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第１０回行徳湿地再整備に係るワーキンググループ議事録 

開催結果（議事概要） 

 

１．日時 

平成２３年１１月１日（火）午後６時から午後８時３５分まで 
２．場所 

市川市行徳公民館 第４研修室 
３．出席者（順不同、敬称略） 

東 良一    行徳内陸性湿地再整備検討協議会委員有志 
磯部 雅彦            〃 
蓮尾 純子            〃 
風呂田 利夫  東邦大学理学部・大学院理学研究科教授 
後藤 隆    地元住民有志 
東條 等    市川市行徳支所次長（石川喜庸 市川市行徳支所長代理） 

４．参加者 

 ４名 
５．議 事 

（事務局） 
第１回目のワーキンググループは、例年、９月頃に開催しているところを、本年度は１

１月の開催となりました。本年度に入って、今回の議題としている「行徳湿地の将来像の

検討」に関連して、４月に東邦大学や行徳野鳥観察舎友の会の皆様が中心となって、行徳

湿地内陸部の淡水魚類などの生息調査を実施していただきました。また、６月から８月に

かけては、東委員や風呂田先生が中心となって、行徳野鳥観察舎友の会の方々にも参加し

ていただき、３回にわたり勉強会を重ねていただき、行徳湿地の有する機能や課題、目標

生物の設定や、目標達成の方策などについて、事前に検討・分析をしていただいておりま

す。今回の添付資料は、この調査や検討作業の成果に基づき、事務局でまとめさせていた

だいたものです。御協力いただきました皆様には、これまでの御尽力に感謝申し上げます。

ありがとうございました。 
さて、このような経緯から、今回のワーキングの議論は、幅広く多岐にわたるものにな

ると思われますが、いろいろな見地からの御意見をいただきたく、よろしくお願いいたし

ます。 
 

・リーダーの選出について 

互選により東委員をリーダーに選出する。 

 

（１）議題１ 平成２３年度の行徳湿地再整備事業の中間報告について 

（資料１、参考資料１－１、参考資料１－２、参考資料１－３、参考資料１－４、     

参考資料１－５、参考資料１－６により事務局から説明） 

［資料１］ 

・導流堤改修工事 

当初予定の護岸工延長１９０メートルの他、３月１１日の地震で被災した丸浜川側の

盛土補修工を実施しており、工期内（１２月上旬）の完成を予定している。 
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・生物生息環境調査 

トビハゼ調査については、東邦大学の研究員である多留先生に事前に御指導をいただ

きながら、仕様書を作成して現地調査を行っている。参考資料１－１から参考資料１－

６までが、中間報告の概要である。 

［参考資料１－１］ 

・底生生物調査と底質調査は、今年度の導流堤改修工事区間において実施した。 

・トビハゼ調査は、トビハゼの生息密度が高いセイゴ水道において、導流堤改修工事に伴う

影響評価をするためのモニタリング調査である。 

［参考資料１－５］ 

・調査時期は、求愛行動の期間を網羅するため、代表的な５つの期間として、６月中旬、６

月下旬～７月初旬、７月中旬、７月下旬～８月初旬、８月中旬のそれぞれ一日を調査日と

して設定した。調査日の条件は、過去の調査で、干潟面の温度上昇がトビハゼの求愛行動

を行う個体数の増加要因になっていると推測されていることを考慮し設定している。 

 

（風呂田） 

 ・ 基本的なことですが、震災による地形変化はどれくらいだったのか。護岸調査をするの

か。 

（事務局） 

・ この度の調査結果については、東邦大学の多留先生に報告しており、地形変化のことも

含めて、今後、多留先生と相談させていただく予定です。現在、セイゴ水道における横断

面２測線で測量をしています。その結果も踏まえた評価について多留先生に相談し、来年

度の調査を検討するための資料を用意し、次回のワーキングで報告したいと考えています。

本日は調査結果の主に数字の部分の報告ということで御理解いただきたいと思います。 

（風呂田） 

 ・ 地盤が下がっていれば、導流堤の工事にも多少影響があると思う。 

（事務局） 

・ そうですね。 

（風呂田） 

・ 感覚としては少し地盤が下がっている気はするのですが、攪乱として、もし数字が出れ

ばと思います。今のところは、生物への影響という点では、ないと思ってはいます。それ

で、トビハゼの数が少ない理由というのが、震災の影響による地形変化ということではな

くて、前の年の繁殖があまりよくなかったので、その親の数が少ないのだろうと思います。

だから、震災による地形的な変化というよりもむしろ、前の年の再生産の影響が非常に大

きいのではないかというようなことを、多留氏は言っていましたが。 

（東） 

・ 前の年はかなり暑い夏だったと思いますが。 

（風呂田） 

・ 繁殖集団の時がちょうど低かったかもしれない。 

（東） 

・ ６月が寒かったということが影響があるということですかね。 

（風呂田） 

・ だから繁殖に参加できる個体群の数が、今年は少なかったのだろうという状態です。 
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（２）議題２ 平成２４年度の行徳湿地再整備事業について 

（資料２、参考資料２－１により事務局から説明） 

［資料２］ 

・生物生息環境調査 

今年度実施した底生生物調査、トビハゼ調査の調査内容をベースに考えている。 

・導流堤改修工事 

湿地側護岸は、護岸を延長約１５０メートル設置するほか、その手前の延長６０メート

ルの工事区間において、３月１１日の地震による被災箇所の手当てのため、今年度に工事

が出来なかった覆土等について行う予定である。 

丸浜川側は、平成２２年度工事で盛土が沈下した箇所を施工する予定である。 

本日の議題では、本格的な議論はせず、次回のワーキングで検討したいと考えている。

そこで、次回のワーキングに向けて、資料２の事務局案について何か御意見等がありまし

たらいただきたいと考えている。特に導流堤の湿地側護岸の断面は、昨年度のワーキング

で設定した参考資料２－１の“Ｈ２３工事（案）”で進めているが、今後湿地側護岸の工事

が進捗していくと、トビハゼの生息密度が高いセイゴ水道へ到達するので、そこでの護岸

の形状がこのままの形式がよいのか、それとも変えた方がよいのか、次回のワーキングで

の検討にあたって、事前に調べる必要がある項目など御意見をいただきたい。 

 

（後藤） 

 ・ 生物生息環境調査（底質調査）で、セイゴ水道の粒度組成の調査は実施しないのですか。 

（事務局） 

 ・ トビハゼの棲んでいる所の底質調査ということですか。 

（後藤） 

 ・ そうです。 

（事務局） 

 ・ 資料２の底質調査の案は、導流堤改修工事を実施する区間における底質を把握しようと

するものです。セイゴ水道のトビハゼの生息箇所の底質調査は、今年度行っていませんが、

平成２０年度に袋詰め捨石のサンプルをセイゴ水道に置いた時に行っております。本議題

では、底質調査の提案も含めて、平成２４年度の調査内容検討ということで、どういった

ものを追加したらよいのかなど、過不足の部分で御意見をいただければと思います。 

（後藤） 

 ・ 粒度組成がトビハゼの生息環境にどういう影響があるのかがよく分からないのですが、

多留先生の２００６年頃の調査と、今回の結果と比べて、アシの部分が浚われているとか、

微地形の変化が気になるので、粒度組成も併せて、過去がどうなっていて、どの程度削れ

ていたか、どういう環境がトビハゼが棲む環境としていいのかを、少し整理しておいた方

がいいと思う。求愛行動もあるのですが、数だけでなく長期的に変わってきた要因があっ

て、少なくなっているのか、多くなっているのかということも見る必要があると思う。 

（事務局） 

 ・ 調査結果を比較するにあたって、調査する場所は、その年毎に変えてしまわないで、定

点を決めて実施しないといけないと思うのですが。 

（後藤） 

 ・ トビハゼ調査の対象範囲の微地形が変わっているのか、それとも護岸の下が少し流され

ているとか、多少そのことが分かるように出来ないかなと思う。 
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（事務局） 

 ・ 先程話しましたセイゴ水道で２測線を測量しているという所ですが、導流堤を改修する

前の平成１８年度に実施した測量結果と比較が出来ます。過去に測量した場所があればそ

れに合わせて調査して比較するのがよいと思います。 

（後藤） 

 ・ これまで導流堤の湿地側護岸は５ケース程実施した結果を比較をしてきたわけですが、

今年度の覆土の状況はどんな感じなのでしょうか。 

（事務局） 

 ・ 覆土の作業は、終了したばかりです。実は、昨年度は導流堤の中詰砂が吸い出していて、

その部分を利用して、重機が護岸の間近まで近づけたために、比較的護岸の法先まで覆土

できたのですが、今年の工事区間は、導流堤の中詰め土砂があまり吸い出されていなかっ

たため、逆に重機が護岸の間近まで近づけず、平成２２年度の時よりも覆土を投入できる

位置がもっと手前になり、法先まで覆土が行き渡らず、あまり覆土が落ち着かないのでは

ないかと考えています。 

（後藤） 

 ・ 平成２２年度の工事区間での生息生物の付き方はどうですか。 

（東） 

 ・ 平成２２年度の工事で、皆で覆土の部分のベントス調査を行った所ですね。 

（事務局） 

 ・ どの位置でベントス調査を行ったらよいのでしょうか。実は平成２２年度の護岸工事の

箇所も震災の影響で沈んだため、今年度の工事で追加の捨石・覆土をしています。もし、

調査をするのであれば、その覆土の表面もしくは法尻の先とか決めて実施する方法はある

と思います。 

（風呂田） 

 ・ 去年、一回、覆土を行って一定期間経過後に、覆土及び覆土法尻の先のベントス調査を

やりましたよね。あそこにまた更に追加で覆土を実施したということですか。 

（事務局） 

 ・ 実施しました。 

（風呂田） 

 ・ そういうプロセス毎に、写真だけでも撮っておいていただけると、経年変化が分かると

思う。 

（事務局） 

 ・ 当方では、残念ながら今年は昨年みたいにこまめに写真が撮れていないのです。やはり

定点をどこか決めていただけるといいと思うのですが。 

（風呂田） 

 ・ 先程のトビハゼの干潟の地形変化もそうなのですけども、そこが繁殖場所で使っている

所、基本的には少しずつ浸食しながら周りも生物がいろいろと出てくると思うのですけど。

多分、浸食の度合いというのは、奥の方と手前とでは違うだろうし、そういう所は最初の

写真があれば、大体どんな形でというのが分かると思う。 

（事務局） 

 ・ そうですね。実施するとすれば、はっきり調査箇所としての定点と調査時期を定めた方

がよいと思います。 
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（風呂田） 

 ・ 時期というのは臨機応変にすればいいと思う。 

（事務局） 

 ・ ある程度、潮回りの一定期間内のうちの任意の一日ということでよいと思うのですが。 

（風呂田） 

 ・ 籠（袋詰め捨石）を加える場合には、前後の写真の比較で出来ると思う。 

（蓮尾） 

 ・ 多分、工事の業者の方がかなり細かく写真を撮っていると思うのですよ。とりあえず、

それを見せていただければ。 

（磯部） 

 ・ 土砂を追加するというのは、そのまま減っているという意味ですか。それは要するに、

土砂が勾配が緩くなるような方向に浸食されていっているということだから。東寄りとか

東南寄りとかの風が吹いた時に、そういうことが起こるということですね。 

（事務局） 

 ・ ただ、今年度の工事区間はＵＦＯ島に挟まれた水路上の所ですので、平成２２年度の工

事区間のように前が開けている区間と比べて、違いはあると思います。 

（磯部） 

 ・ 資料の写真で分かるように波が当らない所であるが、そこは水路だから流れによる浸食

はあると思う。ただ、その流れより波の方が浸食されると思います。今年の方が比較的楽

だと思うけど、昨年度実施した所はちょっと勾配が急すぎると思う。砂利のようなものを

置いて、それなりの粒度のものは残っていましたよね。細かい粒径だけのものだと、ちょ

っと３割勾配だと急すぎると思います。 

（事務局） 

 ・ 工事で覆土の勾配を仕上げるのに、重機のアームの長さから、３割勾配はもはや限界の

状況です。 

（磯部） 

 ・ 生物の環境は勿論あるが、物理的な条件だけで言えば、急勾配でも浸食されないような

平衡状態にするには、粒径を少し粗くするしかない。 

（事務局） 

 ・ そうですね。昨年度の覆土は粒径分布の幅があったせいか、一部の覆土が一定の勾配で

止まっていたのだと思います。 

（蓮尾） 

 ・ その粒径は砂利の大きさですか。例えば、０．２ミリが５ミリになったらとか、もっと

大きな粒径とかですか。 

（磯部） 

 ・ そうしたら急勾配でも安定します。平成２２年度の覆土の場合は、砂利と泥との複合と

いうか、組み合わせでやっているので、砂利をきちんと敷いておけば、泥がそれ以上削れ

ることはありませんから、それで我慢するというか、それで平衡状態を作るというような

工夫をすることだと思います。 

（後藤） 

 ・ 袋詰め捨石を置いて、その上に割栗石を載せることの理由は何ですか。 

（東） 

 ・ 袋詰め捨石だけだと景観上よろしくないのです。 
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（後藤） 

 ・ 物理的なことだと、その上に土を載せた覆土と捨石の違いはあるのですか。 

（風呂田） 

 ・ 生物的なところだと、かなり違いますね。泥に近いものか、岩に近いものかで。ただ、

やり方としては、大きな石を置いておいて、その空隙の中に土砂が入り込み生物が棲みつ

くようなイメージで、泥と岩と両方の環境が出来ることも考えられる。 

（後藤） 

 ・ 覆土の粒径について、いろんな種類を置いておけば自然に流れていって、法先は流れて。 

（風呂田） 

 ・ 上からは覆土の落下、下からは懸濁した泥が上がってきますので、それが溜まるかもし

れない。 

（磯部） 

 ・ 今聞いた話だと、要するに砂利というか捨石の形の部分しか泥は残らない。 

（風呂田） 

 ・ だからむしろ捨石が見えても仕方がないと。だからその隙間に泥が入っていくと。捨石

はあまり細かくして無理に勾配を維持していくのではなくて、安定した大きな捨石を置い

てしまって、中の空隙に泥が溜まるようにした方がよいということだと思います。 

（東） 

 ・ そういう話で、現在置いている捨石は少し大きい筈なのです。 

（後藤） 

 ・ 流れないようにする覆土の粒径分布というのは、相当荒くしないといけないのですよね。

泥だと流れてしまうだろうと。 

（磯部） 

 ・ 今までの話だと、この粒径の範囲だと変わらずに流れてしまうだろうと。本当に砂にし

てしまうとかなら別だけど。 

（東） 

 ・ 資料２の「H24 工事（護岸）」と書かれている区間は、ちょうど新浜湖の波が当たる所な

のですけど。そういう所に、砂を入れることを試してみるのはいいのではないですかね。 

（風呂田） 

 ・ もう無駄なことだと考えた方がいいのではないですかね。 

（東） 

 ・ 無駄ですかね。 

（風呂田） 

 ・ むしろ捨石が出てくるということを前提に形状を考えて、その間に砂や泥が入り込む場

合において、粒径は違うけど残りはすると。基本的に、水そのものの泥分がものすごく多

いですから、表面は泥に被われたぬるぬるした状況で、カチっとしたコンクリートにはな

らないと思うので、それがそこにどういうものが棲みつくというのは、見なければいけな

いと。 

（東） 

 ・ なるべくこの栗石が出ないような景観の方が望ましいように思うので。 

（風呂田） 

 ・ ただ、それはＵＦＯ島の影とかセイゴ水道などは可能性はあるわけですね。外から波が

来る所は定着は難しいだろうと。 
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（東） 

 ・ 無理ですよね。 

（磯部） 

 ・ 少なくとも簡単にできるのは、ここで起こる風の最大とは言わなくても、年間最大くら

いの風速というのは大体２０メートルなりで決まります。あと、ここの場所に波が風上か

ら起こるとして、一番南の端まで距離がどのくらいかというのも、すぐ分かるので、距離

と風速が分かれば、ここの波高がどのくらいになるかというのは、表を見ればすぐに分か

るのですけれども。それで波高と周期が分かって、粒径が与えられると、どのくらいの勾

配で平衡地形になるかということが分かると思う。それが２割勾配、３割勾配という今考

えている勾配よりも緩いとすると、緩くなるように浸食されてしまうと。勾配がきつくて

浸食するということは、上の土砂が下に行くということだから、相対的に勾配が緩くなる

方向に行ってしまう。今の計算の仕方は、逆でも構わなくて、３分の１の勾配にして、そ

こにどういう粒径だったらというのを決めていく。それで簡単にやってみて、やはり覆土

してもどうしようもないということだったら、それは砂利で押さえるようにしないといけ

ないし、ちょっと粒径を０．１ミリにするとかいうことで、安定勾配だよということであ

れば考える余地はあると思います。 

（後藤） 

 ・ 東委員は安定勾配の緩やかなイメージをしていますか。 

（東） 

 ・ やはり捨石が見えない方が望ましいのではないですか。 

（後藤） 

 ・ 急勾配を採用するのは、最終的に、これまでの特別な理由があった時にするべきと思う。

生物は大きな粒径を嫌っているので。その急勾配を採用することによって生物の生息環境

というのが壁になっているのと、潮の流れから言うと地形の浸食が治まってくるという物

理的な視点と全然違うと思う。 

（東） 

 ・ せっかく皆でこれだけ議論して、いろんな形を試したのだから、その辺も含めていろん

なものが出来るといいなという感じはあります。結局、覆土して干潟が潰れてしまうけれ

ども、新たな環境が出てきますと。ところが、覆土しないで石だけ積んでみました、景観

は悪いけれども干潟を潰す面積は少ないです。どっちでどういうふうになっていったのか、

ということをキチンと追いかけられるのが一番いいと思うのです。 

（後藤） 

 ・ 平成２２年のケースを調べて整理し、こういう形状が生物の着き具合にはいいのではな

いかというパターンで少し試してみた方がいいと思う。 

（東） 

 ・ それがどこまでうまくいくかということですけど。 

（後藤） 

 ・ 出来るだけ追求できるものは追求した方がいいと思う。 

（東） 

 ・ そうですね。 

（磯部） 

 ・ 議論としては、東委員が言ったように干潟を潰したくなかったので、急勾配に護岸を造

りたい。 
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（東） 

 ・ これまではそういうことで、ここまで来ていますね。 

（磯部） 

 ・ それで、急勾配で籠を入れたり捨石を入れたりして、急勾配でも最終的には細かい所は

浸食されても、一応、勾配だけは維持されるようにしようとしてきたのですよね。 

（東） 

 ・ それが最初の区画で、今年実施した所は逆に出来るだけなだらかにして、どうなのかを

見ましょうということだったと思います。それで、この結果を活かして、トビハゼの生息

域に対してどうするのが一番いいのかというのを、行徳内陸性湿地再整備検討協議会のワ

ーキンググループで何とかイメージしないといけないというようにきています。 

（後藤） 

 ・ セイゴ水道のトビハゼが棲みやすい環境とバッファーとしてどういうのを。 

（東） 

 ・ すごく極端なことを言うと、なだらかな勾配でセイゴ水道も実施するのか、それとも一

番最初のように、風呂田委員は反対されるけど、袋詰め捨石だけで実施するのか、そうい

うところの見極めというか。 

（風呂田） 

 ・ 今年の導流堤の護岸工事はＵＦＯ島の所を実施していて、今は終わったばかりなので、

景観がこれからどれだけ変わっていくか、そのデータを基に議論しなくてはいけないわけ

ですね。それまで、まだ保留しておいた方がいいのではないですか。 

（東） 

 ・ 思いつきなのですけど、現場を見に行きますかね。 

（後藤） 

 ・ ちょっと見てみた方がいいですね。 

（風呂田） 

 ・ 行ったときに臨機応変に中を見させてもらって。 

（東） 

 ・ それでは各自見に行くということで。 

（事務局） 

 ・ 今の予定では１１月の下旬に工事の完成検査を受ける予定です。 

（風呂田） 

 ・ 来年度に入らないと、なかなか安定した地形にはならないというわけですね。 

 ・ １１月下旬まで工事をしているのですか。 

（事務局） 

 ・ 工事自体は殆ど終わった状態で、今は片付け工に入るような形になっております。 

（風呂田） 

 ・ 定期的に写真だけでも、行徳野鳥観察舎の方で撮ってくれませんか。 

（蓮尾） 

 ・ 観察舎では、定点としてはまだ撮っていないと思います。どうしましょうか。水門あた

りを拠点として、そこから見るようなかたちで、定点撮影をしていきますか。 

（風呂田） 

 ・ ５０メートル間隔ぐらいで。 
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（蓮尾） 

 ・ その距離はちょっと無理です。干潮時でないといけないですよね。 

（風呂田） 

 ・ 干潮時のがいいですよね。 

（蓮尾） 

 ・ 干潮位というのは結構限られてしまうものだから。 

（風呂田） 

 ・ 蓮尾さんは、高校水門の向こうの導流堤の端まで歩くことはないのかな。 

（蓮尾） 

 ・ 植生調査以外では誰も歩くことはないです。 

（東） 

 ・ 導流堤の上を歩いて観察舎の前を通ると、鳥が飛んで逃げてしまうのです。観察舎の目

の前を歩いて鳥を逃がして飛ばすとよくないので。 

（蓮尾） 

 ・ 定点調査にかけられる時間というのが、月に２時間かけるのがギリギリだと思います。

２時間かけるのは正直厳しいです。そうしたら何箇所くらい撮りますかね。 

（風呂田） 

 ・ それでは波の影響の一番弱い所と一番強い所だけでも。 

（蓮尾） 

 ・ どっちみち歩くのだから、決めていくのはいいのだけれども。それでは、こんなもので

よろしいでしょうかというお伺いを、東委員、風呂田委員にかけて御指導いただいてとい

うことでよろしいでしょうか。 

（風呂田） 

 ・ そんな大げさなことでもないと思うけど。 

（東） 

 ・ どこかで一緒に行った時にでも、この辺撮れないかなという感じで聞けばいいと思う。

この議論はこれでいいのかな。 

（風呂田） 

 ・ まだ工事区間ごとに護岸がどう変わるかという情報がないので、その情報が出てから議

論した方がよいと思う。 

（蓮尾） 

 ・ 導流堤工事の業者の方が工事写真を必ず撮っていると思うので、もし同じポイントで取

ることが出来れば、工事中のものも含めて使えるかなと思います。 

（事務局） 

 ・ こちらでも工事中の写真を確認して整理します。“丁張り”という、現場で作業される方

が目安としている木の板で造った勾配を付けているものを何箇所か残していますので、そ

れを残すというのも一つの方法でもあるかと思います。 

（東） 

 ・ 次回には、もう少し情報提供、資料を揃えてもらって引き続き議論してくださいという

ことでよろしいですか。 

（蓮尾） 

 ・ とにかく地形の変化等を知るために写真撮影は義務づけると。 
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（東） 

 ・ どこの箇所を撮るのかというのは風呂田委員から見ていただければと思います。 

（風呂田） 

 ・ 一番分かりそうな所でいいと思います。 

（蓮尾） 

 ・ 景観って、全体を眺めたというのと、ギリギリ波打ち際を眺めたというのと、景色は分

かるにしても、接写と全景と両方撮った方がいいのかな。 

（風呂田） 

 ・ なるべく護岸の断面が分かるような横の位置から撮ってもらえれば、大体傾斜が分かる

と思う。 

（事務局） 

 ・ 横から取るには干潟に降りなくてはならず、覆土のサンプルを乱してしまう懸念があっ

てそこが難点です。 

（蓮尾） 

 ・ 前にも言ったのですが、ＵＦＯ島に渡れるような渡り石が欲しいです。 

（風呂田） 

 ・ あそこは渡していいの。 

（蓮尾） 

 ・ タヌキは既に入っているので大丈夫です。 

（風呂田） 

 ・ そういうことなら、結局ＵＦＯ島の間を干潟にしてしまったらどうか。 

（蓮尾） 

 ・ 今ＵＦＯ島に渡る手段がないので。 

（後藤） 

 ・ 参考資料１－２にＵＦＯ島の写真がありますよね。この３枚の写真を見るとかなり植生

が違いますよね。 

（事務局） 

 ・ 特に一番左の写真なのですけれども、こちらは３月１１日の地震で地盤が下がったので

はないかと。 

（蓮尾） 

 ・ 実際にそこは透け透けになっています。実際に土手だった所が、もう間が開いてます。

だからそこは確かに下がっていると思います。 

（後藤） 

 ・ 多分、水に浸かるのでアシが生えてきたりしているのだと。 

（蓮尾） 

 ・ ここは、その昔埋め立てを、当時ケーキみたいにして造っていて、多分、松丸太を打っ

て、その松丸太の所に厚いビニールシートを張って、そこに泥を流し込んだのが一番最初

で、今回の震災で、松丸太の外側のところからすごく落ちているのです。実際に桜とか木

でも枯れているのがありますし、あと２年くらいすると、間違いなくアシが生えなくなる

くらい下がった所があります。 
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（３）議題３ 行徳湿地の将来像の検討について 

（東） 

 ・ 去年、このワーキングでいろいろと御意見をいただきまして、行徳内陸性湿地再整備検

討協議会において、参考資料３－１「行徳湿地の将来像の進め方（素案）」を基に検討を進

めるということで御指示をいただいております。今年度の作業は参考資料３－１によると、

検討項目の“８”番までを来年の３月の協議会に提出して了解をいただくということで、

これを進めようとしています。それから検討項目“４”から“８”までの進め方、それか

ら各項目の検討のたたき台となる資料を、今日、事務局に作成してもらいましたので、ま

ず事務局から説明をお願いします。 

 

［行徳湿地の将来像の検討の進め方について］ 

（資料３、参考資料３－１により事務局から説明） 

平成２３年３月２５日の第２７回行徳内陸性湿地再整備検討協議会にて既に了承をいた

だいている、参考資料３－１の“行徳湿地の将来像の検討の進め方”に基づいて、本ワーキ

ングの今年度の行動計画を事務局案として資料３のとおり提案するので、御意見をいただき

たい。 

 

（東） 

 ・ 最初に、進め方については資料３のとおりでいいでしょうか、ということについての御

質問をいただいて、必要であれば修正してということで考えています。 

（風呂田） 

 ・ 今年度のワーキングは今回を含めて３回ということですか。今日で例えば資料３の第１

回ＷＧの１）、２）、３）まで意見交換をして、議事に対する提案を行って、２回目に課題

の整理をして、最終的に３回目にまとめるという段取りですか。 

（東） 

 ・ そうです。それが２月になるということです。それをもって協議会へ上げるということ

です。大丈夫ですか。 

（風呂田） 

 ・ イメージ図というのは、どういうものですか。 

（事務局） 

 ・ 事務局において一からイメージして描くことは難しいのですが、だからと言ってたたき

台すらない状態では議論も出来ませんので、何も制限をかけない状態から幅広く御意見を

いただきたいと考えております。今回添付した資料はゾーンとしても大きく分けたにすぎ

ないもので、その中に風呂田先生と東委員で作成されたたたき台資料に示されたエリアの

表示があったものを図に落としています。 

（風呂田） 

 ・ 生態系サービスとして何が求められ、何ができ，どのように順応的に管理するかの整理

が出来れば、大体イメージ図を書ける項目が集まったと思う。 

（事務局） 

 ・ イメージ図を１枚で表現するのも難しいのですが、イメージ図の構成や作成方法につい

ても御意見・御教示いただければと思います。 
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（東） 

 ・ 進めながら考える話に近いですね。また途中で修正が出てきたら、見直してきたいと思

っています。 

・ 次に資料３の１）にある「行徳湿地の情報の整理と現況の追加調査結果」について、事

務局から説明をお願いします。 

 

［行徳湿地の情報の整理と現況の追加調査について］ 

（資料４により事務局から説明） 

行徳湿地の情報の整理を、“１．行徳湿地の自然環境”と“２．行徳湿地の機能”という

視点で整理させていただいている。１．１）に掲載した資料は、行徳湿地の自然環境につい

て既に取りまとめられている本県に関わる報告書等であり、この他に漏れ等があれば御教示

いただきたい。また、これまでの行徳湿地に関わる調査対象として漏れていることが多く、

生物の実態があまり知られていない行徳湿地内陸性湿地帯の淡水池について、東邦大学及び

行徳野鳥観察舎の皆様の御協力により魚類などの調査が行われ、その結果が、参考資料４－

１に取りまとめられましたので、東邦大学の中山様から説明をお願いいたします。 

 

（行徳保護区淡水池魚類など調査結果について、参考資料４－１により東邦大学 中山研究員

から説明） 

（中山） 

 ・ 参考資料４－１は東委員の方でまとめられたものですが、私の方で詳しいデータの解説、

いくつかのコメントをさせていただきます。 

・ 調査地点は地図で示した保護区内の池５つで、それぞれの池で２０分前後の採取を行っ

ています。採取された魚類・底生生物について、個体数をそれぞれの池で示してあります。 

・ 三島池・湊池・長靴池の３つの池については、それなりに種数及び個体数も出ているか

なと思います。中でも三島池で個体数が他の池よりも多いような状況です。 

・ 下池・旧淡水池の２つについては、見ても分かるとおり非常に生物相が貧弱で、あまり

生き物が見られないような状況でした。 

・ 出てきている種の解説として、“指摘事項など”に書いてありますが、“マルタウグイ”

“ウキゴリ”“トウヨシノボリ”“モクズガニ”のこれらの種は海から入ってくる種で、両

側回遊性の生き物で、成体が淡水池にいて、子供が海に下ってある程度の大きさになると、

淡水のこの場所に戻ってくるというような性質をもっている種類です。 

・ 淡水に依存する種類では、“ギンブナ”“モツゴ”“ドジョウ”です。海との繋がりがなく、

海に降りることなく、淡水でずっと生活する種類です。また、淡水に依存する種がいると

いうことは、人為的に移入したものであることです。これは過去に入れたというような話

を聞いております。 

・ ベントスとしては、“モクズガニ”“テナガエビ”“スジエビ”の他、トンボ類です。 

・ 外来種としては、“ウシガエル”“カダヤシ”“アメリカザリガニ”が出ています。 

・ 三島池の方では、両側回遊性の種類の“マルタウグイ”“ウキゴリ”“モクズガニ”が出

ています。今回“トウヨシノボリ”が出ていませんけれども、過去の調査で我々が採取し

たデータで“トウヨシノボリ”も三島池では確認されています。三島池が特に海との繋が

りがあって、移動する両側回遊性の種類が入ってきやすい状況になっていることが、デー

タからも出てきています。 
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・ 長靴池の方にも、“ウキゴリ”とか“トウヨシノボリ”などの 両側回遊性の種類が出て

はいるのですが、これについては、海から入ってきたものが長靴池の方に達したものなの

か、或いは淡水にとどまってそのまま再生産を行って、子供が海に降りていかない場合も

あるようですので、そういったものが繁殖したのかもしれません。こちらは推測の域を出

ないところです。 

・ ３）で“魚類の密度が高くまだまだ捕獲できそうだった”とありますが、やはり三島池

では目視で見た限りでも、生き物が沢山いるのかなという気がしました。ヨシが池の周り

を囲んでいて、生物がそれなりに隠れ場所としても利用しているのかもしれません。 

・ ４）で旧淡水池は生物層が貧弱な池なのですけれども、こちらは外の池と比べて非常に

透明度が高かったです。この理由として、これもまた推測なのですが、たまたまその時期

がそうだったのかなと。一度植物プランクトンが湧いた後にミジンコなどに食べられて、

透明度が上がった状態のものを見ていたのかもしれません。ですので、年間を通して貧栄

養なのかどうかというのは、今回の調査だけでは、よく分からない状況です。 

・ ５）の“池は大きいほうが魚類などの多様化を図るにはよい”とありますが、これは少

し誤解があるので、解説をさせていただきます。ただ池が大きければよいというわけでな

はなく、大きいことで多様な環境あれば、そこを利用する多様な生き物が出てくるだろう

という意味で、大きいものがよいというコメントを出したのですけれども、ここはただ大

きいだけでは駄目だということを御記憶していただければと思います。 

・ ６）で“池を干し上げて水質管理することについて”は、溜池などでは干し上げるとい

うことを行っていて、それで、他の地域では多様性は保たれているということがあります

ので、ここでも干し上げて管理することも、或いは考えられるのかもしれないと思います。 

・ 参考資料４－１に書いてあること以外でのコメントですが、現状の５つの池は、あまり

水の出入りがよくないのではないかということを感覚では思っていましたが、もっと流通

を良くすれば、海から上がってくる生き物がもっと上の池の方に上がってくる可能性があ

ります。例えば、“ボラ”などがそうですけれども、鳥の餌になりますし、多様化を図る一

つの方策として、水の流通を良くするということも一つあるのかなという気がします。ま

た、下池とか旧淡水池は非常に生き物が少ないのですが、淡水の池では海との繋がりを確

保しない限り、人為的に生き物を入れなければ、そこでは生き物は増えないということに

なります。ですので、海との繋がりを確保しない状態で、このまま維持していくのであれ

ば、人為的に生き物を入れるしかこの淡水域の生物を増やすことは出来ないというところ

を考えていただければと思います。もちろん導入する際は、どこの個体群を入れたらよい

かといったところも詳しく検討して、出来れば、いつ、どこの個体群のものを何匹入れた

のかというデータを、入れるのであれば残していった方がよいのではないかというように

考えます。あとは、三島池で出ている生き物としては、ウナギも実は採れていて、こちら

は、この４月の調査の時点ではウナギは採れていないのですが、他の２０１０年の調査で

は、ウナギは何匹か採れています。もし他の池との水の流通が確保されるのであれば、ウ

ナギももっと上の方まで上がってきやすくなると思います。 

 

（風呂田） 

・ 下池は単独の水域で、ここは“どぶ池”からの水を流しているのですよね。 

（蓮尾） 

・ 流しています。ただし、この時は震災の後で、全然下池に入れていなかったと思います。 
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（風呂田） 

・ では、水を補給すれば、海との繋がりの可能性としては残るというのかな。 

（会場） 

・ 今は水路が完全に埋まってしまっているので、海からの流通というのはちょっと難しい

と思います。 

（東） 

・ ウラギク湿地に繋がる水路が埋まりましたということです。また、上池に繋がる水路は

あるのですけども、竹内が原というのは、とても水深が浅い池なので、水で繋がることが

非常に難しいです。 

（蓮尾） 

 ・ 海との繋がりは大体どこも、いくつかの池を経て確保はしてあったのですが、殆どの水

路が液状化で埋まって繋がりを切られてしまいました。 

（風呂田） 

 ・ 旧淡水池というのは閉鎖的で、一番最初造った時には、雨水以外の水源はないです。そ

ういうことの繋がりは、今の状況では水を入れない限りは保てないと。 

・ これら淡水池の中に生物を入れたことがあるという記録のある種類は何と何ですか。 

（東） 

 ・ “ギンブナ”は入れたと聞きました。 

（中山） 

 ・ 私が人づてに話を聞いているのは、“ギンブナ”と“モツゴ”と多分“ドジョウ”も入れ

ているのだろうということ。あと“トウヨシノボリ”は．．． 

（蓮尾） 

 ・ “トウヨシノボリ”は入れていなくて生きてました。 

（風呂田） 

 ・ “トウヨシノボリ”は、多分自然の遡上があったのだろうと思います。“カダヤシ”はど

うだったのだろう。 

（蓮尾） 

 ・ 多分、“カダヤシ”は、それこそ鳥の足に付いてぐらいのことで、移入するのでは。 

（東） 

 ・ 多分、丸浜川から取水していたときに、一緒に上がってしまったのではないかと思いま

す。是非、今後の可能性や、そうするために池の地形とかをどうしていったらいいのかみ

たいなところも、教えていただければと思いますので、今日はありがとうございました。 

・ どうしても今までは鳥中心だったもので、とてもありがたい話です。 

（事務局） 

 ・ それでは、資料４に戻っていただきまして、「行徳湿地の自然環境の整理」ということで、

今までの既存の報告書等で自然環境について整理をしましょうということで、足りない部

分については先程御説明いただきました追加の調査ということで、現場の方の調査結果を

いただいたところです。 

・ もう一つの整理の仕方としては、行徳湿地を“機能”という面で整理しようという考え

方があります。これは参考資料４－２をご覧ください。 
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[生態系サービス等の視点からの行徳湿地の整理について] 

（参考資料４－２により事務局から説明） 

この資料は、行徳湿地を機能という視点で整理したものですが、これは昨年度のワーキン

グで風呂田委員から御提案のありました“生態系サービス”という指標を用いまして、風呂

田先生の方で作成していただいた資料を、事務局で僭越ながら多少の整理をさせていただい

たものです。整理の方法としては、生態系サービスで定義されている各種サービスに、行徳

湿地が提供できると思われる各項目を当てはめています。感覚的には、“１．行徳湿地の生態

系サービス（素案）”に載っているのが、人の方に直接的に便益として考えられるもの。それ

に対して、“２．行徳湿地の存在によるサービス（素案）”は、間接的ではあるが便益はある

であろうという分け方をしています。この整理の仕方と、項目の過不足について御意見をい

ただきたい。 

（東） 

 ・ 自然環境の整理の方法ということで、発表されたもので、こういうものが使えるかもし

れないというような御意見がありましたらお願いします。また、作成した参考資料４－２

の生態系サービスの一覧表での過不足について、もっとこういうことがあるかもしれない

ね、というのがありましたら、教えていただきたいと思います。 

（後藤） 

 ・ 先程の淡水魚調査のところで、陸域部の地形のことですが、ここの池は緩勾配なのです

が、高い所に淡水があって、水が流れていって汽水域が出来て海に繋がるようなのが理想

なのですが、淡水がなかなか少なくて難しいということで、水の流通って話をされていま

したが、ちょっとこれを見る前に、まず現況の高さで、将来に向けてどれくらいの水が入

って、海にどういうふうに繋がっているか、ということを意識しておいて、あと千鳥水門

の増設の話はまだわからないですけど、それがあると潮位が変わるので、それを意識しな

がら、理想としてどういう流れがあったら、多様性が造れて、これくらいの池の広さであ

れば、こういう鳥が棲めるとか、淡水域ならこういう鳥が棲めるとか、淡水域からの流れ

はこういうことを念頭に置きながら、生態系サービスを整理できれば素晴らしいと思いま

す。 

（東） 

 ・ その辺の話は後に出てきますので、そこで出来ればと思います。一応、情報としては発

表されているもの、特に千葉県ということですね。 

（事務局） 

 ・ 今載せているものは、事務局である千葉県に関わるものだけです。他に、こういういい

ものがあるよと御教示いただきたいと思います。 

（東） 

 ・ 発表されているものを御存知でしたら、この資料の厚みを増していくためにというとこ

ろなのですけれども。一応、“新浜の鳥”という１９６８年ぐらいに調査したものは既に公

表しているので、あれはお渡しできる数があればいいのですけど。 

（蓮尾） 

 ・ 何冊かストックがあります。 

（東） 

 ・ それから何かあれば。結局、野鳥観察舎友の会で、この２年くらいで、魚の他に、蝶々

の調査とか、カマキリの卵のうの調査とか、植物調査とかを少し実施しているのですけど、

まだ形になっていないのです。もし間に合えば、報告したいなと思っています。 
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（後藤） 

 ・ 保護区の中で調査はいろいろとされているみたいですけど。 

（東） 

 ・ 結局、根拠にしたいものなので、発表されたものの方が都合がいいのです。 

・ 次の参考資料４－２の生態系サービスの表ですけれど。 

（風呂田） 

 ・ 細かい言葉のところですけれども、供給サービスの所で“遺伝子資源”というのは、ち

ょっとこの位置では細かすぎるのかなというのがあります。これは、“遺伝子資源”に代わ

って、“生物生産”でいいのではないかなと思います。 

（東） 

・ この名称の根拠となっているものは何でしたっけ、国連の．．．。 

（事務局） 

・ ミレニアム生態系評価という、参考資料４－２にも※印で出典として書いてあります。 

（風呂田） 

 ・ 資料中の“遺伝子資源”というのは、遺伝子資源そのものが人間にとっては出来ないも

のなので、非常に有益な資源として保全されなければいけないというのはあるのですけれ

ども、供給サービスの中で“遺伝子資源”と書くのは位置的に細分化されすぎているのか

なということで、“生物生産”とした方がよいのかなと思います。 

（後藤） 

 ・ 遺伝子資源と生物生産の話になりますけれども、周りではなくなっているけれども、行

徳湿地特有のものだけは、そこにきちんと入れていただきたい。カレイ、ハゼ、コノシロ、

スズキというのは、これとはちょっと違うと思うので。 

（風呂田） 

 ・ 参考資料４－２の２番目の方に、存在によるサービスとか、生物多様性についてのこと

が書いてあって、ここに希少生物生息のこととして、トビハゼとか行徳湿地特有の生物の

ことが書いてあります。 

（後藤） 

 ・ 分かりました。 

（東） 

 ・ ここで会場の皆さんにも加わっていただいて、発表された根拠のある情報で、何か御存

じのものがあったら教えていただきたいのと、この生態系サービスの表の過不足で、気が

ついたところがあったら教えていただきたいのですけれども。 

（会場） 

 ・ 市川市の自然環境調査会というところが２０００年前後に調査したのですけれども、鳥

は蓮尾嘉彪（よしたけ）さんが担当されていて、あと昆虫とかその他確か調べられている

と思います。それは報告書があります。 

（東） 

 ・ はい、分かりました。 

・ 生態系サービスのこの表どうですかね。こういうのがあるよとか。 

（風呂田） 

 ・ 多分、各論でお互いにイメージしないと。 
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（東） 

 ・ これは意外とごく一般的な報告書を何か忘れているのではないの？というような気がし

ます。 

（風呂田） 

 ・ 参考資料４－２の各項目について自分たちが活動すれば、場合によっては何か新しい鳥

が生まれるのではないのというのがあるのですけれども。今の保護区をうまく使えば、良

くなる場合もあるけど、今なくても、こうすればこの場所で新たな価値が生まれるのでは

ないのかというのが、うまく分かりにくいところがある。やはり現場で動いている人たち

が、そこから具体的な提案をするといいと思う。人間の活動によって生み出されるという

ところが、なかなかお伝えしにくいところだと思うので、現場から意見があればいいと思

う。 

（磯部） 

 ・ ミレニアム生態系評価というのは、その時それなりにどんな機能を持っているかという

のは調べ上げてあるので、どっちかというとそれに全部入れ込んでしまう方が、理解がし

やすいかもしれない。下の方の根拠とか説明とかそういう部分で、行徳湿地にはこういう

ものがあります。例えば、“都市排水の受け入れ”とかいうのは、水の浄化に関係するので、

湿地というのはそういう機能を持っているものだということなので、ミレニアム生態系評

価では、そう書いてありますけど。存在によるサービスという、“２”のところはあまり強

調しない方がバッティングを起こさないというか、そんな気がします。“海水交換”も水の

浄化だし、“緩衝帯”は水ではなく大気質みたいなものですから、これも調整サービスとい

うことになるだろうし、“避難場所”というのはどこかに防災みたいな項目があったような

気がします。ただ、生物多様性そのものというのは、これは生態系があって生物多様性が

あるから、どんなサービスを提供できるかという話なので、ちょっと違う視点でそれはそ

れで独立していいと思うのですけれども。生態系全体としても、行徳湿地だけというのも

そうだし、東京湾全体の中の行徳湿地の位置付けというのは、全体として生物多様性を維

持することが出来るという、それは独立してもいいと思う。“１”の生態系サービスは、そ

の生態系があることによって、どんなサービスが提供できるかという視点で、生態系を維

持できるというのは分けておいてもいいと思うのです。 

（東） 

 ・ そうすると、参考資料４－２の“２”の“都市排水”から“避難場所”までの４項目は

上のどこかに入るのでしょうということですね。 

（磯部） 

 ・ それでこれに潜り込んで消えてしまうと嫌だなという部分は、一番右の方の説明とかそ

ういう所に入れておけばいいのではないかと思う。 

（事務局） 

 ・ 箇条書きなり、とりあえず中に入れてみると。これは事務局で整理しなおして、再度、

御相談させていただきます。 

（後藤） 

 ・ 洪水制御とか調整サービスに書いているけど、“２”に避難場所が書いてあるけど、市川

市にも防災計画があるでしょうから、それはどこに入れるか、もっと広い意味で洪水だけ

じゃなくて、キチンと入れておいた方がいいと思う。 
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（風呂田） 

 ・ ただ、あまりダイレクトに入れてしまうと、本当にここが避難場所になるかどうかとい

う問題がある。 

（磯部） 

 ・ 生態系サービスは、それ自身をあまり意識していないです。避難場所として言うのはち

ょっと無理はあるのだけれども、それだけ残しておいても仕様がないから、どこかに入れ

てしまうとか。 

（東） 

 ・ 要は、避難場所としては指定されていないけれども、保護区の周りが火事になって燃え

た時は、みんな保護区に逃げてください、というくらいの感覚で書いているのですよ。 

（風呂田） 

 ・ だからそこで行政の指定場所としての機能が入ってしまうとややこしくなる。あくまで

も潜在的な力としてどう見るかということに絞られると思うのですけど。 

（東） 

 ・ 具体的に御指摘があったところは、修正をしてください。 

（事務局） 

 ・ そうですね。 

（東） 

 ・ あと、報告書でいくつか上がったものがありますので、それはうまく事務局へ渡してく

ださい。では、次の項目にいきます。 

 

［行徳湿地の目指すところ（位置付け）の具体化について］ 

（資料５、参考資料５－１、参考資料５－２、参考資料５－３により事務局から説明） 

ここでは、“行徳湿地の情報の整理”を踏まえて、“行徳湿地の利用”という視点で整理し

ながら行徳湿地の目指すところや位置付けを具体化していければと考えている。参考資料５

－１から参考資料５－３までについても、風呂田委員と東委員で作成していただいた資料を、

事務局で少し整理したものです。検討方法としては、まず、資料５で現在の行徳湿地で定め

られている計画等（特に行徳内陸性湿地帯再整備基本方針）を確認し、基本的な考え方を押

さえます。その後は、参考資料５－１を中心に、“１．目標”と書いてある言わば位置付けみ

たいなものについて、“２．利用を図る上での特徴的な機能の現状と課題と施策（素案）”を

照らし合わせながら過不足を検討するのですが、これと並行して参考資料５－２“行徳湿地

の特長のうち強調したい機能”、参考資料５－３“行徳湿地の目標とする生物”についても過

不足等の御意見をいただければと考えている。 

 

（後藤） 

 ・ 基本的には流れとしては、目標生物だと思うのですけれども、参考資料５－３のところ

では、植生として、植物の移行帯としてのアシ原とか、そういうのを調べていただいて、

そういう植生があるからそこに生物が着くよということも考えた方がよいのではないか。

目標とする生物の中に、“植生”を新しく加えるのではなくて。 

（東） 

 ・ 植生としたら、それは目指す環境みたいなところでしょうね。 

（後藤） 

 ・ 三番瀬の方は、そういうのはあったような気がする。 
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（東） 

 ・ なかなか整理していると堂々巡りになってくるのは、そういうところなのですね。当初

は、利用と自然環境にきっちり分けて進めていたのですが、どうしてもごちゃごちゃにな

るのです。この参考資料５－１の表も利用ということを主体に書きたかったのですが、よ

く見るとまるっきり自然環境のことが書いてありますね。先に、参考資料５－３の目標と

する生物は一番簡単かもしれないので、これをやってしまった方がいいのですかね。 

（風呂田） 

 ・ ここは、例えば最終的に提案で出すときに、現状で維持したいもの、回復させたいもの

という、そういう中に植生が入ってくるのではないかなと。外の生物もそうですけれども。

今いっぱいいる生物も目標なのですけれども、何が何だか分からなくなってくるので。例

えば、そこら辺にいるマハゼだとか、当たり前のことが書いてなくて、どちらかというと

保全の対象として挙げなければならないものだけが書いてあって、整理する時には、基本

的に現況で維持を図る生物と、本当に回復をして個体群を対象として面積的にも大きくし

た方がよい生物と、それから絶対に保全しなくてはいけない生物、例えばトビハゼのよう

に東京湾の個体群の最後の供給源だったら、かなりクリティカルに保全しなければいけな

い生物種であるとか、いくつかのカテゴリが出てくると思う。 

（後藤） 

 ・ 三番瀬だと短期・中期・長期という目標を設定して、何十年後にはこういう姿にしたい

ねというのがあります。 

（東） 

 ・ とりあえず方向性と過不足といったところを今日出来ればと思う。もう一回まとめてみ

て。 

（風呂田） 

 ・ 当然植生という入口も必要と。あまり言い出すと昆虫はどうだということできりがなく

なる。マクロに考えると、水生生物、両生類、爬虫類、鳥類、植生．．．というところで、

割と代表的な生き物、これは上げるなら管理目標と達成度の評価ということで、具体的な

ところまで本当に整理して、カテゴリ毎に気を使った方がよいのではないか。 

（磯部） 

 ・ これは非常によく出来ているなと。参考資料５－３で風呂田委員のお話で、保全すべき

ものというのをこれに加えて、それぞれの名前についてこれから説明があると思うのです

けど、資料６の絵の中に書き込めば、それで終わりだと思います。つまり、書き込むとい

う中には、共存できるものは同じ場所にいっぱい書き込んであってもいいし、出来ない生

物は別の場所でなければいけないですし、それが出来て、現状と違っているところがあれ

ば、環境の基盤的なところを変えていきましょうと。同じものであれば、現状を維持しま

しょうと。そういう方向で議論していってはどうかなと思います。その点においては、非

常によく整理されていると思います。 

（東） 

 ・ 今、目標とする生物の過不足という議論はやらない方がいいですかね。これ皆好きそう

だから。 

・ それでは、こちらの方はどうですか。参考資料５－２の“「行徳湿地の特長のうち強調し

たい機能」”です。樹木というのは、まるっきり考えていないのでどうなのですかね。 
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（後藤） 

 ・ 資料５のところに、「行徳内陸性湿地帯再整備基本方針」の抜粋で、内陸性湿地のあり方

というところがあって、昔から“新浜”というのがあって、そこを目標としてやってこら

れていると。その辺は長期目標として、昔の新浜については、「千葉県の自然誌」の中に詳

しい記述がありますけど、その大きな目標としているのか、本気でそこをやるのだったら、

生物としてのスケールがどれくらいなのかとか、シギなどの場所としてはスケールが小さ

すぎるから、他のところと少し連携を付けながらやっていきましょうという部分があって

もいいと思います。信じないわけではなくて。他にも変わってくれないと無理だよという

部分もあって、ただシギ・カモを目指したときに、この中だけでははっきり言って思いっ

きり難しいよと言った場合に、長期目標として湿地内だけでなく他にも協力してもらわな

いといけない。それがあるから最後のところに書きたいと思うのです。 

（東） 

・ 一応、参考資料５－１の一番下に“⑧他の湾岸施設との連携”の項目を挙げているので

すが、中身がまだ思い浮かばないというか、整理できていない。 

（風呂田） 

・ 直近的に言うと、宮内庁なのですよね。何となくタブー視されているのだけど、そこを

書いていいのかというのが難しいところで、何か向こうが来たくなるような仕掛けみたいの

はないのかなという。それを僕らは動きながら、毎回、毎回、北池の何とかと山ほどあるの

だけど、動いた試しがない。 

（蓮尾） 

 ・ あればどういうことになったのですかね。設計段階と言う要するに鴨場の中の水の浄化

システムのそれを突破口みたいな形にして、県との協議の場を作ろうかという話が半年か

１年くらい前にあったかと思うのですが。その後は進捗はあったのですか。その辺の情報

は。 

（事務局） 

 ・ その後の動きと言うのは、今のところ県の方には、特に情報は入ってきておりません。

実際に浄化システムの事業化というのは、来年度以降になると思います。昨年度は設計を

行い、次の段階の検討に充てるための１年間ということで置いている筈です。ですので、

それを具体的に水を湿地側に落とす時に、どこにどういう方法でどのくらいでということ

を、多分、来年度に、また協議をしていくという形になると思います。 

（東） 

・ すみません、話を元に戻したいと思います。とりあえず過不足という御意見のところで、

行徳湿地の特長と強調したい機能です。 

（後藤） 

・ 昔の行徳の生業と言うと言い過ぎなのだけど、昔は伝統的なものを持っていたわけだか

ら、そういうものも少し連携出来ればいいですね。 

（東） 

・ 要は、かつての人と自然との関わりを表現するみたいな感じですかね。例えば、蓮田（蓮

の栽培）とか漁ですか。今持っている保護区の機能とは少し違いますね。 
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（風呂田） 

・ ただ一番上にある「自然（歴史を含む）を感じる場所」となっているので、そこを現状

ではよく分からないのですけれども、それを仕掛けることで行徳海岸の原風景やその回復

に向けた保護区内の活動や得られたデータを出したり、或いはキチンと説明することで、

具体的に伝えることが出来る、共有することが出来る。環境がここまで回復すれば、或い

は工夫していけば、あるだけ創出出来る。 

（後藤） 

・ 文化的サービスに文化的遺産価値がある。 

（風呂田） 

・ そこが一番大事なのは、人が厭われるということなので、それは目標に置いておかない

と技術を持った人の育成ができない．  

（東） 

・ 分かりました。参考資料５－１の方は、風呂田委員と話をしたのですが、利用というこ

とで考えると、エコミュージアムと言うのはイメージした方がいいのかなという感じです。

修学旅行とかエコミュージアムとして、どうでしょうというイメージを持っております。

だから、そういう方々が来てもらった時に、どんな課題があるの、何すればいいのかなと

いうところです。もっとこういうことがいるのではないのとか、これは変だぞというよう

なことがあれば御指摘をいただければと思います。 

（風呂田） 

・ 参考資料５－１はイメージとしては割と掴み易くて、よくこの様にまとめるのですが、

もっと別な視点で考えると、この保護区を訪れる方の視点が入っていないのです。 

（東） 

・ そうなんですよね。 

（風呂田） 

・ 保護区に来る人にとっては、行きたくなるような視点とか、日常的に使える視点とか、

例えば今の散歩などもちょっと沢山通ってもらって、そういった散策的な日常的な、これ

はミュージアムに行くのではないのだけれども、ミュージアムの傍に行くことによる価値

みたいなものが必ずあると思う。そういう博物館とかが具体的にどうやっているか分かり

ませんが、必ず周辺で楽しむような何か空間的な機能がありますよね。そういったものも

視点の中に考えていくといいと思う。さっきのゾーニングのところで、それを意識してや

っていかなければいけない所があるのかなと思います。保護区の中を全部フェンスで仕切

って、入れる人だけで中を見ることができればいいのですよ、ということではないと思う

のです。その部分をこれからどういう形で整理するかというのが問題なのですけど。 

（東） 

・ そうですね。それは散策の場としての価値・機能ですか。 

（風呂田） 

・ 利用者側からの機能を期待する内容によって整理することです。全部ではなくて、もち

ろん魚釣りしたいなどいうことが出てくるかもしれないですけど、ミュージアムの機能を

維持するためには、それは無理な話なので、諦めてもらうと。最初から立入りを拒否して

いるということではなくて、市民レベルで見てミュージアムがあることによって期待する

ものは何かという視点は必要なのではないかなと思います。例えば、さっき蓮尾委員が言

った、“ＵＦＯ島に渡りたい”というのでれば、ＵＦＯ島はある程度接触型の、あえて管理

人が行かなくても行けるようにして生き物や景色を眺めたり、そうふうな構造とか。 
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（東） 

・ 水に触れる場所とか。 

（風呂田） 

・ 掲示とか或いは管理体制とかをやらなければいけない。設備も含めて、保護区の中にど

れくらいの動線をどうするかという視点も、どこかに示さなければいけないです。どうい

う利用が期待されるのかということは、キチンと整理した上でゾーニングしないといけな

い。 

（後藤） 

・ もう少し導入の部分として、駐車場から野鳥観察舎側へ向かう時に、丸浜川や少し森み

たいな所は、少し積極的に何か自然を体験できるみたいな感じなのはどうですか。保護区

の中側がここの地域の自然を目指しているとして、アプローチというのは、変な人工的な

ものを造るのではなくて、そこにある生物とかを体験出来たりするものを造っておいて、

導入の部分が“面白い”ということで行けば、ザリガニ釣りでもいいし、釣りやっちゃい

けないのだけど、そういう場所が少しあると大分機能が違ってくると思います。その辺、

非常にアプローチの部分が、向こう側はちょっと難しいのだけれども、鴨場の方は少し変

えたいのかな。 

（東） 

・ 分かりました。ありがとうございます。それではこの項目について、会場の皆さんから

ぜひ伺いたいのですけれども。参考資料５－２「行徳湿地の特長のうち強調したい機能」

は、これで過不足はないかということ。参考資料５－１の“行徳湿地の利用について”と

いうＡ３版の資料がありますけど、これの過不足、御意見がありましたら伺いたいと思い

ます。 

（会場） 

・ 参考資料５－１の①の“東京湾奥の自然（歴史を含む）を感じる場所”で、観察会で御

案内する時に、変てこな形になっている欠真間三角が昔は船溜りで、そこに鳥居があるの

は、そこを通って船が海に出ていたのですよという話をすると、それまであまり興味がな

かった人たちが、いきなり“ここは海で、漁をしていたのだ”と言うようにイメージが湧

いたりとか。あと、野鳥観察舎の前を散歩で通る人たちは、そこが鳥獣保護区だというこ

とにあまり意識しないで、単に通りやすいとか自動車が通らないとかいう理由で、そこを

歩いていたり自転車で通る方が多いと思うのですけれども、自然とか環境とかは、例えば、

いきなり戸を開けたらそこに鳥がいて、いろいろな生き物がいて、というのではなくて、

自然というのは住宅地と一連で繋がっていくものだということを、イメージしてもらえる

ような展示方法の工夫が必要なので、“①”はとても大事だと思います。 

（会場） 

・ 先日、市川市史の研究会で植物の岩瀬先生とか先生方が沢山いらして、観察会が行われ

て、どちらかというと多くの方が行徳に来るのが初めてだということです。その方が駐車

場の方から入っていて、いろいろ説明を聞いて帰る時に聞いたことなのですけど、たまた

まその日は草刈りをした次の日だったのですよね。“せっかくここは湿地として貴重な所な

のに、河津桜とか、水仙とかだけをきれいに刈り残して、せっかくの湿地の生物を全部刈

ってしまっているのは”と聞かれて、私も何なのですかと聞かれて困ってしまったのです

が。“遊歩道から住宅地側がその状態なら分かるけれども、遊歩道から鴨場側については湿

地の所でしょ”と。そこを何で水仙だとか河津桜だけをきれいに残して刈ってしまってい

るのかは、説明出来ませんでした。先日の植物の会で、やはり中に入っていただいて面白
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かったと言われたのは、“ホコガタアカザ”であるとか、たまたまちょうどウラギクが咲い

ていたのですよ。“市川では他では絶対に見られない、こういう植物がこれだけ揃って咲い

ている所はすごいね”ということで、とても喜ばれました。そう言った意味で、湿地性植

物、塩があまりきつすぎてもいけないそうで、ちょうどいい塩加減の水がしょっちゅうか

かっているから残っているということで、そういう植物は貴重だというお話をいただきま

した。 

（東） 

・ 概ね方向性はいいのだろうという理解でよろしいですか。目標生物については、植物優

先でいいのだろうと、この生物について現状で保全したいもの、維持・回復させたいもの、

絶対保全するべきものみたいな項目を設けるのがよいでしょうと。植物は今、会場の方が

言ったように、湿地性の植物というのは保全していくものとして挙げられて、他にもいろ

いろあるのだと思います。 

（風呂田） 

・ 植物は弱い分野なのですけど、岩瀬さんは保護区の現在の形が出来た時に、植物の調査

をされているのです。だから、具体的に意見交換出来るようなチャンスを欲しいですよね。

どういう植物が面白いのかとか、適性の問題とか、特異性の問題とかは、やはり専門家の

方はいらっしゃらないわけですから、経験的にも関与されていらっしゃるので。何か一回

お話を伺いたいのですが。 

（東） 

・ どこかで出来るといいですね。あとは目標生物について、資料６の絵の中に入れれば、

大体イメージが湧くというか、方向が見えてくると言う話でした。それから行徳湿地の特

長のうち強調したい機能については、人と自然との関わりとか営みも関わりと言った方が

いいんですよね。蓮田の蓮とか、魚の漁とか、具体的なイメージはそれくらいしかできな

かったのですが、こういうものを含めてはどうですかという御意見はいただきました。あ

と、参考資料５－１の中では、利用者の視点もどこかに入れましょうということで、そう

いうところから散策の場としての機能とか価値というものを少し検討しましょうという御

意見がありました。それから保護区の中の動線というのを設定して考えてみましょうと。

駐車場からのアプローチというのをもっと大事にして、湿地環境とかを体感出来るとか。

会場の方から指摘があった、要はバッファーゾーン的なやり方と言うかその辺のことを、

どこかに入れるというのがありました。もう少し詳しい検討は次回にしたいと思います。 

・ それでは、資料６の説明を事務局からお願いします。 

 

［ゾーニングについて］ 

（資料６により事務局から説明） 

ゾーニングとしては、いきなり細かい部分まで進められないので、今回は３つの大ゾーン

のみ区分している。その中で、赤い枠囲みの所は、利用という観点で、現在、行徳湿地内を

ガイドを伴うことなしに入ることが可能な所です。また、下の表にエリアとして示されてい

る所があり、これを黄色枠で着色している。このエリアの位置付けは、風呂田委員と東委員

でまとめられた案ですが、このエリアが、このゾーニングされた中でどのような位置にある

のか御認識いただくとともに、大ゾーンとしての区分の仕方とエリアの過不足について御意

見をいただきたい。 
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（風呂田） 

 ・ 資料５ですが、行徳内陸性湿地の将来のあり方という中で、行政的には丸浜川の道辺り

はどういうふうな位置付けになっていますか。この所謂行徳鳥獣保護区の中の基本方針の

内部なのか、外部なのか、この資料６の絵を見ると内部になっているのですけれども。 

（東條） 

 ・ 行徳鳥獣保護区の外部になります。欠真間三角から行徳湿地に入る入口の所は、近郊緑

地という区域にはなっていますけど、鳥獣保護区ではありません。 

（後藤） 

 ・ 欠真間三角から行徳湿地に入る入口の所までは、移行帯で市川市のところ（土地）なの

で、市川市と湿地側とがお互いに湿地帯としてよい環境になるような合意が出来ればいい

と思う。 

（東條） 

 ・ この場所はいろいろ管理者がいるのですよ。一応、丸浜川と言われる水路部は、河川用

地なので、その機能は残しておかないといけないのです。そういう所で、ある程度利用は

制限されるということになります。あと、欠真間三角と呼ばれる駐車場に一番近い所の一

部の土地を、千葉県が公園用地として持っている状況です。 

（蓮尾） 

 ・ 行徳内陸性湿地再整備基本方針が作られているのが、鳥獣保護区をその範囲にしたので

はなくて、近郊緑地特別保全地区をその範囲内にしたのではないですか。要するに資料５

にある、再整備基本方針というのがあります。その時に行徳鳥獣保護区の中だけというよ

うな捉え方は、特にされていなかったのではないかと思います。要するに特別保全地区と

しての視点と、今おっしゃったことについて話してしまうのですけれども、中に含まれて

いて、ただ、行政区画としてはいろいろ承知しております。 

（風呂田） 

 ・ 今の行徳野鳥観察舎というのは、どこのどういう区分ですか。 

（東條） 

 ・ 行徳鳥獣保護区に入っていますね。 

（風呂田） 

 ・ このゾーニングの中には何も入っていないですが。 

（東條） 

 ・ ただ、底地の管理者は違いますよ。海岸保全区域なので、県の違う部署で管理していま

すので、観察舎の建物についても管理者といろいろと調整している筈です。 

（風呂田） 

 ・ ここでいうゾーニングと言うのは、基本的には保護区全体でのゾーニングということで

すよね。 

（東） 

 ・ そうです。 

（風呂田） 

・ ただそれを実行できるかどうかというのは、ちょっと行政努力というか見えない。 

（東） 

・ 実行していくために、行徳内陸性湿地再整備検討協議会が出来ているのです。この資料

５の再整備をしていくにあたって、行徳内陸性湿地再整備検討協議会を設置したのですか

ら、それで関係機関にそれぞれ出てきてもらって、円滑に進めようということです。 
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（風呂田） 

 ・ さっきの利用の視点で、どこまでが人の利用の優先の場所なのか。 

（東） 

 ・ 資料６の中で利用ということで書いてあるのはＵＦＯ島ぐらいですね。“検討する”と。

あと自然環境について、どうイメージできるかというところなのですけれども、“ヨシやヒ

メガマの群落が池内に残るような環境”という説明で、果たしてイメージ出来るかなと言

うところです。もうちょっと具体的に書かなければいけないのだろうなということ、こう

いう池の配置でいいのかなという、要はこの基となる参考資料５－２で、“陸地から海まで

繋がっている連続性”ということを協議していく中で、こういう池の配置でいいのかどう

かですね。現在出来ている池は、ここを造成した時はあまりきれいな水を使えないので、

池を小さくしておいた方が、何かあった時のメンテナンスが簡単であろうということで、

小さい池が沢山あるのだろうと思いますが。もうそういうことを配慮しなくても大丈夫で

はないか、というところには来ているのではないかと思うので、現状にとらわれないよう

なゾーニングということも、もう少し考えてもいいのではないかと思います。 

（後藤） 

・ 先程の目標生物を含めて、池の高さが必要と言ったのは、淡水池から海に流れていって、

水で落ちながら移行が出来る視点を持つことが必要だからです。 

（東） 

・ どこから海へメインに流すのがよいのかということを、ここでは議論していくのかなと

思っているのですけれども。 

（風呂田） 

 ・ そのゾーニングを考える時に、自然環境的な視点のゾーニングと、人が接する場合のゾ

ーニングとうまく融合させないといけないと思う。一番見せたい所が一番多くてなかなか

入れないということは良くないというか、機能的に難しくなってしまうので、例えば、小

学生に披露したい場合には、あまり歩かせないでもある程度保護区の良さが味わえるよう

な、それだったら３０分で自分で行ってきてというような歪曲的な所にもっていくとか。

やはり先程言った、人の利用の視点の中での自然環境とゾーニングがされてくるといいと

思う。それで、核になるのが行徳野鳥観察舎ということを考えると、そこからどういう形

で人のアクセシビリティを考えるのだろうと。それでどういう形のものをそこに提供する

のかという、その両方の視点が必要だと思います。 

（風呂田） 

・ 宮内庁の場合は、例えば保護区に人が出たり入ったりして、鴨場の中にも入ってしまう

ようなことは良くないと思うし。そういう管理上の問題、もちろん安全対策もありますの

で、安全に帰って来られるような空間構造だって関連してくる。その辺が単純に生き物だ

けでというだけでは済まない。 

（磯部） 

 ・ 考える順番からいうと、人を保護区に入れるために自然の設計を変えるというのは、な

かなか難しいですね。やはり自然の方を先に考えて、だけども人の利用を考えると、保護

区に来て自然に触れ合えないのでは相手にされないですよね。だからどれだけ自然に触れ

合えるか、自然を壊さずに触れ合えるように出来るのか、それを次に考えなくてはいけな

いのではないのでしょうか。緑のランニング出来る遊歩道だけにしか人が入れないという

のは、この保護区はやはり利用という意味では寂しいという感覚が私にはあります。 
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（東） 

 ・ 基本的には生き物と触れ合えるということですか。 

（磯部） 

 ・ つまり、触れ合えないのだったら、テレビを見ていればいいのですよね。だからそうい

う意味でも人は来ないですよね。とは言っても、難しいのは分かっているから、それこそ

折衷していくかということなので、それでゾーニングという概念が出てきて、どこまでが

人を入れるかということですけども。こういう公園というのは、国内外で考えてもやはり

基本は人を入れますよね。もう一つは、池の話で言うと、だいたいのイメージとして、ど

れくらいの塩分濃度を考えてみたらどうか。水の流れと塩分濃度分布を考えると何となく

決まってきたり、分かってくることもあるような気がします。つまり、塩分濃度で差をつ

けたい訳ですが、あまり広くないですから、仕切りを付けずに開けてしまうと、塩分濃度

が一緒になってしまうのです。やはり狭い所で、極端に言えば、箱庭的にやりたいと言え

ば仕切りを造らざるを得ないということがあると思います。つまり塩分濃度によって、植

生が違うだろうし、それで動物が違ってくるだろうし、それを頭に置きながら、大体どの

くらいの塩分濃度で考えているのかというのが決まってくると、池の造り方のイメージが

出てくるかなという気がします。 

（後藤） 

 ・ 陸側の護岸のある周辺緑地ですが、周りの木が高くなっていますけど、ここの所は将来

的にどうなるとかいう話はあるのですかね。 

（東） 

 ・ 当初は、護岸の所にデッキを造ろうとか、いろんな案はあったのですが。 

（後藤） 

 ・ とりあえずは、生物が棲みやすい環境として、仕掛けを作っていくということは考えて

いるのですか。 

（東） 

 ・ 検討項目に入れていいと思うのですけど、参考資料５－１の５番ですかね。 

（後藤） 

 ・ 行徳高校前の干潟というのは、結構、生態系サービスの場合の利用という意味では、一

つありますよね。こういう所が外周と接続している部分というのは、結構あるのではない

ですか。もちろんカワウの生息地を含めて考えていかないといけないのでしょうけども。 

（東） 

 ・ せっかく導流堤で護岸の勉強をしてきたわけですから。 

（風呂田） 

 ・ 常識から考えれば、今の垂直護岸より傾斜護岸、もしくは干潟の方がいいわけです。た

だ、それはすぐに出来るわけではないので、最終目標としては、こういう形状に向かって

いくのだけども、現状の中ではこういう使い方・形状でやっていこうと。 

（後藤） 

 ・ 結構そこに人為的に人が入ることを意識するのなら、例えば、周囲に繋げてしまうとか。

どのくらいの広さでやれば影響がないかとか、そういうことを含めて、この辺は大体大丈

夫だと思うのですけど、広げられたり、将来的にいいことがあるのではないかと。その辺

を研究した方が。 

（東） 

 ・ この件について会場から御意見をいただきたいのですが。 
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・ その前に、時間の都合上、風呂田委員の“地震と津波による東京湾干潟の地形変化と底

質攪乱”の説明を先にお願いします。 

 

３ 報告事項 地震と津波による東京湾干潟の地形変化と底質攪乱 

（追加資料により風呂田委員から説明） 

（風呂田） 

 ・ この資料は、今年９月に高知大学で日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会

がありまして、そこの特別シンポジウムの震災に関する報告で、東京湾事例ということで

紹介させていただきました。その理由として、報道機関では大々的に報道していて、“干潟

がなくなったのですか”という問い合わせが山ほど来たので、正確な情報を出しておこう

ということと、現実的に皆さんご存じだと思うのですけど、“ゆりが浜”がなくなったこと

は確かなので、その影響がどうなったのかということを調べさせてもらいました。 

 ・ スライド１枚目は、浦安の護岸で、福田さんの写真なのですけど、この写真は震災その

ものだと思うのですが、これだけ壊れているし、２枚目のスライドの海苔はぐちゃぐちゃ

で大変なことになっている。新聞の資料しかなかったのですが、船橋周辺でも２．４メー

トルぐらいの津波が来たのだという記録があるということで、何もなかったということで

はないのです。 

 ・ スライド３枚目は、この時期に浅瀬の調査ということで、東京湾のいくつかの干潟でア

サリの稚貝の発生状況を調べました。スライド４枚目にデータがあって、アサリの写真で

陰になっているのですが、上の方に三番瀬と葛西のサイズ分布が出ていますけど、１０ミ

リ以下の昨年の秋に加入したと思われる稚貝がちゃんといるので、もしも大きな攪乱の影

響があれば、こういう稚貝からいなくなっているので、全体的には津波自体の大きな攪乱

など、生物への影響は少なかったのだろうと考えています。他に地形の変化とかを見ない

と正確には分かりませんけども。そういうことで、東京湾岸のオープンな干潟については、

心配するような大攪乱の影響はないということになります。 

 ・ スライド５枚目は、小櫃川の例ですけど、その下に“イボキサゴ”と書いてありますが、

これは小櫃川周辺にしか殆どいないような貴重な貝で、ちょっと絵が見にくいですが、例

えば、スライド６枚目の真ん中辺の少し右側にずれている所に、殻の直径が２、３ミリく

らいの非常に小さな稚貝です。これは４月２１日の調査ですので、地震が起きてから１か

月以上が経っていますが、キチンといましたので、ここも大した影響はなかったのだろう

と。津波は来たことは確かだけども、生物への影響は大したことはないだろうと推測して

います。 

 ・ スライド７枚目で、いよいよ行徳湿地なのですが、ここは話を伺いますと、津波警報が

出た時、水門を閉めてしまったということで、中には津波は入ってこなかったのだろうと

いうことで、直接的な影響はなかったということです。ただ、保護区の中に行けば分かる

のですが、右下の写真にあるかつての“ゆりが浜”の干潟は全然出て来なくなってますの

で、地盤が下がったのだろうということで、私たちは調査を行いました。この場所には、

前からの調査結果から分かっていますけど、スライド８枚目のような、東京湾の中では希

少な生物が沢山いますよと。それで、しかもこういった生物は、比較的影響が大きくて、

それなりに付きやすいので、保護区の環境機能の価値としては、かなり高い生き物だろう

と思います。 
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・ それで、その“ゆりが浜”ですが、スライド９枚目で、木下さんの論文の図を引用してい

ますけども、ちょうどこのベントス学会による彼らの表彰式がありました。研究奨励賞と

いういい研究をしましたという、メインがこの研究です。そういうことで、研究のフィー

ルドとしての価値が高いし、実際にこれだけのアナジャコがいて、その前に何が棲んでて、

それがどれくらいの性質の質を高めたかというデータがありましたけども、御紹介しまし

た。スライド 10 枚目が調査に行った時の大潮干潮時の写真です。やはり潮が引かないとい

うことと、沖合の方のヨシが枯れていますので、塩水に浸かっていることで芽生えも起こ

っていない、更新も起こらないというようになって、ますますこのヨシ原はなくなってい

くだろうということです。 

 ・ スライド１１枚目で、実際には保護区の陸地部でこういう現象が出ているので、干潟が

なくなったということと、地盤が横にずれているということで、側方流動と言われていて、

振動で横ずれを起こして地盤が下がって行ったと。結果的には“ゆりが浜”が消失したの

だろうと思います。 

 ・ スライド１３枚目の図が、昨年度の５月に行徳野鳥観察舎友の会の方と一緒に市民参加

型の生物調査をしましたが、これは目視が中心になりますけど、一部定量採取をやって、

その時に出てきた種類と今年の調査の時の種類とを比較しています。昨年の５月ですと、

そこに書いてあるオキシジミとか、コケゴカイ、ミズヒキゴカイ、イトゴカイのゴカイが

大体多かったのですが、今年はアサリ、マテガイ、特にホトトギスガイが多いというので、

さっきのゴガイの仲間が減ってきたので、干潟に多いものは減って、貝は逆に増えてきた

と。この貝は去年から付いている貝なので、それの生き残りがいるのと、ホトトギスガイ

は多分その後の感じだと思います。これは、東北でも起こっていて、地盤沈下した干潟に

はホトトギスガイは付いています。ですから、そういう所では結果的にばっと増えている

状況ではないかなと思います。その下のスライド１４枚目で、左側が震災前の市民調査の

目視で出てきたものと、右側が今回の目視で行った調査で、それぞれ比較を行ったもので

す。左側の赤丸で囲ったものが、かつて多かった生物ですが、右側の今回の調査では、そ

のような生物が減ってきた、或いは非常に局在的になってきたというところで、逆に二枚

貝が増えてきたということを、ここで発表させていただきました。確かに、カニとか昔い

た、湿地とか中にいた生物はいるのですけども、いられる場所がイラストの緑で囲ってあ

る所で小さくなってきているので、多分そこに逃げ込んでいる状況で、ここでお互いの関

係がもっと密になっていますから、どういう形でこれから変化していくかというのを来年

も調べていきたいと思います。恐らく、空間が大分狭くなっていますから、生物はいなく

なる。分布域が狭くなって、個体群として小さくならざるを得ないので、一番保護したい

部分もなくなってしまったということになります。 

 ・ １５枚目のスライドですが、干潟面がなくなった、生物が棲めなくなったということで、

様々な生物の関係が変わってきて、ここの変化をキチンと見ておかなければいけない。結

論から言えば、干潟はもうダメなので、干潟の生き物を見る機会はなかなかなくなったな

という感じがします。最後にまとめということで資料をご覧いただければと思います。こ

ういう報告をさせていただきました。結論から言えば、もう干潟はなくなったし、残った

湿地の所は、塩性湿地の所にも、ヨシ原のところにもカダヤシが入っていますので、今後

のことが心配だというのが現状です。 

（蓮尾） 

 ・ 地震直後は、千鳥水門は閉鎖しなかったのです。敢えて閉鎖しなかったのです。津波は

入ってきました。このくらい。 
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（風呂田） 

 ・ 影響はほとんどなかったと考えていいのかな。 

（蓮尾） 

・ 考えていいと思います。もし本当に閉めたらば、よそでもっと大きな影響が出るのでは

ないかということで、敢えてしませんでした。ちょっと怖かったのですが。 

（東） 

・ もし御質問があれば。 

（後藤） 

・ 今お話を聞いていて、干潟の持っている、先程の自然の中に土砂供給の話がなかった。

将来像をどうしていくかとかいうのは重要な問題で、それを将来像としてどうするのか。 

（東） 

・ どこに入れたらいいのだろうね。 

（風呂田） 

・ アイデアがあるのですけど、液状化の土砂をどこかに積んでおいてくれないかなと。あ

れが結構使えるのではないかなという。 

（後藤） 

・ 勿論自然としての土砂供給はないですから、その辺をちょっと入れたいなと思う。 

（風呂田） 

・ 百合が浜のこの近辺に、中に入っていますけどやはり子供たちなり、干潟に降りて安全

に生き物に近づける割とオープンな砂地の干潟が出来ないのもですから、百合が浜は歩い

て行けたところなのですよね。 

 

[議題３のうちゾーニングについて（続き）] 

（東） 

・ どうもありがとうございました。もうちょっとお付き合いください。 

・ 資料６のところをやっていたと思います。今のところでいただいているのは、利用のゾ

ーニングというのも必要でしょうと。自然に触れられる所も必要でしょうと。自然に触れ

られる所も造らないと、たくさんの人は来てくれないでしょうと。自然環境ゾーンと分け

て利用ゾーンというのも考えていきましょうよと。ただ、地形を決めるというのは先でし

ょうと。塩分濃度を各池によって違えていく方が面白いのであろうけども、それは一つキ

ーワードになるのでしょうと。それから安全対策というのも必要で、護岸の形状もゾーニ

ングの中に入れたらどうかということです。まあ目標みたいなところでいいのかもしれま

せん。これで大体よろしければ、会場の方の意見を伺いたいのですが。 

（東條） 

・ 周辺緑地、特に国道側の護岸ですけれども、今は本当に閉鎖的で、通る方も全然見えな

い状況なので、そういうところから少しずつ改善できれば、いろんな方が関心を持ってい

ただけると、そういうことに繋がっていくのではないかと思います。まず、今は“緑の国”

しか入れませんけども、これを少しずつ入って行けるようにして、皆さんに楽しんでもら

うというような方向で考えていただきたいなと思っています。ただ、野鳥やカワウや何か

の問題があるでしょうけども、その辺をどこでこう折り合わせていくのか、ここでいろい

ろ検討していただきたいと思っています。 
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（東） 

・ 一応、利用のゾーニングということを、この資料６の“ゾーニング”の中で、配慮しま

しょうという、中に含めましょうと。 

（東條） 

・ ですから、特に周辺緑地の部分については、利用をしたいというふうな考え方でいかが

でしょうか、ということです。 

（東） 

・ あの、そこまで具体的な話に入っていなくて、この大きなゾーニングという過不足をや

っていて、この中の視点として利用のゾーニングという視点が抜けていますという御指摘

があったので、では、その視点を入れましょうというところまできていると思うのです。

今日、それを具体的にどこに入れるのという話はしていないので、次の話で考えています。 

（東條） 

・ この表の中に、少し利用のところも書いてあったのですけど、周辺緑地にはそういう項

目が全然入っていないので、そういうふうに入れて欲しいということです。 

（東） 

・ はい、分かりました。後は大丈夫ですか。会場の方から話を伺いたいのですが。資料６

の過不足ですとか、池の配置みたいなこととか、大丈夫でしょうかというところですが、

意見ありませんか。 

（会場） 

・ エリアですよね。近郊緑地特別保全地区が全対象なのか、鳥獣保護区なのか、先程蓮尾

委員が言ったように、委員の中でも欠真間三角は含まれているのか、含まれていないのか、

というのだと。なかなか議論が、皆さん聞いている方も“どこまでが対象なのだろう”と、

よく分からなくなっているので、もう一回、近郊緑地特別保全地区が協議会だとか、そう

いうことに関係しているのですよね。 

（東） 

・ 私にも答えられないのですけれども、それはもうちょっと先の話かなと思っています。

要は、鳥獣保護区と言っている、近郊緑地特別保全地区って言ったらいいのか、“行徳湿地”

と言っているのか。行徳湿地と言って、将来像を決めていこうという中に、どこまで含め

るのかは、後の話かなと思うので、とりあえずそれぞれについて、ゾーニングしてしまっ

ていいのではないかと思います。それは、こういうワーキングをやって、それから協議会

をやって、こういうものが出来てきたということは、地権者や管理者が違っても、それな

りに重みのあることだと思いますから。それじゃないと議論しないとか、あまり入口での

やりとりはしたくないなという感じです。他にはどうでしょう。いいですか。一応会場に

聞く前にまとめたつもりですけど、大丈夫ですかね。本日の議題は以上になります。長い

進行にお付き合いいただきましてありがとうございます。 


