
第４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９月１８日（金）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） 

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            〃  
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    地元住民有志  
田草川 信慈  市川市行徳支所長（代理 東條等次長）  

４．参加者 

 ７名  
５．議 事 

（１）開会 

（２）議題 

ア．議題１ リーダーの選出 

互選により東委員にリーダーをお願いする。 

イ．議題２ 平成２０年度の開催結果及び今後の進め方（案）について 

資料１－１及び資料１－２により事務局から説明を行った。 

その結果、事務局案のとおり進めることで了承された。 

ウ．議題３ 行徳湿地導流堤改修工事について 

資料２－１及び資料２－２、資料２－３により事務局から説明を行った。 

東リーダーを中心に以下のとおり議論が交わされた。 

（風呂田） 

・ セイゴ水道側の部分の泥場というのが、トビハゼとかカワアイの範囲になってい

るので、出来るだけ法面を造らないで垂直護岸にしたほうが面積を一番稼ぐには合

理的だと思う。同時にそちらのほうもやってみるということは出来ないか？ 

（事務局） 

・ 丸浜川は緩傾斜から造る盛土、湿地側のも傾斜をつけたような形で両側に緩傾斜

の角度をつけてという形になっているのは、導流堤の改修工法を４つの工法で比較

検討していただいて、そういう中で、ここに載っているプランをベースに進めまし

ょうということになってきたかと思う。 

（風呂田） 

・ 緩傾斜という形が生物の生息価値として本当に期待できるかどうかっていうのは、

ネガティブに考えていてるんですけども、この間トビハゼの調査で、結局その上と

いうのは、あまり利用していない。入ってくるのはケフサイソガニか一部の生物で、



少なくともこの保護区の中で保全対象となるようなものではない。それからプラス

チックのメッシュですからその中に砂利が入っているという景観が果たして、ここ

の中に合うかどうか。そういうことを無理して造るというよりも、単純に面積を稼

ぐために移行地帯として中途半端なことやるよりもすっきりあきらめて、そのあと

の泥干潟を残したほうがいいのではという選択肢もあるのではないかと思います。 

・ 捨石の袋詰めの上に土を被せますよね。どう考えてもあそこに土が残るとは思え

ない。 

（東） 

・ それはここに資料があるように、覆土というのは難しい問題があります。まだ検

討段階で、出来るだけ早いうちにこの形式のものを置いて、どういうふうに変わっ

ていくのか、泥が詰まる可能性もあるのではないかと思っている。だから必ずしも、

袋詰捨石に決まってるわけではないので、それも今日の話の中で、皆さんの御意見

を踏まえながらということです。 

（後藤） 

・ 袋詰め捨石は、倒れないために工事上どうしても必要であるということは、直立

で考えるのであれば、他の工法を止めないといけないということではないか？ 

・ この方法では出来ないから、もし直立護岸が本当に必要だとしたら、違う方法を

考えたほうがいいですよね。 

（磯部） 

・ 直立にしようとすると、矢板式の護岸にするかだが、反対側の土圧にもたなくな

りますから、結構大変なことになるかもしれない。 

（後藤） 

・ ただ、生息生物のがいいと言うなら、それを検討する場にしますけど。 

（風呂田） 

・ これしか方法がないということであればその減少分をあきらめるか、或いは、減

少分を何やるかと考えられるけどね。 

・ 本当に緩傾斜がもっと人が関わる関係で何か出来ないのかなと思っている。 

・ 袋詰捨石より籠の工法は出来るだけコンパクトに急斜面で合理的なんですけどね。

袋詰捨石に使うそのプラスチックの耐久性はどれぐらいなのか、またその袋の１セ

ンチぐらいの隙間は、あまり大型の生物には使い物に出来ないし。 

・ 海岸線をプラスチックで固めるという、保護区の中としてはすごく消極的かなと

いう感じはしてます。どんどんやっていて結局は何にもうまくいかなかったという

のが一番つまらないと思う。 

（後藤） 

・ 将来像的に例えば水門の流れが速くなってとか、どういう環境条件になって、将

来どのような想定をしてどんな生物がくるというくらいの想定を行って、まずこっ

ち側はこういう構造にしようという、それで技術的に出来るかどうかという議論が

本来的な議論だと思う。でもそれが今間に合わないので、まずやって、向こうまで

いくまでに見ながら土がつくとか付かないとかどうなるか見て、改良していこうと

いうことをせざるを得ないと思う。 



（東） 

・ バラエティという話になっても、事務局案以外の形状で何があるのかはよく分か

らない。 

（風呂田） 

・ 今のイメージだと、割と近いのが下北にコの字型の護岸を造ったときに、直径長

さ２センチぐらいのもので固めましたよね。何かこうすごく景観上違和感もあるし、

何か工夫してる割には何のところの成果が出てこない。 

・ ここは垂直護岸を除くと保護区の中では生物が一番少ないですね。これも出来る

だけこういう状況で捨石を置くのであれば、置石みたいので固めておいて、そこを

緩斜面することも将来チャンスがあればいいんですけど。同じ費用の中で、少し何

か工夫できる余裕はないのかなと。なかなか具体的な案が出来ないですし、欲張れ

ば欲張るほど泥干潟がなくなる。 

（磯部） 

・ ３割勾配ぐらいでもいいから自然石の護岸にするっていうことは、ちょっとお金

がかかりますよね。 

・ 自然石の護岸って結構ありますし、ここはあまり波が大きいわけではないので、

そんなに重量はなくても持つと思います。２割勾配の１：２っていうのはこういう

格好でないと安定しないと思うが、もうちょっと緩い勾配だったらある程度の重量、

どのくらいの重量か具体的には分かりませんが、それなりの重量であれば持つはず

ですよね。 

（風呂田） 

・ 岩質にもよりますが、花崗岩的な非常にハードなものだと、その隙間に入るか上

につくしかになくて、一様に生物の生息域が限られてしまいますが、千鳥橋の向こ

う側に泥岩を使ってたまたま出来上がっているところがあって、泥岩は脆い岩です

から適当に泥岩が壊れながら隙間には泥が溜まっていって、もちろんチゴガニがい

たり結構生物がいる。だから、石の選び方で、面積も少し確保しなければいけない。 

・ 狭めて垂直的なものが工法的に難しいのであれば、袋詰めの捨て石だけでなく、

柔らかい泥岩みたいのをやる場合にはどうなるのかと、いくつか試行を行わないと。 

（事務局） 

・ 標準断面図のとおりに、現在川側のほうに土を盛っており、その上を工事用道路

として使ってます。既存の導流堤の上は走らせていませんので、湿地側の工事もこ

の４メーター幅の工事用道路から湿地側に工事を行わなければならないかなと思

っております。そこで、設置する石等一個一個の重量が重くなりますと、４メータ

ー幅に設置できる重機では対応できなくなる懸念もあります。 

（東） 

・ 今の御提案がありましたが、あの保護区は割とそういう実験場っていう意味で、

今後違うところで何かこういうテーマがあった時に使えるものが出てくるかもし

れない。例えば、セイゴ水道は１対２である、他の場所は泥岩を置く場所とか、磯

部先生のおっしゃられた１対３で勾配をするともう少しこういうものを試す場所

とか、そういうことは出来ないかなと思っている。予算の関係もあるのでしょう。 



（事務局） 

・ 予算もあると思いますし、ここの土地の持ち主が財務省でそこで工事やるときに、

構造はこうですと、一つの構造でもって行ったほうが話は早いかなという気はして

いる。 

（東） 

・ いろんな知恵が出てきましたから、なんか検討する場を設けるか何かで、この後

の進められる中で何かバラエティが出来て、実験みたいなことが次へ繋がるような、

他の工区・場所に繋げられるようなことが出来るとすばらしいなと思います。 

（後藤） 

・ 市川の護岸は１対３ぐらいじゃないと落ち着かないというのが一つあって、もう

一つは仮工事で捨石を入れています。ただ捨石だともう少し１対３よりも緩くなく

てもというような選択肢はあるのではないかと。それがここの護岸に対してあるの

かどうかというのが工事上の問題としてあるのですが。そういうのは試されて出来

上がっているので、そういう話も参考にしながら、出来るだけいいものを造りたい。

要は全部が一緒じゃなくて、ここの場所はこういうのを目標にするから、こういう

構造がいいよねっていうのを３つぐらいのエリアに分けた時にベストな方法を一

応想定していたほうがいいのかなって気がする。それで少し始めなければいけない

ですから、それを見ながら構造を含めて議論しておいたほうが、どういう生物をつ

けたいとか、それから泥干潟とか、そういうことがある程度了解出来てれば、そこ

にあった技術をもってくればいいので、コストの問題もありますけど、そういうこ

とはやっておいたほうがいいのかなと思ってます。 

（東） 

・ 導流堤の天端ですが、ああいう構造で導流堤を造ると、この写真はまだ全然やさ

しいもんで、また確実にすぐ木が生えてくるんですよね。だからどういうふうにす

るのっていうのがある程度皆さんの知恵をお借りしてと思ってる。 

（風呂田） 

・ 市としては、車が通れないといけないですか。 

（東條） 

・ 市のほうからお願いしてるのは、市民のいろんな方々から行徳近郊緑地の自然に

もっと触れ合いたいということで、出来るだけ入っていけたほうがいいと思う。 

（東） 

・ 堤防の上を歩きたいということですか。 

（東條） 

・ はい、そういうことが可能なのかそういうことを考えていただきたいこともあり

ますので、せひ天端の利用についてもお願いいたします。 

（風呂田） 

・ そこの管理として、車を通さなきゃいけない構造なのか、それとも人が歩いたり、

あるいは生き物が住むための空間として優先というのがあるのか、そこでまた構造

がかなり違ってくると思う。 

（東） 



・ 車については入れなければいけないですか。 

（事務局） 

・ いけないとまで、そこまで実際詰めてないです。最低限必要な幅ということで。 

（蓮尾） 

・ この先導流堤を管理していく上で、要は機械による草刈とか、そういったものが

必要になってくるのかなという気がしています。また今私たちが使っているハンマ

ーナイフぐらいのものは最低入れられないときっと管理できないのかなと思う。 

（事務局） 

・ 堤防に木が生えますとそれが倒れたりした場合に、堤防の強度が落ちることが心

配されますので、堤防に木は植えてはいけないということにはなっているそうです。 

（蓮尾） 

・ こちらの会で出ていた話が、水際のところに柳があるとかえって丈夫ではないか

という話が出て、柳の場合はそれほど大木にはならないので、そういう話が出たと

いうことが一つと、もう一つは導流堤の工事の説明をやったときに、要はこちらの

丸浜川の手前から海が望めなくなるのは悲しいよねという話がありまして。だから

そういった点で、おそらく堤防を放置しておくと見えなくなるなというところまで

は想像しているんですけど。 

（風呂田） 

・ 木が生えてはいけないという、法的なものなのか、本当に強度のものなのか、あ

るいは別の意味があるのか。 

（後藤） 

・ 最近多自然型の中で、下が削られるので粗朶を入れたり、さっきの柳とか入れて

石なんかをわざわざそのクッションに入れることはそうとう使われているようで

す。もう一つは、ある程度上のほうは管理しやすい状態でないとね。 

（東） 

・ 堤防の水際に柳とか少し堤防から生えるとか、それが堤防の上だったら問題が大

きいでしょうし、中ほどでもいろいろと問題があるだろうから、何か水際にそうい

うのが含まれて見ると、とてもこの施設の性格を考えればありがたいですよね。 

（後藤） 

・ それに、仮に低木類が入れられるのかどうかというのを検討して欲しいと思いま

す。というのは、転落したときに人が止まるとかね。 

（東） 

・ 今植生どうするのという議論なんですけど、導流堤の天端は一番市民に目立つと

ころなんです。とにかく今の野鳥観察舎の前の道路を多くの方が通っている。 

（風呂田） 

・ 先ほどの緩傾斜で海側に伸ばすときのことを考えると、いろいろなものが確かに

歩いて上がって来れると、一番最たるものはカニとか、結構上のほうまで入ってく

ると、そこの辺、連続性からいうと丸浜川の方まで移動できる可能性があるんです。

そこで生物の全体の生息域としての価値も変わってくると。そういう場所に植生な

しということは基本的にそういう生き物をなくしてしまうので、それはもったいな



い話です。全く草だけだと冬は全部枯れますので、灌木が疎らにあるというのが一

番だと思うんです。 

（由良） 

・ 理想的な植生というのはあるのかもしれないけど、維持するにはかなり労力、お

金もかかりますので、植えるにあたってはそれが本当に育つのかどうかというのを

確かめておいたほうがいいと思います。 

・ 一番安上がりなのが全面舗装するということですが、舗装でも私はそんなに気に

はならない。どうせここはもう人工的なところなので。 

（風呂田） 

・ 保護区の中そのものも森林にどんどん移行していますから、それ自体植生管理を

しなければ。 

（東） 

・ 特にここの場所というのは、毎日多くの市民の目に触れるとこなので、ほってお

くと大変だなと。 

（東條） 

・ 今はあまり使われてませんので、ぜひとも利用したいということを市はお願いし

たい。 

・ 本来はやはり護岸の構造を護るためには、あまり木は生えないほうがというよう

な話は聞いてます。また、低木であるなら、そんなに影響はないのかなと思います。

あまり大きな木は堤防を壊してしまうということがあると思います。 

 

エ．議題４ 行徳湿地再整備について 

資料４及び今年度の生物生息状況調査について事務局より説明を行った。 

（事務局） 

・ 今年度は千鳥水門の増設を行った場合のカワアイへの影響予測調査を予定し、準

備を進めてきたのですが、先週末に湿地内のカワアイは外来種であると示唆する発

表があったという情報が寄せられたところですので、その内容を県で確認させてい

ただいて、その扱いにつきまして、県で設置いたしました生物多様性センターなど

も交えて、県の対応について検討するためにそのお時間をいただきたいと考えまし

たので、本件につきましての議論は次回以降に延期させていただきたいと考えてい

るところです。 

（風呂田） 

・ その情報の発信源が私なものですから説明しますと、東京湾のこの新浜の個体群

というのは、日本のあと４箇所ぐらいある中で、どこにも該当しないものが結構あ

って、そういうことでもしかしたら外からの持ち込みかもしれない可能性があると

いう、逆に考えたところ、東京湾の中で独自にそういう遺伝的な多様性をもった可

能性もあるんです。ただこれは両方の問題もあって、もし後者だとすると保護的な

価値が増します。前者だと外来の持ち込み、外来種ではなくて、外から持ち込まれ

た在来種の別の集団があることになるんですね。いずれにしても非常に難しい判断

で、例えば、外来種の可能性があるからということで外来の同種の個体群になるか



たちで保護の対象にしなくて、むしろそれが減少した場合や個体群を処分した場合

には今度元に戻せない。千葉県そのものが、外来種というものに対してどういうス

タンスをとるのかという基本的な選択を出したうえで対応していただきたい。 

外部から持ち込まれた同種個体を駆除の対象としたり，持ち込みを認めないとな

るとアサリの稚貝などの移植もできなくなる．一方，外来種の増加を抑制するとす

ると，三番瀬で行われている置石護岸にはムラサキイガイなどの外来種が多数付着

し，県の外来種に対する対応に矛盾がおこる．県としての外来種ならびに同種の外

部からの持ち込みに対する見解を明らかにしてほしい． 

（東） 

・ 風呂田さんのご指摘は、活かしていただきたいと思います。 

（事務局） 

・ 県としましては、特定外来に対して計画を作成して駆除してるということを行っ

ていますので、その辺気を使っています。どうするかというのを詰めてから、もう

一回御説明をさせていただければと思います。 

 

オ．議題５ 行徳湿地の将来像について 

資料４により事務局より説明を行った。 

東リーダーを中心に以下のとおり議論が交わされた。 

（風呂田） 

・ 議論の方向性としては、将来と近未来と今ということで私たちは何をしようとし

ているのかという、メッセージを出さないといけないと思っています。  
（東） 

・ 基本計画についての過不足、今風でないところとか、追加していくとか、そうい

うところをチェックしていくしかないかなと思っている。  
（後藤） 

・ 今一番機能してるのが行徳内陸性湿地再整備基本方針で、一番活きていて考える

要素で、これがあって計画が進んでいるわけです。  
（後藤） 

・ だから、“はじめに”の中に書いてあるように、いい水鳥にとっての生息地にしま

しょうというのが大前提だよね。その基本線をしっかりと見た上で、今まで進めて

きていることがそれに沿っているのか、鳥についての今まで経験をまずしっかりと

落とさないといけない。その上で、人との関わりについて議論しないといきなり両

方やってしまうと、入りたい人は入りたいというし、コントロール出来なくなって

しまう。 

（東） 

・ 蓮尾さん、会議から１５年かけて、やってきて出来てきたことと出来ないことと、

出来そうもないっていうのは、少し見えてるのかな？  
（蓮尾） 

・ 再整備検討協議会で私が言ってきたのですけど、広大な全体が干潟の場所のよう

なところは望むべくも無いなというところになって、泥干潟のほうは出来るべくし



て構造上出来てしまったと。それで淡水の湿地というのはそれに対してもっと何か

したいということで、二十何年淡水を入れて湿地を造ってということをやっている

のですけど、むしろ環境のほうはある一定の方角にそれこそ森林化の方角に向かっ

てじわじわと進んでいて、それを止めようっていう努力を人間側はしていて、それ

が撹乱を続けるっていうことになってるのですが、重機を入れたりかなり手作業で

刈ったり抜いたりしてやるだけのことはやって、水位の調整も出来るだけのことを

して、確かにそれに水鳥が応えて、サギが入る、あるいは淡水性のシギが一部入る、

じゃそれが成果なのかと言うべきものなのかなと、思わないわけじゃないです。さ

っき言ったように、どうしたらシギが気に入るんだろうというのがまだよくわから

ない。それが残念ながら２０年じゃない３０年何年今のところの私の到達点なんで。 

（東） 

・ 先ほど撹乱と言ってましたけど、海水面を維持することは確かに必要だし、やは

り水の中に入ってくる鳥ということをイメージすると個人的には木は切りたいです

よね。周りに木が張りすぎててタカとか止まってしまうし、森林化を止めたい。  
・ 繁殖というところの初期の成果っていうところは厳しいのかなと。カイツブリが

コンスタントに繁殖してくれるぐらいで、その他少し厳しいところですね。  
（風呂田） 

・ 社会情勢の中で野鳥のパイそのものが変わってきているとなると、どういう鳥に

とってはしっかり使ってもらえるのかと。例えば一生懸命用意しても、使ってもら

えなかったら無駄なものになる。  
・ いわゆるゴカイの仲間とかがいなくて、干潟にあまりシギ・チドリがいないんで

すよ。あまり餌場としたら価値が無い。多いのが、カワアイだったり、アナジャコ

だったり、大きなオキシジミだったり、例えばゴカイを住まわせるにはどうしたら

よいのかというのは最優先の課題にはなるんですよね。 

・ やはり鳥によって用意する環境、目指す環境はかなり違ってくので、それが重点

であることは基本だから、鳥の何が重点なのかってことを整理してもらわないと。 

（後藤） 

・ 今回の整備計画でいうと、一つ海水交換という問題と、淡水導入やりましょうと

いうのは方向としては間違っていなくて、それをどういうふうにして、何をすれば

いいかっていうのがわかれば、目標とするところには繋がってくるよね。だから本

当にどういうふうにやったら鳥が入ってくるかという、淡水導入とね、その淡水が

流れる場所とその潮が流れるので、どう勝るか、どういうふうに混合するかってこ

とを含めて、加減、地形の部分について議論をしないと。  
（由良） 

・ 前回の友の会の絵は、そのことを考慮してのことですか。あれが一番具体的な。  
（東） 

・ 前回、そこの絵からもっと具体的なところで、これやったらっていう御提案まで

いただいていたんですけど、それは次回以降ということで。  
（磯部） 

・ 出発点は、あったほうが議論しやすいと思います。既に蓄積があるわけですから。



それで出発点というのが、そこを何とかそういう物理的な関係にということもある

し、その物理的な諸条件を基にして生物的な環境条件があるというように、努力出

来ないかというのがあります。それを前提として、蓮尾さんが具体的にやって出来

ることもあるので、それを更に詰めていきましょうというのが今日の事務局の整理

の具体的な検討が必要な項目ということになるのではないでしょうか。だけども、

単純に考えた区画割でいうと、もうちょっと見直したほうがいいのではないかとい

うのが出てくれば、それはそれで議論しましょうということだと思う。まずはこの

今の区画割を前提として、海水の導入だとか、淡水の導入だとか、深みを埋め戻す

かということを議論していって、詰まったら新しく変更というくらいのことをやっ

たら先に進めるような気がします。 

・ 言わばそういう区画割で、大体ＯＫということであるのかどうかを協議会に諮る

として、大体ＯＫということであれば、それを具体的な検討をしませんかというこ

とになると思う。  
（東） 

・ 基本計画の地図に書いてある中で、この本土部分と鴨場の間を水路で切り離そう

という計画が当初あって、潮が流れると泥干潟に影響があるのではないかというこ

とと、お金もかかるということで、とりあえずあれはなしになったんですけども。  
（蓮尾） 

・ ライフライン的なものが引かれているものですから、この当時は中に水道だとか

電気だとか引かれていなかったのですが、今は人工的に淡水湿地に水をあげていた

り、こういった施設が全部、切ることでかかってきてしまいます。切ることは主に

繁殖する鳥について犬だとかそういうものの侵入を防ぐために島のほうがいいとい

うようなことから計画されたんですけれども、現在、野犬がいなくなった代わりに

タヌキがいる。当時と随分状況が変わってきています。 

・ 砂を絶えず供給するというやり方をしないと、そのコアジサシの繁殖地というの

が、３年以上続けて同じ場所にいるということがまず出来なくて、要はちょっと草

が生えてくるということで、その繁殖地は大体見捨てられるという例が多いんです。

例えば、絶えずかく乱をしてということであれば、不可能ではないけれどもこれも

技術的経費的に少し厳しいかなというところと思います。  
（磯部） 

・ 蓮尾さんの話で思ったのは、アジサシ生息地はかなり砂浜の海岸みたいなもので、

好天時に潮をかぶるようなところだから、草は生えなくて、それだったら何とかメ

ンテナンスを人間がやらなくても営巣するかもしれないけども、こういうディスタ

ーバンスの小さいところでは、恒常的に営巣地を造るっていうのは、かなり何かや

る覚悟をするか、あきらめるか、ということを決めないといけないのではないかと。  
（蓮尾） 

・ どうも巣に座って見える景色が大事で、自分の座った目線よりも高いところに木

があるともうそれで彼らは繁殖しないのかなという気がしているんです。  
（磯部） 

・ 天竜川を見に行ったことがあるんですが、以外と砂がなくても小砂利には大丈夫



なんですよね。それから変なゴミがあっても結構大丈夫なんですけども、その代わ

り草が生えているところはいないですよね。そういう部分でここでは自然の力でメ

ンテナンスしてくれるっていうメカニズムは出来ない。  
（後藤） 

・ 多少手助けすれば、何年度に一度か、そういう環境を更新させてやるということ

は考えられないですかね。  
（東） 

・ ここでは向かないのではないかなと。あと、どう淡水をどこの干潟に流していく

のというのがあって、これ作ったときにいろいろと海に出すような水路を出してい

たんです。要はそれなりに入れてはいるんだけど、今は入れられる水の量というの

は制限があって、なかなか沢山海へ出せないっていう感じですね。  
（蓮尾） 

・ 淡水をポンプアップする時に、ある程度の量を揚げようっていう時には、ポンプ

の規模がかなり大きくなって、それが手作業の管理では厳しくなっているところも

あります。あともう一つが湊排水機場の塩分濃度がじわっと上がっているので、積

極的にあまり水量を上げたいと言い辛くなったところはあります。もっと望ましい

塩分濃度の低い水を得られる手段があれば、ポンプを大きくするのは逆に出来るな

と思ってるんですけど。  
（後藤） 

・ 自然のメカニズムが働くように全てを考えるのが理想ですけど、スケール的にも

少し無理な部分があるので、人が関わることによって、少しでもよくなるように出

来る方法がもしあるとすれば、人とのふれあいがそこで始めて環境をよくするとい

う、知恵を働かせたり少し汗かいてやってみたりとか、そういうものが必要なのか

もしれないですね。  
（風呂田） 

・ この保護区は基本的には社会から預かった一つの財産だと思いますから、その中

でもそのものが作り上げていく財産と、こちら側がうまい使い方によって作りあげ

る財産と２つあると思うので、財産価値をこれからどうやって高めていけるのかと

いうことを整理しておかないと、行く行くやることがどのような評価として機能し

ているのか分からなくなってくる。  
・ 一つだけ提案があるんですけど、市民懇談会が市川市でありましたけど、ユーザ

ーというか傍から見て保護区の中で人間が関与することが、どういうことを期待し

てるのかということを、議論の考え方などを、せっかくいろいろとまとめられてま

すので、その当時の会長の木下さんと１回話し合う機会を用意していただけないか

なと。  
（東） 

・ その当時の懇談会で提言書をまとめられたのが木下先生なので、もう少し面白い

お話が聞けるというか、そこに来て教えていただかなければいけないかなという部

分もあるのかなと。では木下先生に次回なのかその次なのかどこかでぜひ来ていろ

いろとお話いただくということでいいですか。はい、ではよろしくお願いします。 


