風呂田） 

まぁ、活用って書いてあるから、もう完全にオープンにするって事でもないし、上手く使うっていう

意味も活用の中に入ってるから、そういう今までの議論がちゃんと理解できていれば。 

順応的に考えるという事でいいんじゃないかと思いますけど。 
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（東） 

期間と範囲について、もうちょっと考え方で説明をするという事と、利用者の満足度を上げるための

工夫というのが現場サイドで必要で、鳥の生息という視点も入れましょうというところでしたっけ。 

ですね。 

じゃぁ、『②環境・体験学習と人材育成のためのプログラムの作成』のところはもっと大変だ。 

そうでもないか。 

（林） 

いや、これもやっぱり、変に詳し過ぎるんですよ。 

これは申し送りすればいい事が多くて、ここにこう書くものでは多分ないんじゃないかな。 

（風呂田） 

何かさっきのお話で一番気になるのは、ボランティア、インタープリターを何かタダで集めるという、 

（東） 

それは次の項目ですから。 

今、『②環境・体験学習と人材育成のためのプログラムの作成』をやってます。 

今のは『③ボランティアやインタープリターなどの人材の募集』ですから。 

（風呂田） 

いや、人材育成のためのプログラムを作る人がインタープリターなんですよ。 

だから、 

（林） 

今『②環境・体験学習と人材育成のためのプログラムの作成』ですからね、とりあえず。 

あの、それを誰がやるかっていうのを今、風呂田さんはおっしゃってる訳でね、それをだから誰か先

生が作って、インタープリターがその与えられたプログラムをやるのか。 

いや、そうじゃなくって、その人たちが自分で作っていかなかったらいいものにならないだろう、と

いうのがおなじみの話というか、非常に深い議論でありまして、それを作る人、だから、『僕、作る

人』、『僕、使う人』っていう事なのか、『私、使う人』になっちゃうのか。 

（風呂田） 

最悪なケースが、こういう事を教えなさいと言って、ボランティアで、インタープリターなりを雇っ

ておいて、何かこう、紙に書いたような事をこうパッパッパと説明して、何か質問あっても、それは

私は知りませんっていう、そういう事になると、結局お客さんへの満足度が一番低下するんですよ。 

むしろ、不快感を与えるような事も起こっていて、よく多くの、すみませんが、博物館でもそういう

事が起こっていて、そういう事によって博物館機能の低下になる。 

だから、ここが一番大変なところで、この中の、エコミュージアムの面白さを伝えてくれるかってい

うプログラムと、それを説明するシステムと人間ですよね、そこをどういうふうにするかっていうの

は、中身にとっては一番大切なところなので。 

それが将来的にちゃんと進むような記載の方法をしとかなきゃいけないのかと思うんですけど。 

むずかしいな。 

（東） 

どうしよう。 

（風呂田） 

だから具体的に、先ほど本当に林さんが言うように、具体的に書き過ぎるとそれだけが先行しちゃっ
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て。 

（東） 

それはもちろんそうです。 

だから、こんな手法で作ることを考えてますというような話じゃないですか？ 

例えば意見交換会、本当にプログラム検討委員会を作って、博物館の方とか、 

（風呂田） 

検討会というよりもその、実際に管理してる人、それからそこを調査・研究、まぁこれ、先ほどちょ

っとあの、候補者もいましたけど、彼らだって恐らくは一番、今の時点ではあそこの自然環境を知っ

てる。 

そういう人たちと一緒にプログラムを開発して、いいインタープリテーションが出来て、そこにボラ

ンティアも参加して、それがリサイクル的に雇うと。 

そういうシステムを作るんだというような表現で、ソフトとして書いておいたらどうかなと思うんで

すけど。 

だから、ある意味では協働ですよね。 

専門家、それから実際に調査に携わった人、ここで管理してる人、あるいは子供たちも含めて、若手

の人から。 

だからこの文章だと、プログラムを作る委員会があって、その作ったものをボランティアとインター

プリターを集めて、何かそういうふうな非常に階層的で、区切られちゃってる。 

だから、ここは人材育成と表現力、それからお客さんの満足度を、一番どうやったら高めるかってい

う視点でそういう人たちの育成を図っていかなきゃいけない部分なんで、その辺を博物館はどういう

表現をしているかっていうのを、特に生態園なんかでですね。 

（林） 

なかなか難しいですね。どうしますかね。 

教育のプログラムと人材育成のプログラムと両方なってるのがまた複雑なんで。 

あの、区分けするんだったら、プログラムという話を２番目にして、人材に関することを３番目にす

るというふうに分けてしまったほうが、もしかしたらいいかもしれない。 

あの、最後までいってみないと分からないけど、多分とりあえずそうしたほうがよさそうな感じがし

ます。 

あの、教育のプログラムの話と人材育成のプログラムって、プログラムだから同じだろうっていう訳

には全然やっぱりいかないので。 

教育の、教育というかコミュニケーションのプログラムを②にして、人材に関する話を全部③にした

ほうがもしかしたらいいかもしれない。 

それで、②のところですけどね、なかなか難しいんだけれども、今、風呂田先生がおっしゃったよう

にやっぱり、色々な主体が係わるというのがすごく大事な事だというのははっきりしてるので、子供

を含めて利用者っていうような事が挙がるのもいいし、当然、地域の学校の先生方っていうのもそう

でしょうね。 

それから、研究者が入る。 

それから、調査に加わった方たちも、もちろん加わってもらったらいいに決まってる。 

それにプラス、多留先生なんかもそうですよね。 

管理に係わってる方たちっていうのと、その色々な主体が係わって作るような、まぁ、（仮称）プロ
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グラム検討会というようなものでそれを作っていきましょう、というぐらいがあれば、あとはもう、

どういう主体が係わるよという事だけあれば、あとはもう、それ以上の事はいいと思うんですけどね。 

あんまり書き込んでもしょうがない。 

（風呂田） 

多様な主体の協働によるプログラムの作成、という事ですかね。 

（林） 

という事でいいと思いますけどね。 

これ、今、教育者という時に学校の先生だけじゃなくて、公民館だとか、そういう社会教育に係わっ

てる人たちにも当然係わっていただきたいというのは、今までの議論の中であると思うので。 

それぐらいの事があれば、あまり詳しくはいらないかなと思います。 

参加と協働みないな。 

おなじみのキーワードを入れておくのがすごく大事かもしれない。 

（風呂田） 

ただ、あの、本当にあの、表現はもちろん出来ないんですけど、そこにコストがかかるという事を是

非覚悟しておいて。 

何か、何となく、さっきの話にまた戻るかもしれませんけども、表現の仕方によっては、やりたい子

をボランティアで集めればいいんだという事になると、本当に中身を上手く活用できない事態が現実

にいっぱいあちこちで起こってる。 

それが結局はこういう場所の有効利用を阻害しているという事が起こってますので。 

そこはやっぱり、行政としてもコストがかかるという事は理解、まぁ、そのコストを行政が全部払え

という事ではなくて、例えばその今、市川市さんがやってるように、何ですか、税金の一部をこう、 

（東） 

１％支援制度ですね。 

（風呂田） 

それから CSR なんかも多分そうなるでしょうし、それから現場で、例えば本当に観察会でちゃんと受

けたい時には、お金とってもいいと思うんです、ちゃんとした教育を、プログラムを提供するという

ことは、そのインタープリターとしてプロであると。 

やっぱりそういうお金の集め方も工夫はしなきゃいけないと思うんですけど。 

だから、全部税金という訳ではもちろんないんですが、少なくともそういうコストというものは、中

で働く人たち、活動する人たちにとっては、やっぱり必要になってくる。 

そうしないと、本当にこれに定着してそこを支えていこうというような覚悟は出来ない。 

常にお客さんだけが適当にやって帰るという事では、なかなか質が向上しないと思いますので。 

（東） 

はい。 

この、『②環境・体験学習と人材育成のためのプログラム作成』の件はもう大丈夫ですか？ 

もうちょっとやりますか？ 

（風呂田） 

表現はすみません。県としてはやっぱり文章にならないといけないんで。 

（東） 

そうですね。 
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（林） 

ソフトの整備の、P.6 のこのソフト面の整備という時期の記述は、やっぱり、①については、平成 26

年４月からというのはちょっとやっぱり勘弁なので、ここ変えなきゃいけませんよね。 

（東） 

はい。 

（林） 

同じように②の話でいうと、平成 26 年度中を目途とするというのは、考えたらその、さっき言った

ようなその組織を作るだけでそう簡単に出来る話ではないので。 

それに一回、あの、もう、パパパッと作ったらそれでおしまい、なんてはずはどう考えてもないので、

やってみて、結果見て、みたいな話なので、組織を作るところでどうにか平成 26 年度中に、組織が

立ち上がれば御の字ぐらいだと思いますので。 

（蓮尾） 

あの、平成 26年度っていう直近の話が出てくると、とてもある意味じゃ励みになるんですけれども、

だから、あの、プログラムについては平成 26 年度中に着手するっていうような言い方でやっておけ

ば一番よろしいのではないかと。 

（林） 

おっしゃるような表現で、ちょうどバランスが取れます。 

（東） 

はい、それでは、③ですね。 

ソフト面の③、ボランティアやインタープリターなどの人材募集。 

（林） 

これだから、その、募集って表現がやっぱりあれですよね。 

育成みたいな事にして、例えばですよ、育成にして、それについて、 

（東） 

育成だとね、今の中でという意味で、やっぱり雇用という事を考えないといけないんだと思うんです

よね。 

（風呂田） 

そんな事はないと思いますけど、例えば子供たちが現場で色々と経験するのも育成ですし、それが将

来的にはインタープリターとかボランティアとしてまた帰って来るという可能性は十分ある訳で、育

成っていうは別にお金がかかっている訳ではないと思いますけど。 

まぁ、もちろんあれば一番いいんですけども。 

（東） 

いや、だから、インタープリターいないんですよ今。 

（風呂田） 

うん、育成です、だから。 

多分ですけど、いわゆる、私インタープリターですって、知らない人をいきなり連れてきて、募集し

て、そこでどうぞって言っても分からない事なので、やっぱり色々とそこで経験を踏んで、自分の、 

（東） 

おっしゃってる事はよく分かるんですが、要は、手が回らないんです。 

だから、これはすごいありがたい表現なんですよ。 
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（風呂田） 

今の状況で、友の会としては手が回らないという事ですか？ 

（東） 

ええ。人材が不足して、 

（風呂田） 

それはちょっと今の議論の中でやると、友の会がやれる事しか書かないという事になるとちょっとま

ずいんで、 

（東） 

いや、要は、プロを雇用しない事には始まらないと思うんですよね。 

（林） 

それだとすると、募集というのは何かよく分からないですね。 

これはだから、 

（東） 

とてもファジーな表現ですね。 

（林） 

そこをどっちに書きますか？ 

いや、要するに、雇用が必要であるというふうに明記してしまうというのはギャンブルですか？ 

ギャンブルなんでしょうかね？ 

（東） 

それは僕は分からない。 

あの、ただ、まぁ、こういう席で僕が言うのはあんまり良くないんですが、要は、 

（林） 

その分、金出してくれっていう事ですよね？ 

一番早く言えば。 

（東） 

そうです。てっとり早く言えばそうです。 

そのとおりです。 

もう一人、人を雇えば、その分インタープリターに充てられます。 

（林） 

そうですよね。 

（蓮尾） 

雇用っていうのは直に本当に予算に絡んできてしまうので、そこを表現出来ればありがたいんですけ

ど、まぁ、無難に確保とか。 

（後藤） 

あぁ、そうそう、人材の確保。 

（林） 

確保ね。 

（後藤） 

確保と育成なんだよな。 
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（風呂田） 

そうするとこれ、ボランティアを先にもってきてインタープリターとなると、両方ともタダみたいな。 

何かそういう、インタープリターの確保とボランティアの参加促進と。 

（林） 

いいですね。 

（東） 

 インタープリターの確保ね。 

（林） 

確保っていい表現ですね。 

（東） 

あと、ボランティアの募集と。 

（蓮尾） 

募集っていうか、まぁ。 

（風呂田） 

ボランティアの参加ですかね。 

（蓮尾） 

参加促進ですかね。 

（林） 

参加促進、育成とか。 

（東） 

今、現状では、受け入れる事もかなり難しいんですよ。 

（林） 

そうでしょうね。 

コーディネートするのも手間暇かかるから。 

（東） 

ボランティアのコーディネートとしたほうがいいのかな、そしたら今の。 

（風呂田） 

参加でいいんじゃないんですか。 

まぁ、それは、全部友の会でやるっていう事を前提としている訳じゃないんで。 

（東） 

もちろんそうですね。 

（風呂田） 

まぁ、もちろんやっていただければ一番、現場サイドとしては効率的だとは思いますけど。 

（林） 

インタープリターの確保とボランティアの参加促進みたいな表現で、例えばいかがでしょうか。 

それで、今の参加促進の中で、募集する事、育成する事を全部含めて入ってくるような。 

こうしてみると、あれですね、ハードだとお金付くのがそんなに簡単かどうか分からないけど、この

③、なかなかハードル高いですね、これね。 

（東） 

高いです。 
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（林） 

でもそんなに高くないですよね？ 

正直言って。 

（蓮尾） 

そうなんです。 

（林） 

工事に何千万円かかるとかいう計算は簡単に出るんだけど、 

（東） 

だから、ずっとお金がかかるっていうところがネックなんですよ。 

（林） 

そうですね。 

（東） 

だから、例えば年間 450 万円とか 500 万円というお金が 20年かかってくるとか、そういう話。 

10 年とか 20 年かかってくるっていう話ですよね。 

そこが大変なところだと思います。 

（風呂田） 

それはもうソフト面なのかもしれないけど、そういうやっぱり集金システムですよね、募金も含めた。 

それは全然検討課題に入ってませんけれども、運営するための具体論になってきたら、じゃあ県のお

金だけでやるのかっていうとそういう訳にもいかないので、そういうシステムも一緒に合わせて作っ

ていくという事をその中で確認していけばいいんじゃないのかなと。 

（林） 

今みたいな表現、どこかに入れましょうよ。 

その、やっぱり費用負担はね、だから、県だけに押し付けるというか、県だけに要求する訳ではない

というのを、この検討協議会では考えているんだというところまで入れたほうがいいんじゃないです

かね。 

いや、分かんない、分かんない、プラスになるのかマイナスになるのか。 

微妙だな、それは。 

（東） 

みんな押し付けられそうな感じもするんですけど。 

（林） 

じゃぁ、県はやらなくていいのかみたいな話に開き直られても困る訳ですよね。 

（東） 

難しいな。 

どこまでいただけるかというのがとても大事な。 

（風呂田） 

何かすぐその気にするようになっちゃうと、 

（東） 

そうなんですよ、だから僕らも話はちょっと不穏当なんですよ。 

不適切ですね。 
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（林） 

難しいですね。 

（東） 

難しいです、はい。 

（風呂田） 

いや、でも、少なくとも協議会での決定事項になるので、あんまり現実な個別団体の意見がネックに

なるっていうのは良くないと思います。 

（東） 

良くないです。 

だから、この件は協議会で私は発言するのは難しいんですよ。 

とても難しい。 

（風呂田） 

まぁ、でも実際的には、そんなふうな細かいお金の事はイメージですけれども、現場の管理、保全、

経費はやっぱり公費ですよね、これは。 

運営費に関して今のような、他からの収入はあってもいいんじゃないかと。 

（東） 

それはもう、おっしゃる事は正論なんです。 

ただ、あの、日本経済は厳しいですから大変ですよ。 

（風呂田） 

でもそう言ったら、管理経費も経済的には。 

だからみんな同じだと、 

（東） 

もちろんそうです。 

だから、とてもありがたいことに、たくさん人が集まって来てくださりそうな材料がいろいろ出てき

てますよと。 

それに合わせてそういった事が、要は、とても必要な事として出てくるでしょうと。 

（風呂田） 

いつも思うんですけどね、あそこであれだけ観察会で日曜日なんか皆さんやって来て、別に強要する

訳じゃないですけれども、もっと明らかに寄付が欲しいというふうに訴えていいんじゃないかと思い

ますよ。 

（東） 

そうですね。 

（風呂田） 

帰りがけに、今日の満足度に応じて野鳥観察舎の今後のために寄付して下さい、いや、それがもう多

分欧米では当たり前にやってる事なので。 

そういう事を高らかにちゃんと言えるだけの質に、逆に変えていかなきゃいけないんですけど。 

そういうお金の、生きたお金の動き方を誘導することも念頭に置かないと。 

普通はインタープリターでも完全にお金とりますからね、質が良ければ良いほど。 

（東） 

 うん、当然の話なんですけどね。 



33 
 

まぁ、なかなかそれをどう受け入れていただくか。 

（林） 

時間がない。 

（風呂田） 

本当だ。 

（東） 

大体、大丈夫なんですか？ 

（風呂田） 

これ全部終わるんですか、今日？ 

（東） 

すごい時間かかると思ったんだけど。 

（風呂田） 

いやいや、このあとまだいくと、まぁ、あとは全部関連事項なので文章的な問題ですかね。 

ニュアンスはもう。 

（林） 

じゃあ、その、P.6 の③の募集期間、プログラムが策定した段階から随時実施するっていう事に関し

てはどうします？ 

これ同じですよね、今言ったインタープリター確保とボランティアの参加促進ですけど、どういう表

現にしたらいいですかね。 

（風呂田） 

募集期間といってもね、まだどういう形のものか分からない。 

（東） 

プログラムが出来て、でも本来はね、プログラムを作るところから入ってなきゃいけない。 

（風呂田） 

プログラムを作る段階から関与していないとインタープリテーション出来ないんですよね。 

（東） 

だから、プログラムを作る段階からインタープリターが入ってないと。 

（風呂田） 

プログラムは日々ほとんど、現場現場に応じて、季節に応じて、天候に応じて変えなきゃいけないの

で、マニュアルどおりにやれっていうのはプログラムじゃないんですよね。 

（林） 

だから、インタープリターに関しては、まぁ、速やかに確保したいと。 

ボランティアに関しては、時期をみてなんでしょうけどね。 

（東） 

プログラム作りから参加するためですね。 

（林） 

速やかに確保したいと。 

ボランティアに関してはでも、あれですね、だから、受け入れても対応するのが大変なので、その分

が。 
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（東） 

それこそプログラム策定してからじゃないの？ 

それじゃあ変ですか？ 

（林） 

まぁ、実施出来る状況、ボランティアを受け入れられる状況が整ったらみたいな表現で逃げておくの

はどうですか？ 

受け入れ態勢が準備出来たら募集しようと。 

（風呂田） 

またこれ、要件を付けると表現がネガティブに聞こえるから、ちょっと上手く工夫して、受け入れ態

勢の整備とボランティアの活用とか、そういうふうにしていただければ。 

ボランティアの参加とか。 

（東） 

ただ、その速やかに確保したいっていうのはありがたい事なんですけどね。 

（風呂田） 

あぁ、インタープリターのほうはですね。 

まぁ、これは、プログラム発展のためにはやっぱりそういう人の参加がないと。 

（東） 

そうですね。 

プログラム作りから参加するという事ですね。 

ありがたい事ですね。 

（風呂田） 

ちょっとすみません、今回の話題からちょっと逸れるのかもしれませんけれど、土砂の件でちょっと

皆さんにご意見伺いたいんですが、実は今、国土交通省が浚渫残土、浚渫土砂とか、それから建築の

自然系の土砂の、干潟再生のための計画を立てようという委員会が立ち上がりまして、まぁ、実際東

京湾ではどういうニーズがあるのかというのを、今、調査を始めたところです。 

私としてはここもそういう候補地に是非、そこに推薦させていただきたいと、まだ、もちろん国交省

もその材質がどういうふうに使えるのか、それから現場がどういう合意形成が必要なのか、具体的な

手法については、もちろん候補が絞られてから関係者と全部相談していくつもりですけど。 

あの、早く言っておかないと、候補地から外れちゃうと具体的な話の中に進まない可能性があるので、

現在のところは深堀で投棄しているか、あるいは富津沖で漁場再生の浅瀬造成に使っていて、なかな

かこっちには回ってこないんですけれども。 

ただ、今、東京湾全体で干潟再生のために使える可能性はあるかどうかを調査をしていて、その具体

的な候補地を今ピックアップしていますので、その中に入れさせていただければ、場合によっては国

交省のほうの主導で干潟再生事業としてやれるかもしれない。 

ただそれを、最初から嫌だと言われれば、もうそれで紹介しないほうがいいんですけれども。 

（蓮尾） 

是非入れていただきたいです。 

（風呂田） 

よろしいですか。 
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（東） 

浚渫？ 

（風呂田） 

浚渫等と書いてありますけど、昔の深い所にあった泥ですから、陸上も含みます。 

ただ、質的には、今の場合は砂にしなきゃいけないというのが何か頭にあって、無理やり山砂を混ぜ

てるらしいんですけど、ここだったらむしろ、泥が揚がってきた時には泥を是非入れていただきたい

という事になる。 

だから、そういう質があって、その質がどこで使えるかという候補地が今ピックアップされようとし

ているというところで、そこの委員会のほうに紹介させていただきたいと思いますけども。 

もちろん、これは最終的には県のほうにも全部相談して進めなきゃいけない。 

まぁ、あの、向こうが言っているような、全部まるまる自分たちでやるかどうかっていうのは分かり

ませんけど、まぁ、はっきり言えば、国交省のほうは土砂の有効利用を図りたいと。 

ですので、多分、国の経費負担でいけるんじゃないかと思います。 

（東） 

はい、ありがとうございます。 

すみません、話を戻して、ソフト面の整備というので、この３項目について今ここまで議論してきま

したけれども、会場の方から、何かこれについてご意見がありましたら是非。 

かなり具体的に今日は前へ進んでて、とてもありがたい話もいっぱいあるんだと思います。 

協議会に上がる前に、是非ご意見がありましたらお話いただければと思います。 

あるいはご指摘でもいいと思いますね。 

何かそう言ってるけど、ここはちょっと違うかもしれないとかね。 

（会場） 

すみません、ソフト面の①の利用者の入出管理というのは、どこの利用者の、緑の国のほうなんです

か、それとも全部？ 

（林） 

今のは P.4 のソフト面の①の３行目だと思います。 

（会場） 

導流堤の上？ 

（東） 

そうです。 

入口１箇所にしか造れないでしょ、っていうのが現実なんですよ。 

それで、ご提案いただいたような橋を造るお金もちょっと難しそうだという事で、とりあえずはこの

入った所で管理するしかないでしょという、そういう事です。 

（会場） 

じゃぁ、開放はもう平成 26 年の４月からやるという？ 

（東） 

いや、それは今議論して、 

（会場） 

 すみません、ちょっと途中からだったので。 
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（東） 

ちょっとあんまり平成 26年４月っていう事じゃないでしょうと。 

だから、時期と範囲、これについてはもうちょっと考え方だけを述べるものにしておきましょうと。 

あんまりその、具体的に書いちゃうって事は、この段階では馴染まないでしょうという、そういう結

論で今日は終わってます。 

他に何かありましたら是非。 

何か、思いのほか、進行がご協力いただけたんでトントンきちゃった。 

大変かなと思ってたんですけど。 

（風呂田） 

すみません、細かいところなんですけど、P.4 のソフト面の整備で、①の最後、『同様に、…』のとこ

ろなんですけど、『利用者の安全確保が出来ない』これはいい、『鳥や湿地の生物に悪影響があると判

断された時』、あの、人が入れば絶対悪影響なんですよね。 

それで、最後に『中止する』とこんなにはっきり書いたら、全部中止にしなきゃいけなくなるんじゃ

ないかって心配ですけど。 

（東） 

いや、というか、こんなにはっきり書かないでいいのかなっていう、 

（風呂田） 

影響が大きいと判断された場合には、開放を、 

（蓮尾） 

考え直す。 

（風呂田） 

うん、中止すると最初から言ってると、鳥が逃げた、中止だ、っていうふうに捉えられないのかなと。 

（東） 

そうですね。 

（風呂田） 

それのちょっと表現を少し。 

（東） 

あの、あと、だから、考えなきゃいけないのは、要は、ずーっと向こうまで行けるようにして、何か

あってここまでしか行けなくなるっていった時の不満は大きいと思うんですよ。 

ここまでしか入れなかったのが、来週からあそこまで行けるわっていうほうが、そっちのほうが、前

へ行く、後ろへ行くの市民の満足度って、そっちのほうが高いと思うんでね。 

いきなりドーンと開けちゃって、 

（風呂田） 

それとあと、悪影響っていうのは、影響が大きいと判断された時は、でいいんじゃないですか。 

（東） 

はい。 

（風呂田） 

悪影響と書いてると、どんなんかんでも、歩けば虫踏んづけちゃうし。 

（東） 

文章のそれはやめましょうよ。 
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だから、そこまで具体的には書かないという事でいいと思います。 

（蓮尾） 

生物に影響が大きいと判断された時は、開放を見直す。 

（東） 

他に、何か会場でご意見とかありませんか、ご質問とか。 

（会場） 

三番瀬のですね、専門家会議とかという事を、前の円卓会議の延長でずっとやってきて、今年度で８

年目ですので、自然保護課のご担当の方もご存じだと思うんですけども、平成 26 年度からさらにあ

と３年ですね、第三次計画っていうのを一応、今、策定中で、大体決まってきておる訳ですね。 

専門家のご意見も色々あったんですけども、その中で話題になっておりますのが、まぁ、いわゆるそ

の、今の造った２丁目の護岸の前のですね、石積み護岸の前がえぐれてる訳ですよ。 

あそこはその、市民が親しめるためとか、それから干潟がないんで、そういうのを創出するという検

討をするというのが今回入ってきました、改めてですね。 

もともとそういう考えは入っておったんですけど、具体的ではなくて、あの前に砂を入れろとか色々

お話がありましてね、それはまぁやらないというお話で通ってたんですけど、突然、今度それを検討

すると。 

実はあの２丁目の護岸の前のほうにですね、砂を盛って干潟が形成出来るかどうかというのを、まぁ、

結構な山を造ってやったんですけど、全部流れちゃった訳ですね、波で洗われて。 

そういう事で、まぁ、言ってみれば、そういうふうにやっても、新しく土を入れてもですね、そうい

う護岸の所に、直線ですから、定着しないんじゃないかという意見もあってですね、生き物が生きた

っていう話もあるんですけど、それは置いておけば生き物は探せばおりますんでですね、ただ、結構

な量をやって上手くいかなかったんでですね、専門家のご意見も、まぁ、大西先生なんかもですね、

今回の専門会議も数日前にあったんですけど、あんまり、その、やっても意味がないんじゃないかと、

そういう人工干潟はと。 

というお話がありましてね、いや、ただ、市としてというかね、市川市あたりはああいう護岸を造っ

たのに海に降りられないというね、連続性がないというのと、楽しみもないとか、それが生き物に対

しては良くないんじゃないかとか色々なご意見があって、結局、過去のやった試験とか測定、まぁ、

測ったですね、調査した内容を参考に検討すると、３年間の間のまず１年目はですね、来年度から。 

そういう事が具体的に県のほうはやると、検討すると。 

市川市が望んでるって事もあってですね、護岸造ったと。 

そういう事なんですけど、それとここの干潟の再生というお話ありますね。 

このへんは何か関連するような、まぁ、人工的にこの干潟を造っていくという意味ではですね、ある

のかなと思ったものですから。 

このへんは、あの、何か、自然保護課とかですね、委員会なんかの、どんなふうなお考えになります

かね、関連は。 

全くないものっていう感じではないと思うんですけども。 

（事務局） 

すみません、私は円卓会議のほうの内容を全く把握していなくて。 

申し訳ございません。 

行徳湿地に関しての干潟の再生という事を考えていまして、たまたまそれと、市川 2丁目の前浜を造
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るっていうのが、タイミングが合ったというだけでして、その三番瀬の計画を見て作ったというもの

ではございません。 

（会場） 

いや、むしろ、三番瀬のほうはですね、やらないという事でなってきたのが、突然今度出てきたんで

ね、こちらでこういう事をやるんで、それも参考にしてあるのかなという、ちょっと関連付けがね、

あるのかなと。 

（東） 

いや、特にそれは関係なくてですね、要は、もともと観察会に来た市民が降りられる干潟があったん

ですけども、震災で消失しましたと。 

この、ゆりが浜と書いてある所ですね。 

ここへ干潟を復活しようとしたんだけれども、とてつもない金がかかると。 

じゃあ、これ、出来ないでしょうという事で、じゃあ、代わりに何が出来るのという中で、この高校

水門側の干潟の造成なんですよ。 

それで、どちらにしてもここは市民が干潟に降りて、湿地環境を楽しむ場、体験出来る場という位置

付けなんで、そういう意味でここに人工干潟を造ろうというのがここで議論されて、今日初めてこう

いう形になってきたんですね。 

（会場） 

かなり具体的に、10,000ｍ3とかですね。 

（東） 

そうですね、非常にありがたい話だと思います。 

（会場） 

まぁ、数年間にかけて、順応的管理とかおっしゃってますんで。 

（東） 

はい、ありがとうございます。 

他には大丈夫ですか。 

大体大丈夫ですか、これで、今日の議論。 

（事務局） 

はい、協議会までに、もう一度、行徳湿地の将来像、これを皆様の今日の意見を基に、もう一回修正

します。修正したものをすぐに皆様にお見せします。 

事務局で考えているのは、データをお送りして、皆様の修正案を実際にデータでいじってもらって、

それを集め、まとめて本案とすることを考えていますけれども、よろしいでしょうか。 

タイトなスケジュールになると思いますけれども。 

（林） 

日程的にね、３月 18 日を協議会予定と伺ってたんですけれども、そうすると、協議会の委員にいつ

ぐらいに事前資料を送るという事を考えてらっしゃいます？ 

（事務局） 

１週間くらい前までに。 

（林） 

１週間くらい前。 

３月 11 日ですね。 
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となると、その前の週くらいが締切になりますよね。 

３月７日くらいには固まってなきゃいけないという事ですよね。 

というのが日程です。 

それをちょっと確認しておいたほうがいいと思ったので。 

（事務局） 

結構タイトなスケジュールになってきますけれども、すぐに今のご意見を反映させたものを作りまし

て、もう一度お送りいたします。 

ちょっと、難しいと思っているんですけれども、皆様のお力をちょっとお借りしてやっていこうと思

っています。 

（風呂田） 

直接この中身とは関係ないんですけれども、今後やっぱり、さっきのこういう報告書の中の情報って、

すごく共有したいところがあって、もしもこちらから会社のほうにお願いして、そういう発表をして

いただけないかと。 

これは何もあの、行徳のためだけじゃなくて、東京湾全体のこういう環境再生のために、実は東京湾

の色々な会議が今ありまして、一番大きいのは東京湾再生官民連携フォーラムというのがあるんです

けど、そういうところでこういう研究事例を持ち出そうという動きをしています。 

そういう時は会社側に調査内容の結果を発表してほしいと。 

必ず県のほうに打診がいくと思うんですけれども、そういう時に積極的にそういう場で中身を公表し

ていいよ、という事をお許しいただきたいと思うんですけれども。 

大抵はやっぱり、お金を出している県の了解がなければ出来ないよという事になると思うんですけど、

場合によっては、それはダメというところがいっぱいあるものですから、行政とかは。 

（事務局） 

そうですね。 

ただ、今日お持ちしたこの資料というのは、あとでホームページ上に載りますので。 

（風呂田） 

だから、それを今度、業者の方が自分たちの委託研究事例として発表することをお許しいただきたい。 

（林） 

いや、じゃなくて、県の PDF に出る。 

（風呂田） 

いや、そうじゃなくて、人の前でちゃんと。 

（林） 

あぁ、そういう意味ですか。 

（事務局） 

要は、この調査会社が発表するという事がいいかどうかということですか？ 

（風呂田） 

あの、人の声でですね、ちゃんと。 

（東） 

だから、発表することを奨励してくれと。 

（事務局） 

それは全く問題ありません。 
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（風呂田） 

いいですか？ 

（事務局） 

ええ、大丈夫です。 

（風呂田） 

もちろん、経費は多分、会社のほうで出すとは思うんですけど。 

（東） 

あの、会社の人だと、クライアントの意向って非常に大事なんで。 

（事務局） 

もちろんそうなんですけれども、当然こちらの報告書も、県が税金を使って調査したものですので、

全てにおいて千葉県に帰属されます。 

（風呂田） 

あの、このままこうみんなに見せてもですね、よく分からないんですよ。 

やっぱり、やった人がちゃんと自分の言葉でお話しいただくと、みんなで内容が共有出来るものです

から、そういう機会があった時には是非、OK という事で。 

それで、基本的にシステムとしては問題ない、まぁ一応、もちろん、お伺いするとは思いますけど。 

ひとつよろしくお願いします。 

（事務局） 

はい、わかりました。 

 事務局から報告があります。 

最後の資料の、『宮内庁 新浜鴨場諸施設整備工事について』でございます。 

（風呂田） 

もう終わった？ 

（事務局） 

はい。 

ウラギク湿地に排水管の工事を行っておりまして、平成 26 年１月 14 日に工事が全部完了しました。 

１週間後、平成 26 年１月 21日に、友の会の野長瀬さんが現場を確認して、問題ないという事に至っ

ております。 

次のページからは、実際に施工した管の系統と写真です。 

着工前と完了というものがついております。 

無事に終わったという報告です。 

（風呂田） 

綺麗に地ならししてあるんですね。 

（東） 

これ、毎秒何ｍ3でしたっけ？ 

小さくなったんですね。 

（事務局） 

そうです、小さくなりました。 

毎分ですね。 

元々、５ｍ3/分流しますよと言っていたものが、通常時が 2.15ｍ3/分、イベントの前の準備の時は、
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4.30ｍ3/分、というように流量が減っています。 

（風呂田） 

１分間ですか。 

（事務局） 

１分間です。 

（東） 

はい、ありがとうございます。 

（風呂田） 

まだ実際に排水された事例はない？ 

もう動いてるんですか？ 

（事務局） 

多分まだです。 

中のポンプ施設が多分完全に出来ていないんだと思います。 

（会場） 

３月の下旬、中の工事のほうが３月もまだかかるとのことなんで、通水を３月の下旬くらいにやるそ

うです、実験の。 

それで、実際に稼働するのは多分そのあとだと思います。 

具体的な日付とかは、ちょっと。 

（東） 

ありがとうございます。 

じゃあ、事務局にお返しします。 

（事務局） 

先ほども私が話しましたけれども、再度、将来像を修正して、もう一回メールで送ります。 

その時は、すみませんが、皆様のご協力をお願い致します。 

本日はお忙しい中、ご参加いただき、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、第 18回行徳湿地再整備に係るワーキンググループを終了します。 

ありがとうございました。 

（風呂田） 

一応これで最後ですよね？ 

（事務局） 

そうですね。 

ワーキンググループというこの組織に関しては、本日が最後です。 

（東） 

ようやく形になりました。 


