
第２８回千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会 協議概要 
 

日時：平成２４年３月１３日（火） 
１３時３０分から１５時５０分まで 

場所：千葉県森林会館５階第４会議室 
 
議題及び議事概要 
議題１ 宮内庁新浜鴨場の排水計画について 
宮内庁の資料により事務局から説明した。 
なお、宮内庁の資料の取り扱いについては、宮内庁から“今後施工業者を決定するまでの間、そ

の手続きに公正を期するため”との理由で非公開にする旨依頼があり、宮内庁の資料は本協議会終

了後に事務局で回収した。  
＜説明概要＞ 
［経緯］ 

宮内庁新浜鴨場は、現在、場内の諸施設の水源として、行徳湿地の海域部から海水を取水

しており、取水した海水は鴨場場内を循環したのち、丸浜川に排水しているが、海水取水量

が大幅に減ったことなどから水質が徐々に悪化したため、宮内庁で水質改善等を検討してい

た。 
この排水検討に当たり、隣接する行徳湿地にも影響が考えられることから、平成２２年度

に、宮内庁から次の４項目を主な排水改善の検討内容とする設計方針案が本協議会に示され、

協議会の意見等を聴取することとなった。その４項目の内容は、 
（１）水質悪化の主な原因である現在の養成池を埋立て、新たな養成池の新築 
（２）海水の場内循環経路の考え方 
（３）排水先候補の提示と、排水循環経路の中での“北池”の位置付け  
（４）排水水質の考え方 
となっていた。 
本協議会では審議の上、宮内庁へ次の３項目の要望を行った。 
（１）鴨場内の淡水池である“北池”に海水が流れ込むことによる影響について対応して

いただくこと。 
（２）行徳湿地内の“セイゴ水道及びウラギク湿地”を排水先候補として検討いただくこ

と。排水の際には、流速の早い水流の落下による浸食など地形変化に影響を与えない

よう検討いただくこと。 
（３）豪雨などの非常時には相当量の排出流量が予想されるので、行徳内陸性湿地帯への

排水について、平常時の排水計画とは別に、排水箇所や排水方法について、具体的に

検討いただくこと。 
その後、宮内庁では鴨場の排水等の設計を行い、この度、その設計後の“新浜鴨場の排水

等の施設整備計画（案）”について、再度、本協議会から意見等を聴取したいという要請があ

った。 
今回の内容は、具体的な工事の実施に係ることから、本協議会での意見聴取に先立ち、行

徳湿地再整備に係るワーキンググループでの検討を行っている。 



［新浜鴨場の排水等の諸施設整備計画（案）］ 
１．養成施設の新築 

現在の養成池を埋め立て、これとは隔離して新たな養成施設を新築する計画とする。養成

施設は，養成池である“水場”・飼育小屋等から成り，全体を防鳥ネットで覆い，鳥インフ

ルエンザ対策を図る。養成池等では水道水を使用し，清掃等を行った排水は流量調整のため

の排水槽で一旦受け、浄化槽にて処理をする。 

排水設備の概要は、新養成施設から排水処理槽を経由し、排水先は丸浜川の現在排水して

いる位置で、なるべく定量排水とする。 

２．海水の場内循環経路 

取水量は現状と同程度（現状の取水量約６００m3／日）を予定し、現在の取水場所である

北池脇の行徳湿地から取水した海水を，配管を経由して御泉水（池）に放流する。その後、

場内を循環して既存養成池まで流れ、そこから排水ポンプ・配管を通りウラギク湿地に放流

する。 

計画放流場所のウラギク湿地は水深が浅いので流速等による浸食などの地形変化に影響を

与えないような構造とする。 

雨水排水の計画は次の２系統がある。 

１“元溜排水系統”は、海水を循環させている各池・周辺敷地に溜まる雨水を排水するも

ので、現在は、ポンプにて丸浜川に排水している。今回の計画では、既設のポンプを利用し

て排水先をウラギク湿地に変更する。“元溜排水系統”の非常時の放流は、鴨場内の雨水貯

留可能量が想定雨量以上に確保されていることから、ある程度場内に保水する等の調整を行

い，時間を掛けての放流を予定している。 

２“北池排水系統”は、現在、雨水を北池内に貯留・浸透させているが、この計画では、

既設水門を改修して湊排水機場に排水する。また、“北池排水系統”の排水対策では、“降

雨が続くことによる貯留した雨水を速やかに排水し、北池内の水位を下げる必要がある”こ

と、“ヨシの生育環境から見ても現状よりも高い水位は望ましくない”との見解が記されて

いる。 

３．整備実施計画 

整備の概略の工程は、平成２４年度の鴨期終了時より着手し，平成２６年度の鴨期前頃完

了する計画となっている。ただし，平成２５年度の鴨期期間は工事を停止する。 

このうち、宮内庁新浜鴨場の敷地外における、丸浜川への排水施設工事、行徳湿地内のウ

ラギク湿地周辺への排水施設工事については、平成２６年１月～３月の実施を予定している

が、具体的な工事計画は、今後、工事契約を行った後に示される。また、工事経路は、湊排

水機場脇より進入し北池を回る経路を計画している。 

 

［２月２８日（火）の行徳湿地再整備に係るワーキンググループでの検討］ 

以下の３項目の視点から現地の状況を確かめるべく、行徳ワーキング委員の有志で現地確認を

３月１０日（土）に行うこととする。 

（１）泥干潟の保全 

（２）野鳥観察舎から見える所での排水 

（３）ウラギク湿地とセイゴ水道の間のトビハゼの生息域への影響 



［現地確認の概要］ 

（１）確認日時 ３月１０日（土） 

（２）確認範囲 ウラギク湿地周辺 

（３）確認時刻 最干潮時刻を確認できる時間帯 

（４）現地確認の留意点 

宮内庁から示された排水先の設計の考え方である、 

①排水先については、ある程度水位が確保されているところを予定していること、 

②フトンかごの大きさもある程度確保する予定であること、 

③非常時排水として、毎分５m3の能力のあるポンプにて、能力の目一杯、毎分５m3の量を

排水すること。 

以上の条件で、候補地を６箇所選定して、それぞれ現地確認を行った。 

 

［排水先候補地比較結果］ 

現地確認結果を踏まえ、排水先候補地６箇所を対象に、以下の５つの条件で比較を行った結果、 

（１）トビハゼ生息域への影響 

（２）野鳥観察舎からの景観 

（３）排水管の観察路横断 

（４）周辺地形への影響箇所 

（５）排水管の敷設延長増・敷設手間 

宮内庁の原案である①は作業手間がかからないが、湿地の最奥部から排水することで泥干潟へ

の影響が考えられ、排水先には適していないことが判明した。⑤のカモ餌ルート（段差発生箇

所）が、次の理由から、この中では一番適当と考えられるので、協議会に提案することとした。

なお、この場所は１年前に地震で出来上がった段差である。 

 

［⑤のカモ餌ルート（段差発生箇所）が一番適当な理由］ 

（１）トビハゼ生息域への影響 

ウラギク湿地からは一定の距離があり、ウラギク湿地へ通じる水みちを塞ぎ、南側へ

排水口である溝を掘れば、影響が軽減することが可能であると考えられること。 

（２）野鳥観察舎からの景観 

排水予定地と野鳥観察舎の間にアシ原が広がっているので、景観を損ねることなく、

また、排水後も排水位置の池の地形をフトンかごで手当てすることにより、アシ原への影

響を軽減できることが可能であると考えられること。 

（３）排水管の敷設延長増・敷設手間 

敷設延長は候補６案中、延長距離が２番目に長くなるが、他の候補地が湿地内の作業

になるのに比べ、ルートによっては乾いた陸上部のみで行うことが可能であり、敷設手間

が軽減されるものと考えられること。 

 
 
 
 



＜結論＞ 
ワーキンググループでの検討結果を踏まえて、候補地⑤のカモ餌ルートを排水先の最適地とし

て選定した。宮内庁への回答や細部の調整については、会長に一任された。 
その後、会長の意向を受けて、事務局で宮内庁と３月２６日（月）に打合せを行い、その結果、

３月３０日付けで、宮内庁新浜鴨場の排水等の諸施設整備計画（案）に対する、本協議会の意

見及び要望として、下記のとおり宮内庁へ文書を提出し、検討していただくこととなった。 
記 

海水の場内循環経路については、当協議会の要望を考慮した貴下の計画では、排水先をウラギ

ク湿地の最奥部に設定していますが、現地確認・調査の結果セイゴ水道及びウラギク湿地は干

潮時にほぼ全域が干出する泥干潟であることが判明し、協議会としては、貴下の計画のとおり

排水すると、セイゴ水道及びウラギク湿地に澪を形成することになり、トビハゼ等の生息環境

を消失するなど湿地環境に著しく影響を与えることが予想されるとのことになりました。 
そのため、海水の場内循環経路の排水先について、セイゴ水道及びウラギク湿地の泥干潟への

影響が比較的少ない“カモ餌ルート（３月１１日の東日本大震災による段差発生箇所）”への変

更を検討いただきたい。 
さらに、“カモ餌ルート”への排水の際は、排水地点の浸食防止、ウラギク湿地の泥干潟への

“みずみち”を塞ぐ対策と、“カモ餌ルート”から溢れ出る水の抜け道として、同箇所から南西

方面に新たな溝を掘ることを併せて検討いただきたい。 
 

 
議題２ 平成２４年度の行徳湿地再整備事業について 
事務局から資料２により説明をした。 

＜説明概要＞ 
・平成２４年度の行徳湿地再整備事業は、主として導流堤改修工事及び生物生息環境調査である。 

・導流堤改修工事は湿地側護岸の延長約１５０メートルを予定している。その下流側６０メート

ル区間の覆土は今年度施工予定であったが、地震による被災箇所の手当てを優先したために施

工できなかったため、来年度に施工する。また、丸浜川側の盛土６９メートル区間は、平成２

２年度に盛土したところが沈下したため、この区間の盛土を今年度中に再設計し、来年度施工

する。 

・導流堤改修工事（湿地側護岸）は、セイゴ水道に近い側（延長約１５０メートル区間）におい

ては、来年度覆土を実施しない。その理由は、セイゴ水道が泥質の干潟で、砂質の覆土をする

ことによる干潟環境への影響が考えられるためである。その影響について、既に覆土を実施済

である高校水門付近の干潟環境を来年度モニタリングし、その結果を踏まえて干潟環境への影

響を予測・評価したうえで、セイゴ水道の覆土施工の是非を決定していく。 

・生物生息環境調査は、導流堤改修工事の進捗に伴い影響が予測されるセイゴ水道のトビハゼを

対象としたモニタリング調査の実施を予定している。調査の仕様については、昨年度から引き

続き東邦大学の多留研究員の指導を受けて設定しており、今年度の調査の状況や結果を踏まえ

て、調査の仕様を一部変更した。 

・生物生息環境調査の仕様の主な変更点は、底生生物調査（定性採集）の新規追加、トビハゼ稚

魚の出現状況調査の調査時期の変更（トビハゼ繁殖期間を極力回避）である。 



＜主な質疑、意見等＞ 

○東京湾で泥干潟が残っている場所がほとんどない中で、行徳の保護区は泥干潟が確実に残る

場所で、泥干潟に依存する生き物は、多分ここでしか保全できなくなっている。泥を被覆した

り、干潟を造るということが困難なため、現状としては護岸に覆土するにも砂質の土砂でしか

できず、その砂が流れていって、それが泥干潟に入るとトビハゼとか他の泥干潟の生物に悪影

響がある。だから、来年度は砂質土砂の覆土は止めて、一旦様子を見ようというのがこの結論

なのですが、泥をどこから持ってきたらいいのかという、お知恵があればいただきたい。 

○調査する時の視点が変わらないように、同じ会社で調査する方がよいのではないか。 

＜結論＞ 

・平成２４年度の行徳湿地再整備事業（案）については、資料２の原案どおりに進めることと

する。 

 

 

議題３ 行徳湿地の将来像の検討について 
１）行徳湿地の情報の整理 

行徳湿地の将来像の検討の進め方と併せ、資料３、資料４、参考資料４－１～参考資料４－７

により事務局から説明した。 
＜説明概要＞ 
・資料３の１）の①行徳湿地の自然環境に係る資料は、行徳湿地に係る既存の報告書等を基に整

理し、本土部の淡水池の生物調査結果などを追加した。 

・資料３の１）の②“行徳湿地の機能の整理（生態系サービス等）”は、行徳湿地を“人の利用”

や“人への便益”の視点で検討するために、“生態系サービス”を指標に参考資料４－４に整理

した。 
・資料３の１）の③“行徳湿地の出来事年表（参考資料４－７）”は、行徳湿地の将来像の検討

の進め方を検討するうえで、行徳湿地の歴史や出来事などのこれまでの経緯を整理するために

事務局で作成したものである。 
・資料３“行徳湿地の将来像の検討の進め方（素案）”について、“行徳湿地の出来事年表”にお

ける位置づけを踏まえて再精査した。その結果、“行徳湿地の将来像の検討の進め方（案）”に

変更する。主な変更点は、“行徳湿地の将来像の検討”の最終的な成果を、“行徳内陸性湿地帯

再整備基本計画の見直し”から“最優先となる再整備事業（案）の作成”としたことと、その

成果を出す目標時期として、２年後（平成２６年３月）という時限を設けたことである。 

＜主な質疑、意見等＞ 
○ 直近で問題になるのが、震災で大きな災害を受けた水車池という淡水を導入する浄化池の

整備ですが、震災絡みでは、行徳湿地の海域の深み埋戻しについて、“百合が浜”が震災で

なくなり、人が安全に入ることの出来る干潟がないので、浦安で大量に液状化で噴出した土

砂を何とか活用して、今の保護区の環境をもう少し生き物にも人間にもいいことになること

が出来ないだろうかと思う。このことが生態系サービスの視点に関わってくると思う。 
○参考資料４－７の“深み埋め戻し”は、“次期への検討期間”後の２０年ではなくて、その

次の２０年ぐらいに実施するようになっていますが、もっと前倒しでチャンスがあればいつ

でも実施するということで、そのためにも計画らしき所に何か記載することは協議会として



必要だと思う。 
○ 浦安を埋め立てた時の土砂と行徳を埋め立てた時の土砂も多分、同じ方法で東京湾を浚渫

してサンドポンプで運搬してきた造り方で、共通した土が入っていると思えるので、浦安の

液状化の土砂を受け入れていいかと思う。 
○ 参考資料４－４の“１．行徳湿地の生態系サービス（案）”と、“２．行徳湿地の生物多様

性（案）”については、行徳湿地の経緯からいろいろ考えると、“１”番と“２”番は逆に置

くべきはないか。 
＜結論＞ 

・自然環境の情報の整理は、資料３の１）のとおりにまとまったので、気付いた時に随時情報

を追加していくこととする。 
・参考資料４－４は、“１．行徳湿地の生態系サービス（案）”と“２．行徳湿地の生物多様性

（案）”の位置を入れ替えることとする。 
・“行徳湿地の将来像の検討の進め方”は、事務局案“行徳湿地の将来像の検討の進め方（案）”

のとおりとし、２年後を目標に検討を進める。 
 
２）行徳湿地の目指すところ 

資料３、資料５、参考資料５－１～参考資料５－６により事務局から説明した。 
＜説明概要＞ 
・参考資料５－１は、行徳湿地の位置付けに対しての具体的な目標を“１”番に載せており、そ

のイメージとして“エコミュージアム”を考えている。特に“地域の自然”という所がどのよ

うなかたちで関われるのか、“２”番では８つの項目毎に現状・課題・施策を整理した。 

・参考資料５－２は、行徳ワーキングの風呂田委員から提案のあった“行徳湿地の特長のうち強

調したい機能”を５項目載せている。①と③が風呂田委員の見解で、②④⑤が事務局案である。 
・参考資料５－３は、ワーキングにおいて東委員、風呂田委員が作成した資料を事務局で表に整

理したものである。 
・参考資料５－４は、参考資料５－３の目標生物における鳥類の生息環境別に事務局でエリアを

色分けして作成した叩き台の図である。 
・参考資料５－５には、行徳湿地の“人の利用”を検討する際に必要な周辺の人の散策路、いわ

ゆる“動線”や“アクセス”を検討するための資料として、市川市の現在の周回路整備構想図

を載せている。 
・参考資料５－６は、参考資料５－１に書いてある８つの施策について、具体的な行動計画を立

ていくために事務局で作成した表である。 
・以上の資料で“行徳湿地の位置付け”を整理し、“行徳湿地の目標に向けた概念図”の作成と

ともに、次に説明する“ゾーニング”の検討につなげていきたいと考えている。 
 
＜主な質疑、意見等＞ 

○ 行徳湿地での“エコミュージアム”の意味合いを確認しておきたい。 
伝統的な、普通の博物館が建物や展示ケースの中に入るようなものだけを大事にする一方、

“エコミュージアム”は、建物の中に入らないものであっても、その地域の自然や文化とし

て必要で大事なものであれば護っていこうとする運動である。文化財の中には、有形文化財



のほか、祭りや風習、伝承の技術といった、民俗文化などの無形文化財も含まれる。ここで

言っている“エコミュージアム”には、行徳の辺りで行われてきたいろいろな文化や伝統的

なものまで含めて考えたいという話が、ワーキングループの時にも出ていた。 
もう一つ、エコミュージアムで特徴的なのは、少数の専門家スタッフよりも大勢の地域の

ボランティアが活躍することと言われている。この点も留意したい。 
国内には、地域内に観光スポットが分散していることをもって、“エコミュージアム”と称

するような地域もあるので注意が必要である。ここで目指しているのはそういったものでは

ない。本来の意味でのエコミュージアムは、共有の目標設定としてよいと思う。 
○ 産業遺産的なところでも施設の保存と活用についてはしばしば問題になる。例えば、現地

のボランティアは、“昔の施設や道具を使っているところを見せたい”と考えるが、保存と

いう観点からは、使うほど擦り減ることにつながるので望ましくない。そこをどうバランス

をとるかが、スタッフ＝コーディネーターの大事な役目である。行徳湿地の場合では、現地

の自然を護ることと、その自然を活かしてどう楽しむか、のバランスをとることと同じ問題

と言える。 
＜結論＞ 

・ 行徳湿地の機能や目標などの検討やイメージ図化については、次のゾーニングの考え方も

含めて、議論を進めていく。 
 

３）ゾーニング 
“行徳湿地の目指すところ”と併せて議論するため、引き続き“ゾーニング”について資料３、

資料６により事務局から説明した。 
＜説明概要＞ 
・資料３の３）“ゾーニング”では、これまで説明してきた“行徳湿地の情報の整理”“行徳湿地

の目指すところ”について、イメージしやすいようにそれを図に落とし込んでいくが、その前

段として、事務局にてゾーニングするために必要な最低限のコントロールポイントを落とし込

んだ“行徳湿地の目標に向けた概念図（素案）”を作成した。コントロールポイントは、“人の

立入を制限する”ことや“人を引き付ける見所”でもあることも考えられる。 

・叩き台として、資料３の②“ゾーン毎のイメージ図素案”に示したとおり、４つのゾーンの設

定を提案している。 
・資料６の赤い枠で示した“保全ゾーン（仮称）”は、鳥類の生息に特に影響が予測されるよう

な所や“トビハゼ”などの貴重種の生息が確認されている箇所を位置付けている。“触れ合い・

体験ゾーン（仮称）”は、既存の工事用道路である資機材の搬入路から土砂の供給が可能である

こと、“緑の国”として既に人が利用している所に隣接していることから設定している。行徳湿

地へのアクセスを検討するために、散策する動線になっている“市川市の水辺の周回路”を 青
い太い破線で、一般の公道を水色の破線でと併せてコントロールポイントとして図に落とした。 

＜主な質疑、意見等＞ 
○ 参考資料５－６の“１．エリア毎の目標（案）”を見ると、結構盛り沢山なので、箱庭的

になることはないか。 
○ 参考資料５－３の両生類は全く淡水種だから、水の配給に余程気を付けないといけない。 
○ 両生類は少し精査しなければいけないと思う。保護区内の生息環境については、爬虫類や



タヌキの影響をかなり受けている。 
○ 参考資料５－３の植生については、昔はここの保護区に“林”はなく、御猟場と丸浜の隅

にしかなかったため、湾岸道路との間にやむを得ず植えたりしたが、これは外来といえば全

部外来種なので、これから創る時は外来種ではない方がいいと思う。しかし、何を持ってき

てもみんな“外来”になってしまうのが難しいところで、鳥が運んできたならやむを得ない

かもしれないが、そうするとシュロの林ばかりになることがあるので、どの植生が受け付け

られて、どの植生が受け付けられないかをある程度決めておかないと、自然に種が運ばれて

きたものでも難しいと思う。 
漏れ承ると、地元の周辺の住民が木を植えてしまうことを聞いているので、その辺は、こ

ちらが“そんな植物を入れないように”とか、“入れてもいいか”とか、しっかりこの資料の

内容をこしらえる流れの中で考えて欲しいと思う。 
○ 湾岸道路沿いにあるキョウチクトウはあまり枯れることはなく、カワウの繁殖には非常に

有用みたいである。役目が明示できるものは、それでいいと思う。 
＜結論＞ 

・“行徳湿地の目指すところ”のイメージが簡単に分かるための図として、資料６のゾーニン

グを“保全ゾーン（仮称）”と“触れ合い・体験ゾーン”を軸に検討していく。 
・それぞれの目標や機能については参考資料５－６の表の枠のイメージで検討を進める。 

 
 
報告事項１ 平成２４年度の丸浜川側の導流堤改修工事について 

資料７により事務局から説明した。 
＜説明概要＞ 
・資料７の上の平面図に赤く示した“H24 工事(盛土)69ｍ”は平成 22 年度に盛土をしたところ、

想定以上の軟弱地盤により沈下し、そのままの状態になっている。今年度、既に地質調査が完

了し、今年度中に盛土の設計を完了させる予定であるが、設計の中間報告として、盛土の工法

の考え方を説明する。資料７の下の図“ａ－ａ‘断面図（参考図）”のとおり、盛土の断面形状

は、これまでの丸浜川側の盛土断面と同様の形状を考えている。ただ、地質調査の結果から盛

土の下の地盤が、周辺よりもよくないことから何らかの対策が必要となる。工法としては、盛

土の下を地盤改良する方法もあるが、周辺環境への影響を考慮して、地盤改良をせず、盛土の

断面部分に普通の土砂よりも軽い材料を載せる考えで設計を進めている。“ａ－ａ‘断面図（参

考図）”の“軽量盛土材”がこれに当たる。さらに、この軽い材料を載せただけでは構造的に不

安定なことから、補助工法として鋼矢板を打ち込むことを考えている。また、軽量盛土材は透

水性が高いので、表面は普通の土砂で覆うことや、海側からの水に対しては遮水シートなどの

手当てを考えている。 
 

報告事項２ 千葉県行徳内陸性湿地再整備検討協議会設置要領の一部改正について 
資料８、参考資料８－１～参考資料８－３により事務局から説明した。 

＜説明概要＞ 
・県の行政改革推進課では、“千葉県行政改革計画・財政健全化計画”に基づき“審議会等の抜

本的な見直し”を行っており、本協議会もその対象となっている。参考資料８－３の方針に従



って見直しを行った結果、本協議会の設置要領の一部を改正しようとするものである。 
主な改正点は、 

①委員数を現在１１名から県職員の委員２名を除いて９名以内とすること。 
②協議会の設置期間の終期を、平成２９年３月３１日までとすることであり、この設置期間の

終期以降については、協議会の開催が必要な際に、新規に協議会を設置するようなかたちで進

むものと思われる。 
・設置要領の改正時期は、本日の協議会の終了後、速やかに行う予定である。 
・改正案の具体的な内容は参考資料８－１、新旧対照表は８－２のとおりである 
 

報告事項３ 平成２４年度の浄化池の復旧工事について 
資料９により事務局から説明した。 

＜説明概要＞ 
・現在、“水車池”及び“新浄化池”が東日本大震災による地盤の沈下や亀裂により破損し、浄

化機能が麻痺した状態である。県はこれを復旧する方向で、来年度の予算化を進めている。 
・復旧工事の概要は、 

①２つの池からなる“水車池”を再造成し、貯水機能を復旧すること 
②水車池から繋がる水田の部分である“新浄化池”の再整地等を行い、浄化機能等を復旧する

こと 
である。 

・現在、復旧工事に先立ち、現地で測量を実施している。 
・復旧工事は、“水鳥が飛来する時期”までに完了させる考えである。 
 

報告事項４ 三島池の汽水化を伴う研究計画について 
資料１０により東邦大学の中山研究員から説明した。 

＜説明概要＞ 
・“２．研究時期”は、実際に現場で掘削を行った時期を示している。 
・“３．研究箇所”は、実際に掘削を行った箇所を青の斜線で、写真の撮影方向を黒い矢印で示

している。また、掘削箇所の写真を次頁以降に①～⑥の番号で示しており、左側が掘削の前、

右側が掘削の後の状況である。③の写真は、この水路から三島池側を撮影したものであるが、

三島池の広い水面の手前にヨシ原が広がっており、その間で澪を掘っている。④の写真は、三

島池の水面である。⑤の写真は、水路に橋架けをした状況である。⑥の写真は、橋から新浜湖

側に向かって撮影した所で、右側の“掘削後⑥”の奥の方に少しだけ見えている水面が新浜湖

である。 
・“４．研究方法”の “（１）三島池の水抜と水生生物採集”では、三島池の排水路をユンボで

掘り下げ、排水路の形状を整えた後に、写真の①と②に示すとおり、杭と板を打ち付ける作業

を行っている。三島池から水を抜いた後に池の平坦な軟泥底が出現したが、現在、微地形の調

整をしている。その状況は“掘削後④”の写真で説明すると、奥の方に見える観察小屋の手前

の辺りに、下げ潮の時でも水が完全に抜けきらないようなタイドプールを持っていて、そのタ

イドプールと手前側の掘削している部分とを澪でつないで、生き物が出入りするようにした。 
・“５．研究結果”の“（１）水生生物採集結果”の個体数は概数を示しているが、３つのプラス



（＋）が３桁、２つのプラス（＋）が２桁、１つのプラス（＋）が１桁の数である。全て併せ

て、大体１０００個体程度が採集された。“（２）のモニタリング結果”は、数値で示せる具体

的なデータは整理できていない。“（２）モニタリング結果”の“①掘削箇所の干満による水位

変化の状況”で、水路の方は、干潮時には水がチョロチョロ流れ出るという程度の流れがあり、

満潮時には新浜湖から潮が上がって水に満たされている状況である。池の方は、干潮時には水

が抜けて干上がる泥底が出現するような状態があり、満潮時には薄く水が被る状況となってい

る。 
 
＜報告事項１～４に対する質疑、意見等＞ 

・特になし。 
 
 
 
 
 
 


