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第１２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２４年２月２８日（火）午後６時１５分から午後８時５５分まで 
２．場所 

行徳文化ホールＩ&Ｉ 会議室１ 
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            〃 
林 浩二             〃 
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（市川市行徳支所長代理） 

４．参加者 

 ６名 
５．議 事 

（１）議題１ 宮内庁新浜鴨場の排水計画について 

（事務局から宮内庁の資料により説明。なお、宮内庁の資料の取扱いについては、宮内庁から“今

後、施工業者を選定するまでの間、その手続きに公正を期するため”との理由で、非公開にす

る旨の依頼があり、本資料は議題１の終了後に事務局で回収した。） 

［宮内庁資料］ 

◆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、鴨場敷地外へ排水している。その

排水位置は鴨場が開かれて以来、丸浜川へ排水しているが、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、平成２１年５月に市川市長から排水の改善要望があった

ことなどから、宮内庁で水質改善等の検討をしていた。 

この排水検討にあたり、宮内庁では、鴨場の排水の位置・方法によっては隣接する行徳

湿地にも影響が考えられることから、平成２２年度に、宮内庁で検討している排水の設計

方針案に対して、行徳内陸性湿地再整備検討協議会（以降、「協議会」という）から意見

を聴取したく、千葉県自然保護課（以下、「事務局」という）から協議会へ説明するよう

依頼があった。 

その際に宮内庁から示された排水の設計方針案としての主な改善内容は４項目あり、そ

の設計方針案に対して、協議会から宮内庁へ３項目の要望を行った。 

この協議会からの要望の後、宮内庁では鴨場の排水等の設計を行ったが、この度、宮内

庁からこの設計後の“新浜鴨場の排水等の施設整備計画（案）”について、協議会の意見

等を聴取したく、事務局から協議会へ説明するよう依頼があった。 

協議会の開催は３月に予定しているが、この度の“新浜鴨場の排水等の施設整備計画

（案）”が具体的な工事の実施に係ることから、出来るだけ意見聴取の機会を設けるべく、

本日のワーキンググループの議題として取り扱った。 
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◆内容 

１．養成施設新築 

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なって

いる。新たな養成施設の水源は水道水を使用し、清掃等を行った排水は浄化槽にて処理

し、丸浜川の現在排水している位置を排水先としている。 

２．海水の循環経路 

水源である海水の取水量は、現状と同程度の約６００m3／日を予定し、現在の取水場

所である北池の脇から取水した海水は、場内を循環して既存の養成池まで流れ、そこか

ら排水ポンプ・配管を通り、行徳湿地内の“ウラギク湿地”に放流するとしている。 

また、豪雨等の非常時（雨水排水の計画）の排水系統は２つある。 

１つ目は、海水を循環させている各池とその周辺敷地に溜まる雨水を排水するもので、

現在ポンプにて丸浜川に排水しているものを、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ものとなっている。鴨場内の雨水貯留可能量は、想

定雨量以上に確保されていることから、ある程度鴨場場内に保水する等の調整を行い、

時間をかけての放流を予定しているとのことである。 

２つ目は、現在雨水を北池内に貯留浸透させているが、今回の計画では、既設水門を

改修して湊排水機場に排水することとしている。 

３．整備実施計画 

整備時期は平成２４年度の鴨期終了後から着手し、平成２５年度の鴨期の工事停止期

間を経て、平成２６年度の鴨期前頃までに完了する計画であるとのことである。 

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とのことである。 

 

（風呂田） 

・ 敷地内のこの淡水循環経路の水源はどこになっているのか。  

（東） 

・ 水道水です。 

（事務局） 

・ 淡水の系統は水道水を使って、新設の養成施設にてプールのように管理されている。 

（風呂田） 

・ それは処理槽で一次処理ぐらいをするのか。 

（事務局） 

・ 浄化処理施設を通します。 

（東） 

・ ＢＯＤで 200 から 20 まで落とすと書いてあります。 

（風呂田） 

・ 海水よりも淡水の方がよいので、新養成施設の排水先をむしろウラギク湿地に入れても

らえないのか。 

（東條） 

・ 欠真間三角の方が完全に水量が不足しているので、市川市としては出来れば丸浜川へ排

水する宮内庁の原案どおりがいいと思う。 
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（風呂田） 

・ 北池の方は雨水以外には具体的な水の流入はないということでよいか。 

（事務局） 

・ この資料の図の経路を見る限りはそう思われます。 

（風呂田） 

・ 雨が降ったら湊排水機場に排水するということか。 

（事務局） 

・ 北池がある一定の水位以上になったら湊排水機場へ排水するような計画にはなっている。 

（東） 

・ 大雨が降った時などの非常時に北池に貯まった真水を湊排水機場に排水するという理解

でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

・ あくまで雨水が貯まったものだけを一定水位以上になったら排水するということで、こ

の計画は、協議会の要望にもありましたが、アシの生育とかにも配慮しているということ

です。 

（風呂田） 

・ 現在の北池の水位はどれくらいなのか。 

（東） 

・ 胴長を着て入っても大変なぐらい水が貯まっていると思う。 

（風呂田） 

・ 北池の水を新浜湖の方に流して魚道みたいなものがあれば魚が上がっていくかと思った

ので、そういう工夫の余地はないのかなと思う。排水とは違いますけど、通常の雨でオー

バーフローによる排水をするとそこにウナギとかエビが入っていって、生物相としては更

に賑わいが増してくると思う。 

（蓮尾） 

・ 北池の底は、昔は潮が入っていたので、満潮時に水が入る高さです。 

（東） 

・ 地震の影響で変わっていなければですが。 

・ ウラギク湿地に海水を排水する時に吐出口の構造がフトン籠みたいなところで、土がえ

ぐれるのを防ぎましょうということです。 

（風呂田） 

・ 平常時の排水はどれくらいですか。 

（東） 

・ 600m3／日が取水量ですね。 

（風呂田） 

・ 600 トン 1日当たり。減らなければ基本的にはその分だけ流れる。 

（東） 

・ 何のポンプなのだろう。海水の取水なんですね。 

（風呂田） 

・ 一番心配なのは、蛇籠で吸収していても、流れ出す水路が出来てそれが澪になる。それ

が段々浸食していって結局深い澪が出来て、よく泥干潟で起るのですけど、そこだけが段

差になって干潟に表面の水が排水されやすくなる。そうすると泥干潟が乾いた状況の干潟

になる可能性が出てくるので、トビハゼやカワアイにとっての生息域としてはほぼ駄目に
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なる。その流れ出す水がウラギク湿地の干潟表面で水路を形成するかしないか、そこが一

番気になるところです。排水する所の衝撃はかなり蛇籠で吸収するということで局部的な

撹乱は抑えていますけど。 

（磯部） 

・ ウラギク湿地に排水をするのだったら澪筋が出来ると思います。水が流れるから泥が流

されてしまって、それによって澪ができる。 

（風呂田） 

・ 通常の塩性湿地の泥干潟は必ず澪が走っていって、そこに段差が出来て水が流れると、

干潮時は乾きやすくなる。トビハゼとカワアイは干潮時に水が残るということが絶対条件

なので、そこへの影響を考慮しないと。 

（蓮尾） 

・ アフターケアを見てもらわないといけないのかなという気がする。 

（風呂田） 

・ アフターケアというよりも、もう流し始めて影響が出たら多分排水口の位置を変える以

外に手立てはないと思う。 

（磯部） 

・ 流すからにはそこには澪は出来てしまうのですよ。澪を作らない手法は、深い所から排

水するのです。浅い所から排水しないで、ある程度水深のある所から排水すれば、それが

他の周りの水と混り、流速が遅くなるので、少なくとも海底が削られにくくなる。例えば

仮に汀線ギリギリの所から出せば、ある程度の流量と流速があるから、それで削られるの

は覚悟しなければいけないが、どれ位削れても我慢できるかということになるかと思う。 

（後藤） 

・ シルト粘土分の所がなくならないようにしないと。 

（蓮尾） 

・ ウラギク湿地の中に今回の地震で沈んで滑った所で、水深が常時 30㎝位ある池のような

状態の場所がわかっているので、そこを候補先として考えている。そこに排水した場合、

オーバーフローしたりして水が動いて行き、澪が出来ますが、その場合でも浅い所に排水

するよりはよいと思う。 

（風呂田） 

・ そこの水はどこに流れ出すかですね。 

（磯部） 

・ そこは陥没して、まずそこの水深は 50 ㎝なのか１ｍなのかというのと、もう一つは、そ

こに排水したときに、いずれ行徳湿地の陸（浅い所）に出るので、そこを通ることがある

と今度はそこが浸食される。 

・ その浅い所が広ければ、逆に流速が大したことないが、狭くて浅い所を通ると結局は出

したものは必ずそこを通るので、そこが削れるという格好になるので、それでも良いかを

考えなければいけない。 

（後藤） 

・ ウラギク湿地の方からちょっと深い所に管を持って行って出した方がいいということで

すか。 

（磯部） 

・ それは出来るだけ影響を軽減する措置で、逆に言うと、プラスの効果もないわけです。 
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（後藤） 

・ 湿地全体に澪が出来て泥質が流されるという影響を考えるよりは、もし出来れば先の方

の深い所に流した方が影響は少なくて済むと思う。 

（磯部） 

・ 斜面になって汀線が出来ていて泥干潟のようになっているような所に排水するのは、風

呂田先生のご指摘のとおり澪筋が必ず出来ると思います。もう少し積極的な理由で他の所

の方がいいということが無くて、それでもいいのなら、それでいいのですけど。 

（東） 

・ 澪筋が出来れば必ずそうなりますかね。段々ここが深くなっていって。 

（磯部） 

・ そんなに大した流量ではないから、量的には分からないけど。要するにちょっとした小

川という、正に澪筋が出来ると。 

（東） 

・ 澪筋ぐらいまでだったらいいのですけど、先程のお話のような、そこへ水が集まってき

てどんどん乾いていくというのは避けたいですね。 

・ 乾いたというのを別の表現で言えば、水が残らない条件で、表面にベチャベチャな状況

が無くなってくると、トビハゼはもう駄目ですから。 

（風呂田） 

・ 今は殆ど澪筋が無いので、泥質が残っているが、一回排水されてしまうと、そこは浸食

方向に行き、水を出しやすい方向になっていって、通常の泥干潟では浸食していき、また

泥を被るという、その繰り返しで維持できるのが、ここは泥の供給がなく、流れていく一

方で、一番守りたいトビハゼへの影響がある。もし、一回設置してそれを止められなくな

ると、そういう恒久的な結果が起こり、トビハゼ・カワアイにとっては非常に危機的な状

況になる可能性は否定できない。 

（東） 

・ 蓮尾さんが、池ができたと言っているのはどの辺りですか。 

（蓮尾） 

・ 場所としてはちょうど観察舎から見てぴったり対岸なのです。 

（東） 

・ 宮内庁の当初の計画案は北池に排水をするという話だったと思うのです。それで北池に

排水をするといろいろな問題があるので、ウラギク湿地かセイゴ水道に排水してください

という意見を出したのは、この協議会だったと思います。それを踏まえて案が出てきてい

るのですが。要は、ウラギク湿地はトビハゼが生息する泥干潟で非常に大事な場所なので、

ちょっと不都合が出てくる可能性があるという所です。 

（風呂田） 

・ その時に対応できることを考えるということですね。 

（東） 

・ そういうことです。排水先の代替案は、要は配管が長くなる程費用がかかるので、誰が

負担するのかという話になる。宮内庁の原案だと泥干潟の澪形成の回避の仕様がない。

もしセイゴ水道とウラギク湿地の間の池が使えるのならここへ出す。宮内庁の原案より

も 100ｍちょっと配管が延長になるが、まだ現実味がある。要は不都合が起きた時にど

う回避するのかと、もう一つ何が不都合なのかということを見極めなければいけない。              
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（蓮尾） 

・ 可能であれば、宮内庁の設計の関係の方も含めて現地を見ていただくのが、一番いいか

なと思う。 

・ 協議会からの意見ということを汲んでくださったわけですから、しかも実際に工事をす

るのだったら、ここは行徳近郊緑地特別保全地区なので、宮内庁の方でもしっかりと計画

していただかないといけないので、現地踏査を踏まえた検討は当然と思う。 

・ どうするのが一番いい方法か、泥干潟の澪筋の影響を回避しやすいか、あるいは先々不

都合が起きた時にどうやったらその辺の対応が可能なのか。 

（東） 

・ 今までの議論では、排水する限りは泥干潟に澪筋は必ずできる、という話ですから。排

水位置を変えなければいけない。 

（事務局） 

 ・ その辺の提案はこちらからしないと、宮内庁の方で考えてくれというわけにはいかない。 

（風呂田） 

・ 例えば観察舎の前のウラギク湿地とセイゴ水道とを分けている岬の先端部ですと、それ

ほど泥の干潟ができる所ではなく、澪が出来る余裕もないうちに、水没することになるの

で、そこまでもっていければ一番いい。仮にそこが浸食されたとしても、被害としては大

きな影響は出てこない。そこまでパイプを伸ばせるかどうか、北池の方まで元々伸ばせる

計画が有るのであれば、距離としてはもっと短くはなるのでしょうけど。 

（東） 

 ・ 当初の計画通りウラギク湿地に出すような工事をしていただいて、それで不都合があっ

た場合に今みたいな方向に持っていくということになるのですかね。それとも最初から排

水先はこっちにしましょうということですか。 

（蓮尾） 

・  最初からやらないとどっちみち二度手間になってしまいます。あと工事の時は工事用

車両の道路が必要になるので、通行車両をどこに通すかというのは設計の段階では考え

なければならない問題なのです。 

（事務局） 

 ・ 具体的な工事のやり方を細かく把握していないのですけども、行徳湿地の鴨場の敷地外

にあたる排水地までの所に人力施工と書いてあります。実際には大掛かりには出来ない作

業だと思われます。 

（磯部） 

 ・ 資料には工事用車両の通行道路としてウラギク湿地までは車両は入らないという図にな

っている。養成池までは入るようにはなっている。 

 ・ 今の養成池というのは、新養成池施設が出来た時に池は池なんですね。つまり、取水し

た水がきれいになって還ってくるのか、汚れて還ってくるとかという話なのです。 

 （東） 

・ 海水は浄化槽を通らないのだから、汚れとか入ってくるという。 

（磯部） 

 ・ 自然の浄化機能があるでしょ。 

（東條） 

・ 今まで丸浜川に排水されている水は結構汚れていました。 
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（事務局） 

・ 今回、宮内庁から聞いているのは、汚れの主原因を取り除くためにカモとかの汚れはプ

ールや浄化施設で管理するということです。 

（磯部） 

 ・ 新養成池で鴨を養成するので、汚れる要素はかなり無くなっているはずなのだけども、

ＢＯＤは 20mg/ℓまでしか落とせないので、ここの行徳湿地に入れることはあきらめた、と

いうことですよね。汚い水は入れないでくださいと、こちらから要望したから。 

（事務局） 

 ・ 淡水を丸浜川に流すことについては、市川市の担当部局と事前に相談しているという話

を聞いています。 

（磯部） 

・ おそらくそれがアクセプタブル（受け入れ可能）なギリギリな数字ではないですか。そ

んなに胸を張って出せるような水質ではないですね。 

（東條） 

・ ２０ではそうでないですね。今排水している水よりは、よいと言っていいはずだという

ことです。 

（磯部） 

・ 取水して鴨場場内を循環して出す位はそんなに汚れないから、行徳湿地に出してもいい

でしょう、という提案ではないかなと思うのですが。それで取水した水を同じ場所に排水

するというのは、それは水が循環するだけで、鴨側からすると何の意味もありませんから。

違う所から取水して、違う所に排水しなくては意味がない。それがこの案の訳ですけど。

北池を海水と見なすのならば、そこに入れてしまう方が全然問題は起こらない、というこ

とはあります。 

（東） 

・ 北池に塩水を入れると色々不都合がある。層が出来たりという話と、その横にある湊排

水機場が、保護区における多くの取水源になっているので塩水が入るのをやめて欲しいと。 

（事務局） 

・ それが協議会の要望ということです。 

（磯部） 

・ 砂利が敷いてある下北岬のような所に出せると、殆ど地形に対する影響はないので、こ

の先に出せればよい。奥から出すのは、あまり賛成出来ない感じがする。しかも、最初に

奥側で排水先を設置しておいて、よくなかったら排水位置を変更するのは難しいです。 

（東） 

 ・ とても口径の大きい感じですね。 

（風呂田） 

・ 38cm ですね。 

（東） 

・ この管の形状は、高密度ポリエチレン管（φ350）ですね。埋設するのか。堤防を越える

ときは堤防に這わせるけども、その後は埋設しますと。埋設した先に吐出口に蛇籠を置い

て浸食対策をやりますと。この配管が、ここまで伸ばせるかどうかですね。ただ今の議論

ではこの先から出すのが一番いいという。 

（蓮尾） 

 ・ 磯部先生が言われた、蛇籠の上に出した場合は大きく削れたり流れたりしないというよ
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うな構造ではないですかね。   

（磯部） 

・ そこに出てどのくらいの規模で作ってくれるかによるわけですけど。結局はそこの周り

が泥だったりすると、かなり小さな流速でもその泥はなくなってしまう。もちろん趣旨と

しては砂利を敷いて、直接すぐには出なくて、そこに水が貯まりながらジワーっと四方に

染み出していくという案を作ってくださるかと思うのだけど。それにしても流量が 60ℓ毎

秒というのは変わらないから、それがドンと出ていくわけで、かなりそれが大きく全体に

広がっていない限りは、相当な流れになるような気がします。 

（蓮尾） 

・ ウラギク湿地とセイゴ水道の間の池になっている所は、実は大きそうに見えますけど、

あまり大きくないのと非常に浅いのです。その周りに、アシや一部木が有りますけど、そ

こがトビハゼの生息地になっている大事な場所と思うので、そこに大きな流量ができるの

は非常に心配です。 

・ 観察舎から見える、私どもが“サギドマリ”と呼んでいる所は、鳥が居る所で非常に少

ないので、そういった意味合いで大事にしておきたい。 

（東） 

・ その先でしょう。ウラギク湿地に出すのでしょ。 

（風呂田） 

・ ウラギク湿地で一番奥ですね。 

（蓮尾） 

・ ウラギク湿地の一番奥の当初の宮内庁の計画どおりが一番いいのかは、現場をしっかり

見てから決めるのがいいと思う。それに先立って、この場での結論を持った方がいい気が

する。宮内庁の方も実際、現地調査をやった上でないと分からないが、パイプを設置して

手で動かして施工するぐらいなら、パイプの長さと持ってく経路だけのことなので、それ

ほど大掛かりなことにはならない。 

（東） 

・ ウラギク湿地とコジマ岬の間の辺りに出すと、また別の問題が起きそうな感じがする。

この辺なのでしょ。今、地割れが出来ていて、ここの池に排水するとなると、そこからど

こへ海に繋げていくのか。 

・ 海へ繋がっている所がどんどん広くなっていくのではないか。 

（蓮尾） 

・ かなりの流速の水が流れ込み、地形に変化が起きる可能性が非常に高く、特に澪が大き

く削られる可能性が高い。それに関しての検討を進めるというような結論ではいかがか。 

（事務局） 

・ こちらから提案しないと宮内庁も対応が難しくなります。今の話では、宮内庁の案とセ

イゴ水道の裏と、ウラギク湿地の奥と、3 案が主な候補に聞こえる。宮内庁の原案以外の

案ならば、その具体的な場所と方法をある程度固めてからでないと、意見としても出せな

い。 

（風呂田） 

・ 心配しているのは、今のトビハゼのハビタットになっているような泥干潟を失いたくな

い。だから泥干潟の前面に持っていく分には被害は少ないわけですよね。泥干潟を超えた

先端地のウラギク湿地側の影になる辺りだったら、澪形成による底質環境の変化は最小限

で済むと思う。だから排水先を先端に持っていく以外の代案は多分出せないと思う。だか
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ら泥干潟の先端部で放流するような、パイプの延長は出来ないのだろうか。 

（東） 

・ 協議会までの間に現地を有志で見てみるという結論でいいですね。意見としては、泥干

潟の保全、観察舎から見える所での排水はどうなのかと。それからこのウラギク湿地とセ

イゴ水道の間でのトビハゼの生息域への影響ですね。現地をいつ見るかですが、協議会が

13 日ですから、週末が 2回しかないのですけど、来られる人と、いつという設定をするか

ですね。 

（風呂田） 

・ 10 日は多分、朝は引くから、新浜湖だったら午後 2時位が最大干潮位ですね。昼過ぎが

干潮になるのではないか。翌日 11日が午後 4時まで 14cm まで引きますから。 

（東） 

・ では、10 日に現地視察をします。 

（磯部） 

・ 豪雨の時には、ここから出てくる案ですよね。１０年確率で時間雨量 50mm。 

（事務局） 

・ 非常時の豪雨に対して能力が毎分５m3／分という既設のポンプを使って排水するという

計画です。 

（磯部） 

・ それがウラギク湿地に出るのですよね。それはおそらく 10 年に１回は確かに 1.22 倍と

いうことで余裕がありますけど、何十年に１回かはオーバーフローするということで、そ

の時にはものすごい勢いで水が出てくるので、中途半端な所に排水しても地形がそれを受

けることに耐えられない。それは普段排水する量とは全然量が違うから。それにもいざと

いう時はキチンと水が排水できますということをやっておかないと。何年確立になるか分

からないけど、30年確立とかその位になった時に恐らく1.22という安全率がなくなって、

オーバーフローしましたから、排水させてくださいというのが、この場所になると思う。 

（東） 

・ 非常時の排水、1 分間に５m3 ということですね。これを意識した吐出口というところを

考えて 3月 10 日に現地を見ましょう。 

 

 

（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］ 

平成２４年度の行徳湿地再整備事業は、１）の生物生息環境調査として、①の底生生物調

査と②のトビハゼ調査を実施する予定であり、２）の導流堤改修工事は、湿地側護岸を総延

長２１０ｍ、丸浜川盛土を延長６９ｍ行う予定である。 

前回のワーキンググループからの資料の変更点は、 

１つ目が、３頁の生物生息環境調査位置図にセイゴ水道内の水生生物調査範囲を赤い四角

で示したところである。この点は、東邦大学の多留研究員に相談して確認をいただいている。 

２つ目が、４頁の行徳湿地導流堤改修工事の湿地側護岸の断面図で、新規で行う延長１５

０ｍ区間は“ｂ－ｂ‘断面”で示しているとおり袋詰め捨石だけを施工する予定で、平成２

３年度に覆土が出来なかった６０ｍ区間は“ａ－ａ‘断面”で示しているとおり既に行った

袋詰め捨石の上に被覆する捨石と覆土を行う予定である。 
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［参考資料２－１］ 

導流堤改修工事の湿地側護岸において、覆土前の底質と覆土材料、覆土後の底質について

粒度組成の調査を行った概要を載せている。その結果は、元々細かい粒径が多くを占める底

質環境が、荒い粒径の覆土を行った箇所は、荒い粒径の割合が高くなっていることを示して

いる。 

 

（磯部） 

・ 参考資料２－１の図 4-3 を見ると、ステーション（Ｓｔ）１が結構粒径が荒くなってい

て、ステーション（Ｓｔ）３は細かいのが残っている。 

（事務局） 

・ ステーション（Ｓｔ）３のところに細かい粒径のものが残っているのは、まだ覆土をし

ていないからです。 

（磯部） 

・ 覆土をやっていくと順番に一度は粗粒化すると。 

（東） 

・ 資料ではそういうふうに見えますね。 

（磯部） 

・ ステーション（Ｓｔ）２の③はちょっと細かいものは入っていますが、②の方は大分シ

ルト粘土分が半分くらいになっている。あとは、ＵＦＯ島との間の水路状の地形自体は変

わっていないので、いずれ細かい粒径のものが上に溜まることは期待できる。覆土したと

ころの斜面は削られて、細かい粒径のものはなくなるので、斜面の覆土の粒径は荒くなっ

たままになります。 

（風呂田） 

・ 礫の成分というのは何でしたか。コンクリートの破片でしたか。 

（磯部） 

・ 斜面にも礫が入っていましたよね。 

（事務局） 

・ 底質や覆土のサンプルを採取した位置によって変わる可能性があり、全て一様ではない

状況が現場では確認できました。 

 

 

（３）議題３ 行徳湿地の将来像の検討について 

［“行徳湿地の情報の整理”と“来年度以降の行徳湿地の将来像の検討の進め方”］ 

（資料３、参考資料４－７により事務局から説明） 

｛資料３｝ 

行徳湿地の将来像の検討の進め方は、昨年度の協議会で３ページの“検討の進め方”を了

解いただいた上で、それに基づいて進めており、１ページに記載してある、 

１）行徳湿地の情報の整理 

２）行徳湿地の目指すところ 

３）ゾーニング 

の３項目について、今年度のワーキングで検討を進めてきている。 

１）の行徳湿地の情報の整理では、これまで①の“行徳湿地の自然環境に係る資料”、②

の“行徳湿地の機能”を整理してきたが、これまで検討した中で、行徳湿地の“歴史”や“原
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風景”といった内容が取り上げられていたことを踏まえ、事務局ではこれまでの行徳湿地の

取り組み等を整理すべく、参考資料４－７として“行徳湿地の出来事年表（素案）”を作成

した。 

参考資料４－７を見ながら、現在検討している“行徳湿地の将来像の検討”というのは、

どういう位置付けになるのかを考え、来年度以降はどのように本議題を進めていくのかを事

務局で検討してきたが、今回が今年度の最後のワーキンググループとなるので、昨年度協議

会に提示した３ページの変更案を２ページに提示した。 

大きく変更する点は最終的な成果についてであり、従前の案（３ページ）では行徳内陸性

湿地帯再整備基本計画（以下「基本計画」という）の見直しまでを行うフローとなっていた

が、変更案（２ページ）ではエコミュージアム等の目標に向かって行徳湿地に関わる主体が

どのように行動していけばよいかという、いわば行動計画としているところである。例えば、

県とすれば行徳湿地再整備事業のことである。 

その理由として、今年度の本議題の検討を進める中で、行徳湿地をどのようにしていきた

いという目標が出てきたことで、それが今現在活動している各主体がまさしく検討すべき現

実的な内容であろうと考えられることである。そのため、将来像と位置付けるのは、“行徳

内陸性湿地帯基本方針の理念”や“基本計画”とし、時系列で言うと参考資料４－７でいう、

長期の構想となる。 

今年度の成果としては、３ページの“８．行徳湿地の将来像のイメージ図（素案）の作成”

から、２ページの“行徳湿地の目標に向けた概念図（素案）の作成”（以下、「概念図（素案）」

という）に変更になる。 

来年度以降の本議題は、“行徳湿地の目標に向けた検討項目・優先順位”（参考資料５－１

など）の言わば整理した“表”と“概念図（素案）”（資料６）などの“図”とを相互に検討

しながらブラッシュアップしていくことを考えている。 

検討時期の一定の目途としては、行徳湿地導流堤改修工事の工事計画の期間を平成２５年

度までと予定していることから、その時期までを目安に進められればと考えている。 

｛参考資料４－７｝ 

資料の名称や中に記載されている内容はあくまで叩き台であるので、意見をいただきたい。

“基本事項”には行徳湿地の基本的な出来事を記載している。“基盤整備等”には、本土部

が造成された時を起点として、行徳湿地の環境面での取り組みを中心に出来事を掲載してお

り、大体約２０年スパンでサイクルしていくようなイメージで考えている。これまでの本議

題の検討の中で、利用の視点が重要視されていることを踏まえて、“利用施設等”について

関連事項を記載している。 

 

（東） 

・ 参考資料４－７の出来事年表を見ると、もう少し早く再整備を進めたいなと思う。生き

ているうちにもっといろいろ見たいねですね。利用施設等をもう少し早くやりたいなと思

う。これまでの再整備が、“とりあえずやりながら考えよう”みたいな進め方をしていて、

そういうスピードに慣れているところがあるので。 

（風呂田） 

・ 資料３の２ページ）の赤字が修正案と思うのですが、この手続きに乗ると、今日はこの

“５”番目をやらなければならないということですか。 

（事務局） 

・ そうですね。“６”番が本日配布している資料６を叩き台として、この図についての作り
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方であるとか、そもそもこの図がよいのかどうかとか御意見をいただければと思います。 

（磯部） 

・ 概念図（素案）というのはどれですか。 

（事務局） 

・ 資料６になります。 

（磯部） 

・ イメージ図（素案）というのはどれですか。 

（事務局） 

・ 資料３の３ページ“将来像の検討の進め方（素案）”から２ページの“将来像の検討の進

め方（案）”へ変更する過程で名称を変更しています。３ページで“８”番の“イメージ図

（素案）”としているものに代わって、この度、２ページで“行徳湿地の目標に向けた概念

図”として示しています。資料６の“行徳湿地の目標に向けた概念図（素案）”は、ゾーニ

ングしていく上でも、何か拠り所が必要になるので、そういったコントロールポイントを

図に落とすことで考えています。 

（磯部） 

・ 拠点（行徳野鳥観察舎）から行こうということですね。それもありですよね。あとは白

くしておこうということで。 

（事務局） 

・ まずは野鳥観察舎ありきで考えています。 

（磯部） 

・ イメージ図は捨てないで、こういうものがありますよ、というのを下敷きにして、とり

あえず手を付ける所として、白くない所（色がついている所）をやりますという位置付け

にしていけばいいと思う。 

（事務局） 

・ 拠り所としての図面がやはり必要と考えており、図面の名称が変わってしまいますが、

成果と得たいものは基本的に変わっていません。 

（磯部） 

・ 概念図（素案）というのが、“トビハゼ”と“カモメなどの鳥類”と“百合が浜の震災に

よる影響”から復旧するのと、“カワウ”と“浄化池”、これをやりますということですか。 

（事務局） 

・ いえ、これは事務局で最低限記入したものですので、ここに現時点で記入されている“生

物”や“ゾーン”などについて何か過不足があれば御意見をいただきたい。この図は所謂

叩き台ということです。 

（東） 

・ この図については、また検討する時間があるということです。 

（事務局） 

・ そうですね。この図は素案となっていますが叩き台ですので、そこから資料３の２ペー

ジに記載しているフローに従って２年間検討する予定で考えています。この図についての

検討は、この後の“ゾーニング”のところという所で行う予定となっています。 

（東） 

・ 検討の進め方は資料３の２ページに変更しましょうと。それから、参考資料４－７の利

用施設等はもっと早く進めたいですね。 
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（林） 

・ 考える主体とか関わる主体というのを広げていくような展望というのは、 前回のワー

キングでは、それに関連して公民館のことについて意見を述べさせていただきましたが、

そういう展望をこの中に入れられないかなと思っています。県だけで決められる話では勿

論ないのですけれども、その方向性を探るというのを、例えばもっと本格的な形で市民に

参加してもらうとか、何か考えられないものかなと思っています。 

（東） 

・ 参考資料４－７の利用施設等に書いてある、“環境教育・市民参加の体制作り”と“周辺

施設・関係機関との連携”、の所だと思います。とても大事な視点で、私たちの苦手な分野

なので本当にありがたい御意見です。 

 

 

［行徳湿地の位置付け］ 

（資料３を見ながら資料５、参考資料５－１、参考資料５－２、参考資料５－３、参考資料５

－４、参考資料５－５により事務局から説明） 

｛参考資料５－１｝ 

前回のワーキンググループの意見を踏まえて、東委員が加筆修正したものを赤字で示した。 

｛参考資料５－２｝ 

①から⑤までの項目の下に加筆した。①と③が風呂田委員の解説である。②と④と⑤が事

務局から確認をしたい項目である。 

｛参考資料５－３｝ 

風呂田委員と東委員が作成した資料に基づき事務局で整理した。前回のワーキンググルー

プからの変更点は、表の中で空欄になっていた所を埋めたこと、各生物種の拠り所を表の

下に記載したこと、“［植生］”の欄で“ホコガタアカザ”を削除（「千葉県の自然誌」でホ

コガタアカザは外来種とされていたため）したことである。 

｛参考資料５－４｝ 

行徳湿地の“利用の視点”での“動線”を考える上での拠り所となる資料として提示した。 

｛参考資料５－５｝ 

行徳湿地に関わる各主体がそれぞれ行動計画を考えるための資料として作成した。上半分

の「１．エリア毎の目標（案）」は前回のワーキンググループの資料６の下の表を掲げた。

下半分の「２．利用を図る上での特徴的な機能の“目標達成のための施策”及び“問題点”

と“対応案”の検討」は、参考資料５－１の①から⑧までの特徴的な機能に対する施策に

ついての“施策実行に係る問題点（素案）”と“問題点に対する対応案（素案）”として書

き込めるように表を作成した。「１．エリア毎の目標（案）」と「２．利用を図る上での特

徴的な機能の“目標達成のための施策”及び“問題点”と“対応案”の検討」は相互にリ

ンクさせて検討したいと考えている。 

 

（風呂田） 

・ 市川市の動線、参考資料５－４ですが、これには湾岸道路沿いの保護区の周りを通ると

いうコースはなかったですか。保護区の中を見ながらというような。 

（東條） 

・ 元々はないのですが、当然今はブロック壁があって閉鎖的なもので、ブロック塀を取り

除いて、外から見えれば“谷津干潟”くらいに開放的な所でよいという市民の意見がある。 
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・ もう一つ、県の事業で三番瀬の護岸改修が進み、塩浜２丁目の護岸改修が平成２５年度

くらいに終わるので、南行徳の水辺の周回路の海側の一部分は遊歩道として今後整備され

ていき、周回路全体が繋がっていくのです。ですから、行徳近郊緑地の方も、市民の皆様

に、目に触れるような所になるかと思います。 

（風呂田） 

・ ＪＲ市川塩浜駅周辺の再開発で、例えば、以前には市川塩浜駅から道路を渡して保護区

の中が見えるような仕掛けもあっていいではないかという提案があったと思う、それも含

めて、今ＪＲ市川塩浜駅周辺の再開発はどうなっていますか。 

（東條） 

・ 駅前開発については今、基盤整備を区画整理事業でやっていこうというような計画で進

められています。“駅から行徳近郊緑地への動線”は、その区域から外れていて、それはま

だ長期的な構想になるかと思います。 

（磯部） 

・ 参考資料５－５の“エリア毎の目標（案）”の方は結構全体について目標が具体的に書い

てありますが、資料６の“行徳湿地の目標に向けた概念図（素案）”の方は、結構白い所あ

るので、何となくどっちが本当なのかという気がしたのです。 

（事務局） 

・ 資料６の図面は叩き台で示しており、まだ参考資料５－５のエリア毎の目標を落とし込

みきれていません。資料６は叩き台から始めて、作成方法や内容について御意見をいただ

きながら作成を進めていきたいと考えています。 

（後藤） 

・ 参考資料５－５の上の表はよく整理されているので、 “これはまずいよ”というもの以

外は、資料６の概念図として入れ込んでいくということでよいと思う。前回のワーキング

で言った、“他の施設等との連携”で、外に広がるとよいので、丸浜川の所は、どういう技

術とか体験が出来るとか、そういうところの連携が必要だよということが表現出来ればい

いと思う。 

（事務局） 

・ 前回のワーキングで意見のあった“地域の文化の表現”“地域の伝統的な技術や文化の伝

承”について、参考資料５－１の表において、一つ項目を立てた方のがよいのか、それと

も今ある①～⑧の中のどこかに組み込む方がよいのか御意見をいただきたい。 

（林） 

・ それは広い意味での教育的な活動というふうに考えるのが落ち着くと思います。用語と

して、“環境学習”という言葉自体が割と狭いものになりがちなのですが、参考資料５－

５の下の表の④の“環境学習”というのを、敢えてそこを変えて“文化的なこと”を入れ

て“○○の場”というイメージで、豊かなものを活動として入れるのがいいと思う。 

（風呂田） 

・ 例えばお台場では、民間だったのですけど、海苔の網を自分たちで張って、朝に海苔を

すくっていたりしています。ここでもそれをやろうとすれば“百合が浜”で出来ることで、

模擬漁業みたいな、例えば網を入れたら何が取れるのというような、体験的なことは可能

なんですよね。もう少し昔の人が実際にやっていて、生活をしていたというものを体験型

にして皆に楽しんでもらうというような仕掛けがあっていいのかなと思う。 

（後藤） 

・ “環境学習”という言葉が流行っているが、“環境学習”というと狭く感じてしまうので、
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正に体験も含めて、“環境・体験学習”ということで入れてしまうのですよ。その体験の中

に、昔の生業を残していくということで入れればいいと思う。 

（風呂田） 

・ 体験というのは仕掛ける体験と、自分がふらっと行った時にいろんな物に触れ合える体

験と２通りある。 

（林） 

・ 今の案を最小の修正で済ますなら、“環境・体験学習”というようにすると、もうその枠

の中に何を入れても大丈夫みたいな感じになる。 

（後藤） 

・ そこには、自然体験が出来る場としてもあるし、昔の行徳の歴史的なものの体験も含め

て、先程の海苔の養殖の話ももう少し何かすれば出来るかもしれません。 

（林） 

・ 自然・歴史・文化も全部入っていることをキチンと記述していくことが大事です。それ

らをトータルでやっていくことを現場でイメージされれば、豊かなものになっていくと思

います。 

（東） 

・ 何か楽しそうなエコミュージアムになりそうですね。 

（後藤） 

・ 多分それが、今漁業されている方もいらっしゃるし、昔やったことがある人達も保護区

に結集してくれる仕掛けとして、かつての行徳の生業の場、船溜まり、水路、水田、蓮田

などを再現する。そうすると昔、やったことがある方や現在漁業やっている皆さんが集ま

ってきて、子供たちに教えてくれることもあるかもしれない。体験学校みたいのなものが

入ってくるかもしれない。 

（林） 

・ 自分が参加できそうで、自分にとって取っ掛かりがありそうな場所なのだということが

見えることが大事なのです。結局、“あれは自分の関係ない所だな”みたいな話になって

しまうと、加わっていただけないですね。だから“自分も行っていいんだな”と、“何か

出来るかな”みたいな感じにすることが、“どう参加していただけれるか”ということの

ためにもいいと思います。参考資料５－１の下の表の④番に体験を入れれば内容が豊かに

なるし、人がどんどん入って来られるし、いいと思います。 

（磯部） 

・ イメージとしては、“環境と文化に触れる場”という感じですかね。 

（林） 

・ はい。 

（風呂田） 

・ 今現在からプラスでどういう活動とどういう訪問者・参加者を求めるかということを整

理したらいいかなと思います。参加者というのは実際に中で、いろいろ活動出来るような

人で、それからお客さんとしては、例えば、今現在よりも小学校で遠足で来るとか、外国

人がディズニーランドに行った人のうち少なくとも５％が行きたくなる仕掛けをするとか。

そういう本当の意味でのお客さんとそれを支える活動グループとそれを支える自然環境と

生物というものを持ってきてみると。 

（後藤） 

・ “目標達成のための施策”の④番の所で、右側に環境学習について、“インタープリター”
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とかの記述がありますが、ここに具体的なイメージが入っていればいいと思う。エコミュ

ージアムという大きな目標に向かって、その中に“自然環境とインタープリター”とか“文

化的な地域の技術の伝承”ということもあるし、そういうことを整理しましょうというこ

とをここで少し書いてみたらイメージが湧くのではないかと。ただ“環境学習をする”と

書いても進まないから。 

（東） 

・ 確かに、エコミュージアムと言っておきながら、エコミュージアムをイメージ出来る事

についてあまり記載がないかもしれませんね。 

 

 

[行徳湿地のイメージ図] 

（資料６、参考資料６－１により事務局から説明） 

｛資料６｝ 

資料６のコンセプトは、ゾーニング図を作成するために必要な留意点を図面に落とした

もの、とイメージしていただければと考えている。留意点とは、制限条件になることや人

を引き付けるような見どころとなるものもあるが、“南行徳水辺の周回路”という、いわば

“動線”を今回初めて加えた。青い太い点線が“南行徳水辺の周回路”で、細い水色の点

線が行徳湿地周辺の歩道などの公道で、行徳湿地へのアクセスや内部の動線を考える上で

の参考になるものと考えている。 

資料６に示したゾーニング設定のコンセプトを説明する。 

“保全ゾーン（仮称）”は、基本的に護るべき鳥類・希少種がいることを前提としている

こと、行徳湿地の拠点としての行徳野鳥観察舎から眺望できる範囲に常時人が入る状況は

好ましくないのではないかという考えのもとに赤い線を引いている。また、微妙な線の引

き方をしているのが、千鳥水門の左側で、周辺緑地の所が少し斜めに入っているが、ここ

はカワウのコロニーが少し外れていることと、市川市の意向として、この行徳近郊緑地に

ついて、住民がその存在を少しでも分かるようにして欲しいというのがあるので、カワウ

の生息に影響のない範囲であれば、中を見ることが出来るようにすることなど、何か出来

るのではという可能性を図で表現している。 

“触れ合い・体験ゾーン（仮称）”設定のコンセプトは、①現時点で土砂の搬入が可能な

のは、導流堤改修工事に使用している高校水門付近に限られることから、ここを土砂の搬

入拠点として考えざるを得ないこと、②ゾーニングする位置として“保全ゾーン（仮称）”

を分断することのない所、③時間指定の条件付きながら一般に開放されている“緑の国”

に隣接していること、④行徳高校・塩浜中学校・塩浜小学校が近接していること、⑤アク

セス出来そうな道路があることから、今後の可能性としては検討の余地があるのではと考

えている。 

鳥も人が近づけば逃げるので、“保全ゾーン（仮称）”と“触れ合い・体験ゾーン（仮称）”

はある程度の“離隔”を確保しなければいけないと考えている。 

ゾーニングや留意点の名称・範囲はあくまで叩き台なので、細かい範囲などは意見をい

ただきたい。 

｛参考資料６－１｝ 

資料６に示すゾーン毎の詳細を示すイメージ図として作成した。図に示した凡例は参考

資料５－３の目標生物の生息環境を参考にイメージして欲しい。 
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（風呂田） 

・ どういう人たちに来て欲しいのか。どれくらい来て欲しいのか。というのを考えて一番

影響が少なくて大量に動員できるような感じで、見学は散歩的な割と接近度が低くても満

足して帰っていただくためには、景色を楽しむというような仕掛けが必要である。千鳥水

門の付近のユニディの前辺りがそういう溜まり場のような所で、直接的に仕掛けていくよ

うな施設を作る必要がある。そういう所で情報提供して、それから“触れ合いゾーンへ行

きませんか”とか、“イベントがあるから来てください”とか、一種のインフォメーショ

ンセンターを兼ねるような感じである。行徳野鳥観察舎へは行こうという意識を持ってい

かないと、行徳駅からはかなり遠いし、車で行くには道がよく分からないし、いっぱい人

が来たら駐車場が大変なことになってしまう。それも視野に入れておかないといけないこ

とで、千鳥水門周辺をどうするかということが一つ大きな鍵になると思う。“触れ合いゾ

ーン”というのは、特に子供たちの体験的な、或いは発見的な喜びなので、もう少し接近

度が高いような仕掛けを造っていかなければならない。そういう仕掛けの材料は、“トビ

ハゼ”と“カニ”になるかなと思う。観察舎側の水門から保護区に入って、セイゴ水道の

“トビハゼ”が見られて、“クロベンケイガニ”がいっぱいいるようなウラギク湿地の辺

りは、もう少し触れ合いゾーンとしての活用を考えないといけないと思う。少なくとも昼

間来た時は、そこに子供たちが入って行って、“ああカニがいっぱいいた！”と言って大

騒ぎして帰っていくような自由度があるような仕掛けで、もちろん安全管理の問題がある

ので、例えば、ある程度フェンスを張るとか、木道を作るとか、そういう仕掛けも必要に

なってくる。見える所でアクティビティしているのが、更に人をある程度呼ぶための仕掛

けになるので、百合が浜は何とかしないことにはいけないと思う。“三島池”もうまくい

けば汽水池になって、いろんな発見が出来ると思うが、スケールが小さ過ぎる気がする。

百合が浜があった時には、干潟を何十人何百人と、わーっと行って干潟の生き物を見るこ

とが出来た。戻すまでにはどれくらい時間がかかるか分からないが、何十年か後には目標

としては、干潟らしい干潟がいっぱいあることは、非常に大きな魅力ではないかなと思う。 

（風呂田） 

・ 高校水門付近の干潟の生き物と“百合が浜”の生き物とは全く違う。高校水門付近は泥

っぽい干潟が出来ると思うので、それはそれで面白いのですけれども、多分ぬかるので、

入っていくのは難しく、干潟の生き物に直接触れ合うのは難しい。むしろそれだったら、

潮通しのよい“百合が浜”の方が適地なのかなと思う。 

（後藤） 

・ 資料６の黄色い枠の“触れ合い体験ゾーン（仮称）”のスケールは今の状態では狭い感じ

がするので、環境再生の取り組みと、その中に再生体験をしていくということと、干潟で

体験・触れ合える場所ということで、近くに学校もありますのでうまくそこが再生の場所

として、積極的に再生していくというイメージを作って行ければいいと思う。むしろ、“触

れ合い・体験ゾーン”と言ってしまうと、要するに入ってきてワーッとやってしまうとい

うことになるので。 

（事務局） 

・ この資料６の“触れ合い・体験ゾーン”という名称は、あくまで“仮称”ですので、ど

ういう名称がよいのか御意見をいただきたい。 

（後藤） 
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・ 干潟に入れるということで触れ合いの場として。環境再生のために干潟を少し広げてあ

げるとかの体験の場として両方あっていいと思う。 

（蓮尾） 

・ 導流堤の護岸の捨石の上に入れた覆土が、とりあえず荒い状態で一年二年維持されてい

て、それが何年も維持されていく可能性はあると思うので、“百合が浜”がもちろん潮通し

がよくてという話になるのですが、あそこは造成時に積極的に山砂を斜面にしたところな

のです。ですから、後藤さんが言われるような、再生体験というような形で、浦安の液状

化の砂を使って基盤となるものを再生すると、泥ではなくて砂なので人が入れるのでいい

と思う。一応、高校水門の辺りは実際にトビハゼもいれば、カニもいる。“緑の国”は、夏

場は“クロベンケイガニ”が非常に多くて、“緑の国”に来た方に喜ばれて、活用するのに

よいこと、行徳高校西門から入る“工事用通路”が出来ていることから行きやすいのでは

ないかと思う。 

（後藤） 

・ ＵＦＯ島の行徳高校側は結構浸食されているので、むしろ積極的に干潟を広げてあげた

方が環境的にはいいと思う。 

（風呂田） 

・ 資料６の“緑の国”の所に書いてある観察壁の下はもっと泥の海岸があったのですが、

それがどんどん浸食されて、そこはもっと緩傾斜で、海に向かっていくようにするぐらい

のことを考えると、もっと自由な観察が楽しめる。今だと本当に“緑の国”から一歩外し

たら下は５メートルくらい落っこちて大変なことになる。しかも水が溜まっていたら人命

に関わるという、結構シビアな環境にある。 

（蓮尾） 

・ 本当に砂をもらって、入れていく実験には最小限の費用で最大限の効率を上げられる一

番いい場所ではないかなと思います。風呂田さんの言われたように、岸の近くの泥がどん

どん浸食されていく原因が、ＵＦＯ島の沖合の方の深みにあると思うので、もっとそこに

届くようにやっていったらいいですね。 

（風呂田） 

・ ただＵＦＯ島から暗渠水門に向かって、まっ平らに水深が続いて手前の方は比較的、南

極島の辺りまでは浅いので、土砂を入れると比較的干潟にはなりやすい所かなと思う。そ

れから先は４メートルくらいまで深くなるので結構大掛かりになる。そこを段々全体に均

しながら浅くするのか、ある程度盛って移行するのか、というのも戦略的に考えていかな

いといけない。海水交換の問題もあるので。ただ、どうしても高校水門付近は泥が中心の

干潟なので、行ってぬかるのを覚悟でなら、何か体験が出来ると思う。百合が浜の方は、

潮が流れているので、砂のしっかりとした干潟が出来ていて、裸足で歩けて、結構面白い。

そこが千鳥水門側からそういう事をしているのが見えながら、そこで景観的ないろんな楽

しみ方があったり、情報提供があったりすることを考えると、一般的に保護区に来る人の

表玄関は、千鳥水門の方に集中させるようなことを考えなければならないのではないかな

と思う。イベントについては、野鳥観察舎側の方がやりやすいのだけども、大量にフリー

で気軽に来るのを受け入れるのにはちょっと厳しいのかなと思う。 

（後藤） 

・ 駐車場から行徳野鳥観察舎へ向かうまでの動線としての遊歩道は、どこが管理している

のかが分かるようにすることや、目標の“エコミュージアム” を意識させて、そこで何

か体験できるような場所に出来るかもしれない。 
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（東） 

・ 丸浜川というのは、散歩の方が多いので。 

（後藤） 

・ そこに人が集まって何かやっていると面白い。 

（東） 

・ 参考資料５－５の“丸浜川”が記載されているところに、“伝承”に関わるものをどう表

現出来るのかは、とても大事なことです。 

（後藤） 

・ 千鳥水門の方が、導入の部分としてあるのと、駐車場から観察舎へ向かう所の自然再生

の場や、ＵＦＯ島の部分も含めて、もう少し黄色いエリアを広げたらどうか。 

（事務局） 

・ ゾーンの叩き台として考えているのは資料３の３）に４つ示しています。体験もあるか

もしれないが鳥などの生物を護る“保全ゾーン”、積極的に触れ合う（決められた時間内の

開放、学校であれば引率の先生を伴って大勢で来る）ような“触れ合い・体験ゾーン”、決

められた時間内であれば一般の方が自由に入れる“緑の国”のような“条件付き開放ゾー

ン”、最後に普段散歩している“常時開放ゾーン”という所があります。これらのゾーンが

はっきり分けられるのか、一応ただし書きを入れながら、色分けしていくような感じでゾ

ーニングしていくのか、その場所によって違いがあるので、そのやり方はこれから検討し

ていく部分と思います。 

（林） 

・ ゾーニングはもう少し大きい所でやるので、ここまで詰まっているとすると、ゾーニン

グにこだわるよりは、もっとスポット的にやるという方がいいと思う。だから、今回のよ

うなこういう表現の仕方の方が現実的ですよ。 

（事務局） 

・ それでは、むしろ赤枠の“保全ゾーン（仮称）”だけ決めてしまって、あとはもうスポッ

ト的にという感じになるのですかね。 

（林） 

・ ゾーンを決めてしまうと、そのゾーン毎に機能みたいなことを考えないといけないので、

その整合が難しいと思う。だからスポット的に考える方がやりやすいのではないかと思う。

風呂田委員の言われる、アクセス方向を全く変えるというのはすごく大きな話です。 

（東） 

・ 千鳥水門側に、“インフォメーションセンター”みたいのを設置出来たらということです

ね。 

（林） 

・ 或いは逆に“行徳湿地ネイチャーセンター”になってもいいかもしれませんね。 

（事務局） 

・ 何かここに施設的なものを設置するイメージに聞こえますが、具体的にはどのようなイ

メージですか。 

（後藤） 

・ その位置から千鳥水門の海水の出入りが見えるので。 

・ そこの角のスペースにベンチを配置できるのであれば、保護区が見渡せるし、生き物も

見られるし、いい場所ですよね。 

（東） 
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・ いい場所と思います。その使い様はいろいろあると思います。 

・ 資料６“保全ゾーン（仮称）”の赤枠の一番下で、観察舎から見える角度でこういう形に

なっているけど、セイゴ水道の最奥部はトビハゼの生息地で大事なので、ここは“保全ゾ

ーン（仮称）”に入れたいなと思っています。 

・ 名称がどうなるか分からないけども、丸浜川は触れ合いなのかよく分からないですが、

そういうゾーンにしておきたいなと思います。 

（風呂田） 

・ 欠真間三角の部分はかつて“船溜まり”で、ここから海の漁へ出ていたということで、

ここから保護区へ向かっての導入が始まっているので、博物館でもそうですけど、駅や駐

車場などから、まず本体に入るまでの間でインフォメーションが流れていくという所を歩

きながら眺めていって、本体にたどり着いていくというようなことをやっていくのがいい

と思う。 

（蓮尾） 

・ “南行徳水辺の周回路”の中には、今ある“ふれあい周回路”みたいな、所々に、今い

る所が分かるようなサインみたいなものを整備していく予定はありますか。 

（東條） 

・ “ふれあい周回路”の一部にはなっていて、そこには所謂サインで、こういうルートで、

という感じにはなっていますが、“南行徳水辺の周回路”については、まだまだ整備が先な

のですが、完成時にはそういう事も考えられると思います。 

（蓮尾） 

・ 今、風呂田委員が言われたような、インフォメーションするものが行徳にはいろいろと

あちこちにありますので、そういう感じのものも視野に入れて考えて欲しいですね。 

（風呂田） 

・ 方向を示す案内など、ある程度は必要なのですが、展示物は固定的にするよりも、適当

に手作りで書いていった方が新鮮味があって、所謂お金を出して十何年も置いても誰も見

なくなるというよりも、手作りで作ったものがいいと思う。 

（後藤） 

・ それには欠真間の昔の“船溜まり”の雰囲気も入れられた方がいいよね。 

（事務局） 

・ 参考資料６－１は、参考資料５－３の“目標とする生物”の表に載っている鳥類の“分

類・細目”（“林”とか“開けた水面”とか“葦原”）毎に、エリアを図に落としてみたもの

です。それについて、実際に位置がどうなのか、こういう分け方で、そういう目標鳥類な

どを目指すことでよいのか。完全にエリアを線引きしてしまっていいのか、その間の移行

域を考えなければならないのか、その辺の図面の描き方、図面の位置付けも検討したいの

で意見をいただきたい。 

（東） 

・ セイゴ水道の南側は崖になっているから、海と接している所というのはちょっと違うの

ではないかなと思うのですが。 

（事務局） 

・ 先日、行徳野鳥観察舎の方に相談した時に、ウラギク湿地と共に、セイゴ水道の南半分

は汀線が崖の様になっていて、そこまでは沿岸湿地植物が見られるということで、それを

反映して載せました。 

（東） 
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・ それで気になったのが、百合が浜は大分なくなっているので、この範囲のエリアで大丈

夫なのかなと思います。 

（事務局） 

・ それをどのように表現したらよいのか、線を入れていただければと考えている。 

（東） 

・ 百合が浜のかつて干潟であった所が海の中になっている部分があるから、実際と違って

いると思う。 

（風呂田） 

・ 現在の百合が浜は、参考資料６－１の図の尺度で言うと、３ミリくらいのベルトになっ

ています。結局それだけ接点部分がなくなったのが現状なのです。 

（事務局） 

・ 参考資料６－１は参考資料５－３の中のエリアを図示したに過ぎないものです。ですか

ら、ここに目標とする生物を入れていくか、或いはどうしていくかという議論になってく

るかとは思いますが。 

（東） 

・ 地図に落としていくことになると、鳥バージョン、植物バージョン．．．になってしまう

のではないかと思う。 

（後藤） 

・ 鳥については、ここまで人が入ってくると鳥がいなくなってしまうとかのスケール感が

あるので、他のものとは一緒には出来ないのかなという気がする。 

（事務局） 

・ 今回これだけ参考資料５－３で生物が整理出来たことですし、現在のこういう環境には

こういう生物が生息していて、将来にはこういう生物を考えているという整理が出来てい

て、それを落としたのが参考資料６－１なので、例えば、“このエリアをもう少し広げた方

がいい”とか、そういう議論になってくるかと考えている。 

・ 補足説明ですが参考資料４－１については、前回のワーキングからは資料の内容は変わ

っていないのですが、その理由としまして、この参考資料４－１に数字を旗挙げしている

池等は平成８年度に整備した当時のデータを載せたのですが、それを除く“旧淡水池”“下

池”等は既にその時点で出来ていたので、池の深さ等を示すデータが収集出来ませんでし

たので、今後はその表現方法について御相談させていただきたいと思います。 

（蓮尾） 

・ 参考資料６－１の三島池は汽水池となっていますが、実際は明らかに普段潮が入って、

塩分が高いものですから、感潮域ということでどうでしょうか。 

（東） 

・ ただ、ここは東邦大学での研究をやっていて汽水域を目指すことになっていて、それを

協議会でも了承しているわけだから、いいのではないですか。 

（風呂田） 

・ 今、三島池で研究している中山さんも、掘ってでも水は溜めたいと言っているので、汽

水池を目指していることは間違いないです。 

（磯部） 

・ これから議論することだと思いますが、参考資料５－５の表はなかなか魅力的なことが

書いてあるので、その内容を資料６に落とし込んで、すぐには実施しないものは薄く書き

込み、すぐ実施するものだけ濃く書いておく。参考資料６－１は基本的にこういう場でし
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た、ということでそのままにしておく。資料６の“目標に向けた概念図”に落とし込んだ

図の色が“濃い”“薄い”で、中期的に実施するのか長期的に実施するのかを分けて、参考

資料５－５の表の内容をまた増やしていけば、目標となるものが増えて、その時点でまた

資料６に何か入れるということで、いろいろなものが並行的に進められると思います。最

後に資料６に書ききれないものについては、生き物としてもそんなに棲めないですから、

もう一杯になったらおしまいということになります。挙げられる生物全てを詰め込むのは

無理です。 

（会場Ａ） 

・ 市川市塩焼に住んでいます。保護区を閉鎖的にしたくないという想いが非常にあって、

あくまでもまずは“鳥”があるので、全面的に人を入れるというのは、問題があるのでは

ないかなと思うのですが、やはりＪＲ市川塩浜駅（以下、塩浜駅という）から人が来ても

らいたい。この間も市川市が主催する観察会で、間違って塩浜駅に降りてしまい、結局道

が分からず、一時間半も遅れて殆ど終了の時にたどり着かれて観察会に参加することにな

ったのです。塩浜駅からでよいので簡単な案内が欲しい。もちろん湾岸道路を超える橋か

何かがあれば万々歳なのですが、それが出来ないのであれば、行徳駅前通りから来るか、

塩浜駅から来るか、今それしかないわけです。そうした場合に、例えば塩浜駅の方から行

徳駅通りの方に来たならば、せめて千鳥橋くらいで、もう一回案内図を出すとか、そうし

てもらわないと、本当に何回も何回も携帯電話でやり取りをしても分からない状態なので

す。例えば、ディズニーランドから来るなら、塩浜から来るだろうと。それには、塩浜駅

からのアクセスを考えてもらいたい。この保護区に塩浜駅から人が来られるような安全な

道を、出来たら楽しい道を造っていただきたい。出来たら塩浜駅から「緑の国」に直接入

れるような橋か何かがあれば、「緑の国」の反対側から人が入って来られて、観察舎側に抜

けて来られる。そうしてこそ、やはり本当の周回路になるのではないかと思っています。

まず第一は看板・案内図を設置していただきたいと思っております。 

（会場Ｂ） 

・ 行徳野鳥観察舎のＢです。今、丸浜川沿いの遊歩道を自転車で通行したり、桜の木を愛

でたりする方は、丸浜川も鳥獣保護区の一部であるという意識がまるっきりないのですよ。

それは“ここからが鳥獣保護区ですよ”みたいな表示とか、昔、三角形の鳥が描いてある

鳥獣保護区の看板があったけど、何か最近もう見ないような気がする。或いは木が生えて

見えなくなっているとか。だから、“ここからが鳥獣保護区”ということをもっとキチンと

表示して、自転車に乗っている人や桜の木を見る人達が、ここが鳥獣保護区だなという意

識を持っていただけるようにして欲しい。 

（会場Ｃ） 

・ 行徳野鳥観察舎のＣです。鴨場の排水の所を確認したいのですが。セイゴ水道もしくは

ウラギク湿地に流すということなのですけど、平常時は丸浜川（欠真間三角）には流さな

いということでよろしいのでしょうか。 

（東） 

・ 水道水の真水を鴨やアヒルとかを飼っている施設で使い、それを浄化槽に通した後、丸

浜川に排水します。海水は鴨場内を循環させた後、保護区に排水します。 

（会場Ｃ） 

・ なるほど、分かりました。 

（事務局） 

・ ちなみに丸浜川に排水する位置は、今と大体同じ場所のようです。 
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（風呂田） 

・ ３月１０日に現地視察をして、内容を整理しなければいけないものだったら、１０日の

後でも打合せを出来ないですか。 

（東） 

・ そうですね、１０日に現地を見た後にでも言っていただければ。要は、このままでは事

務局が宮内庁に何て言っていいか分からないわけですから。 

（風呂田） 

・ 宮内庁だけでなくて、今日の話の中で、例えば先程の資料６の図へ落とし込みをすべき

内容とか。 

（東） 

・ いいですよ。それはこの後何か思い浮かんだことがあれば取り入れてやりましょう。 


