
第３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２１年３月２６日 午後６時から午後８時３０分  
２．場所 

  市川市行徳公民館 第１研修室  
３．出席者（順不同、敬称略） 

リーダー 東 良一    行徳内陸性湿地再整備検討協議会委員  
磯部 雅彦          〃  

       蓮尾 純子          〃  
       由良 浩           〃  
       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     
４．参加者 

  １０名  
５．議 事 

（１）開会 

（２）議題 

 ア．議題１ 第２回ワーキンググループの結果について 

資料１により事務局から説明を行った。 

 イ．議題２ 行徳内陸性湿地再整備検討協議会における協議結果について 

資料２により事務局から説明を行った。  
ウ．議題３ 平成２１年度ワーキンググループにおける協議事項について  

資料３により事務局から説明を行った。また、会場で参加している行徳野鳥観察舎友

の会から補足説明を行った。 

主な意見は次のとおり。 

（風呂田）  
  ・ 行徳湿地は、皆さんの歴史的な一つの産物として、現在に至っているので、利用と

いったことで体験出来たり、そういうのを上手く伝えるようなことのほうが、保護区

の価値を見出していただけると思うので、そういう検討も是非やっていただきたい。  
（由良）  

  ・ 一つの目標としては、面白いと思う。ただ、湿地について我々にできるのは環境を

整えるだけで、そこに本当にシギ・チドリが来るのは運しだいかと思う。だから、例

えば呼ぼうとしているタカブシギ等が、どの程度の湿地（水位や塩分濃度等）を好む

のか、もうちょっと具体性がほしい。そうするとそれが出来るのか出来ないのかとい

った、議論が出来ると思う。  
（蓮尾）  

・ 耕作地であったり、あるいは潮が差してきて、そういう絶え間ないかく乱の結果と

して、耕作地としても１００％流用しきれていなくて、干拓にもなっていないという

場所が日本のシギとかチドリにとっては、一番好ましい状況と思う。  



（磯部）  
  ・ その昔の新浜と呼ばれた湿地風景について、行徳湿地の５００m という幅の中に、

これだけのものを作るとなると、環境勾配で言うとかなり相当きつい勾配をもって、

淡水から海水まで作らなければいけないので、まず質問としては、本当にこんな幅で、

これだけのものが昔あったのか。  
（蓮尾）  

  ・ 今観察舎がある位置っていうのが、新浜の陸地とそれから干潟の境だったので、そ

こから先はずっと海の干潟が広がっていて、海水が差すとアシ原も、新浜カモ場の前

面にありました。だんだん後退していって最後はなくなったのですが。果たして５０

０ｍの中でそれが取れるのかどうかは分からないが、結構細やかな、ちまちました環

境があの中にはあったと思う。  
（磯部）  

・ そういう環境を作りたいという視点から言うと、割りあいに５００ｍでも何とかし

て造ろうとすると、それなりの底質、土質、粒径で、内陸にちょっと池みたいなもの

があって、そこに海になくなってしまう分ぐらい淡水が少しずつ供給されるというシ

ステムを作ると、淡水から海水の環境が何とかできる。今度は、生き物、特に鳥なん

かからすると、最低の広さ、面積というものが、ひょっとしたらあるかもしれないの

で、その辺考えていったらよいと思います。  
（蓮尾）  

  ・ 例えば鳥が立っていて、土手があって、草で覆われて木が立っている。それが、鳥

から見上げて、どれぐらい何がふさがっていると嫌なのかなというようなことがこれ

から調べてみると面白いのではないかなと思います。  
（後藤）  

・ 水平に走る溝みたいのがあって、そのクリークが幅を持って、高さを変えて、入っ

てそこに淡水が入ってくるイメージの考え方が一つあって、今そういう複雑な地形が

潮が入ってきた場合に高低が出てくる。それがもし出来たら、鳥にとっても、おそら

く傾斜がいろんな形になって、アシの入り方も自然と変わってくるかもしれないので、

そういう実験は少し場所があれば、これから水門を考えていく場合に、大事かなって

いう気がする。  
（蓮尾）  

・ 特にカワアイとかトビハゼの生息区域をしっかり確保するという時に、例えば生息

の非常に多いウラギク湿地というところで、今の地形にもうちょっとプラスアルファ

で考えてみては。  
（東）  

・ 水門を増設したときに、潮の出入りが多くなり、ウラギク湿地に水が入るので、そ

れを和らげるものを置けば何とかなるのではというイメージでいる。  
（磯部）  

  ・ 入り口をすごく狭めればいいので、水が入らないようにする。今、行徳の水門が１

基だからあれだけの水位差があって外と中とは違うのと同じように、ここも中を狭く

するっていうことをしなければいけない。  



（風呂田）  
  ・ 淡水から海までといういろんな多様なものを用意したいというのは、基本的に共通

の理解だと思う。水門を開けるのであれば、今のように干潟面積とか、潮間帯を出来

るだけ横に広くするって方法を基本的に考えないと非常に無理。或いは何か無理やり

流れを止めてというような、根本的な構造と違うもの、要するに装置をつけなければ

いけなくなるのではないか。  
・ どの戦略で行くのか、考えたほうがいいのではないかと思いますが、それが本当に

議論として可能なのか、出来なければ、狭い中にいろんな環境勾配を求めるよりも、

カワアイとトビハゼが今純然な保護対象となっていますけど、いろんな生物があって、

全部がここで用意できるわけではないので、もう少し絞り込んで、こういう部分だけ

は残そうとか議論したほうがよいのでは。  
・ 利用という考え方で、子供たちとか、干潟の生き物はやはり触らなければ意味がな

いので、泥と一緒に触って初めて学習効果がある。だからカニだとか、すごく大きな

興味と関心があり感動が出る。そういうものを中心なハビタットは掘り下げていかな

きゃいけないだろうと思う。  
（後藤）  

  ・ 丸浜川は、かなり一般の人が触れる場なので、そこを第一段階で探求する場所とし

て、部分的に開放し、そこをまず一つ入り口として、かなりの人が触れる場所がある

よという位置づけをして、また海側を少し干潟的な面も含めて、移行帯として一部が

使えるような、その辺の議論はもう少ししたほうがよいと思う。丸浜川をどうしてい

くかというのは大きな問題で、出来ればここをふれあいの空間として、体験できる場

として整備するぐらいは視野に入れておいて、湿地内と一体として考えてみるのがよ

いと思う。  
（東）  

  ・ だいたい大きくイメージは違っていなくて、むしろ心配されているのは、あれもこ

れもこの狭いところに詰め込んだら大変だからそういったところで少し優先順位をつ

けていくみたいな議論なのかなと思う。  
（磯部）  

  ・ 千鳥水門や暗渠水門の前は深いので、千鳥水門を２つにして水位差が大きくなった

時に、それに応じた地形からもう少し干潟を広くとろうと思えば、勾配を緩くして、

沖の方まで土砂を入れるということを考えるし、それから海から陸の環境として淡水

の池を作ってやって、少しずつ漏れ出る分だけを、淡水としてどこからか補給してや

れるようにし、更にその中間の汽水を造るために潮汐の出入りとともに水が混ざるよ

うに、少しアシ原に代わるようなものを作ると、かなり傾度が狭いけれども淡水から

海水までという環境が作れる可能性はあるだろうと思う。  
（蓮尾）  

  ・ ここはシルトから粘土の中間位までの粒径のものが覆っているので、生き物にとっ

ては不便なことが多々あるのですが、水持ちはすごくよく、いろんな点で勾配を作る

には有利であるので、暗渠の前とか深いところを埋めたいと思うが、その材料はあま

り選り好みをしなくてもよいと思う。  



（風呂田）  
  ・ 表面から１ｍぐらいに、ちゃんとしたものが入っていればよいと思う。ぬかってい

ることの干潟が東京湾から消えてしまって、泥というのが一番ここの財産になった。

だから、泥の有効利用を含めてここの全体の干潟化、今溜まっている泥を移動させな

がら埋めるというのは非常に難しい手法ですけども、そういうことを考えた方がいい

のかなと思う。  
（磯部）  

  ・ 浚渫土砂って普通は細かすぎて使い道がなくて困るのですが、ここは細かくっても

使えると言っている訳だから浚渫土砂をもらったらどうか。  
（会場）  

  ・ やはり、かなり狭い所を無理やりいろいろ入れ込むというのは、明らかだと思う。

昔の新浜というのは周りに広くいろんなものがあって、その中でこういう湿地があっ

たっていう良さがあったと思う。その中で今、本当に少なく残っている北池であると

か、御猟場をなんとかしなくては意味がなくなってしまうのではないかと思う。  
（東）  

  ・ 本来はあの協議会の中に入ってきていただいて、地域の自然、一体の自然ですから、

一体に考えていこうよというお誘いができれば一番いいと思う。  
（蓮尾）  

・ この間、新聞報道での宮内庁からの排水が汚れているという問題ですけれども、排

水を自然の浄化を期待するという意味もあって、北池の方に回すと。宮内庁で、まだ

具体的に考えているという訳ではないのですが、こちらとしてものすごく困るのは、

北池から海に戻すと言っておられるのですけれども、北池からポンプアップするなり

しないとダイレクトに海に戻すのが出来ないので、宮内庁の一番安易な形として、こ

ちらの保護区の水源であるどぶ池というところに入れるということになりますが、そ

うなるとこれまでやってきた淡水の湿地をなんとかしようっていうのは完全に消えて

しまうので、その辺のところを含めて宮内庁と上にあがってもらわないと、いけない

時期であると思う。  
（由良）  

・ 次回以降行徳湿地の将来像をまとめて絞っていくということですが、どういう環境

を作っていくかというのを固めるしかないのでは。もちろんその場合には技術的にで

きるのかできないのかを検討することになります。例えば植生がどれぐらいとか、水

位がどれぐらいとか泥質なのか砂質なのかといった具体性のある湿地を出していただ

けると議論しやすい。  
（由良）  

  ・ ただ、鳥がそういう（環境）を好むかという情報は欲しいわけです。あと、鳥を呼

ぶのか、（鳥以外の）何を呼ぶのということは、（人により異なる生物を提案してくる

可能性があるので）将来戦いになりそうな気がします。とりあえずは環境を整えてあ

とはほっといて（放置して）、という態度のほうがいいのかな（争いがない）と思う。 
（東）  

  ・ 結局そういうことしかないと思う。やっぱり幅を持たせてこのぐらいの感じってい



うところで、モニタリングしていくしかないと思う。  
（風呂田）  

・ 限られた空間ですから、どういう機能をここに求めるのかというところをもう少し

議論して、それを協議会の方でオーソライズしていただいて、全体である程度確認し

たうえで、それに向かってどういう生物の保全を中心にしていこう、でこれに向かっ

て、どういうふうな環境を用意するために、具体的な回復計画を立てようと、そうい

う段取りをつけていく必要がある。  
（磯部）  

・ ３月１７日の協議会で決めたのは、基本計画というのがあって、その中には内陸性

湿地で、鳥の種類も書いてあるし、干潟、海域の生物も書いているし、水鳥の繁殖地

も書いてあって、カモ場も書いてあって、それは決まっていることで、それで、足り

ないことがあったらこのワーキンググループで議論してほしいということが出ました

ので、これがやはり出発点であろうと思う。ですからこの方向でやった時に、例えば

出来ないとか、或いは足りないから追加しなければいけないとかあれば議論しなけれ

ばいけないんだけど、これで良ければこれでやりましょうと、決めればよいと思う。  
・ 今日友の会からは、それを補うものとして資料の説明をしてくださったと思うので、

ワーキンググループでその辺から議論していったらいいのかなと思う。白紙から議論

するのではなく。  
（東）  

・ この基本計画を出発点として、次から過不足について議論していただく。そういう

中から、風呂田さんのおっしゃった議論の確認みたいなことも出していけるのかなと

思う。  
（風呂田）  

・ 生物の目標とか、環境のイメージとかはだいたい共有できていると思う。これから

の保護区の存続というのは人との関わりという部分を、やはり念頭に置いて、考えて

いかないといけない。そのためには将来的に社会として受け入れられるような、関わ

りというものは是非議論していただきたいなと思う。  
（東）  

・ やはり、過不足のところに一番のキーワードとして人との関わりでしょうと、次回

の議論の材料に出したいと思います。  
（由良）  

・ 人の関わりということを念頭にした地形にしなければいけないという考え方も分か

りますけど、それはそれで人それぞれに異なる意見が飛び出してきて、果たして収拾

つくかなという気がする。  
（東）  

  ・ でも大きなキーワードではあると思う。  
（風呂田）  

  ・ 実際に市川市、市民懇談会で地元住民を中心に、ある程度の答申も出て、ベースは

あるので、これで確認できるものは確認してもいいだろうし、目標というものを議論

していくのが本当の意味での保護区のあり方、生物の長期的な補正につながるのでは



ないか。  
（東）  

  ・ 人との関わりというのは、ある程度イメージを持っていたほうがいいと思うので、

要素としては入れたいと思っている。  
（蓮尾）  
・ 本当にそう思います。ただ、人が利用するから生き物があるって言うのは後にして、

どうやれば、人が恩恵にあずかるかということで議論しておくのは賛成です。  
（後藤）  

  ・ 人との関わりっていうのは、利用の問題だけではなくて、いろんなレベルがあって、

利用だけ持ってくると、自然を使うということになってしまう。実はこの保護区の中

でも人と自然の関わりあい方というのは、おそらく想定があって、自然と人間が関わ

りながら作っていく部分もあるし、触ってはいけないところもあるし、その辺の切り

口をすれば両方から議論ができて、そのスケールというのはどのぐらいなのかという

議論はあると思う。  
（磯部）  

・ 鳥類の生息地っていう整理があって、友の会の人たちが絵にしてくれた、その縮尺

がきちっとした図に、最終形としてこれを落としてみるとどうなるかっていうことを

先ず書いてみる。最終形をすぐ作ろうとすると失敗するかもしれないので、どういう

順番で最終形に近づけていくのかっていうことをその次に考えてみて、そこまでが出

来ればある程度イメージが出来るのではないかなという気がする。念頭にあるのは順

応的管理ということですが、だからといって最終形がないのではしょうがないので、

生き物の部分は基本計画ができていて、あと利用計画もそこに入れる。ということで

あれば、その最終形を作って、後はそれに至るプロセスを作って、そこまでできたら

第一ステップまで進めるというところに行けるのではないかなという気がします。  
（蓮尾）  

・ 磯部先生がおっしゃった実際に地図に落としていくという作業は、そんなにすごく

困難なことではないと思う。  
（東）  
・ そこまで、そんなにガチっと決めて大丈夫なのって、少し心配な部分もなくはない。  

（蓮尾）  
  ・ イメージっていうレベルで。  

（磯部）  
  ・ つまり、それがないと第一ステップに何をやる、どこに行こうかというのが分から

ないと思う。  
（東）  

  ・ だから、人との関わりをどう絡めていくかというようなことが、この将来像を決め

ていく中に、市川市さんが入っていないのが、うまくないのではないかなと思ってい

る。次回のワーキングからその将来像をもう少し詰めていきますけども、市川市のど

なた様かに委員として加わってもらえないかということを考えているのですが、皆様

のお考えをお聞きしたい。  



・ 実際市川市さんは保護区の維持管理を担っていますし、野鳥観察舎の指定管理者で

もあり、今それぐらい深いかかわりがありますので、是非来ていただければ意見交換

しながら進められると思うので、このワーキングの合意にしたいのですが。  
（東）  

・ よろしいですか。では、このワーキングの合意として、市川市様のしかるべきセク

ションの方か、そういう方が委員としてこのワーキンググループに加わっていただけ

るように事務局としてお願いしていただきたい。  
（事務局）  

  ・ これは、市川市の方に依頼をしてみたいと思います。  
 
 

エ．報告事項 について  
資料４により事務局 (調査委託業務受託者：建設技術研究所 )から説明を行った。  
主な意見は次のとおり  

（風呂田）  
・ この捨石の環境はトビハゼの生息環境とは合致するものではないので、トビハゼの

利用空間としては狭めてしまうため、この工法だとトビハゼにとってネガティブな影

響が出ることは避けられないという結論だと思う。  
（蓮尾）  

  ・ 先程の事務局の説明の中で、２１年度の中にカワアイの移植というような話があり

ましたけど、江戸川放水路にと伺ったと思いますがその辺については。  
（風呂田）  

・ 内輪でだけでやるのではなくて一般の市民の方も参加を求めてですね、カワアイの

移植もそうですし、できれば鳥も含めた本当の保護区の利用っていうのを、試行的な

ことをやってみてもいいのではないかと思うし、保護区でどういう動きがあるのかっ

ていうことを共有すること自体をやるのではなくて、その一環としてみんなに紹介し

ていく。そういう活動として、いくつかのその実践をしていいのではないかなと思う。  
・ もちろん友の会の方でも鳥を中心として、いろいろとあると思うので、いくつかそ

ういう提案をしてみて、活動を計画したらどうかなと思う。  
（蓮尾）  

  ・ 例えばイメージとして、風呂田さんの学生さんでも、リーダーさんに来てもらって、

江戸川放水路のどこかにこれを持っていってというようなことをその地域の子供さん

を巻き込んでということはできると思う。  
（東）  

・ 市民対象にこういうことやるのなら市川市さんがいいと思う。  


