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第５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１２月１０日（木）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 開催結果の公開について 

資料１により事務局から説明を行った。 

（風呂田） 

・ 今までも議事概要で扱われたように、基本的に個人名の発言って書いてあるわけだから、

それはそのとおりのことでいいんじゃないかと思うんですけど。まずなぜ私の部分だけ省

略されたのかと。発言したことはテープみないと覚えていませんけど。こう書いて欲しい

と言ったことをあえてまた省略しましたよね。それはなぜでしょうかと。 

（事務局） 

・ こちらとしては省略したってことは考えていません。 

（風呂田） 

・ 内容的には 初にきた提案はすごく省略されてましたよね。で私が言ってまた書き加え

なきゃいけなくなってしまった。だからそこは他の方の文章は話のトーンまで高尚に書い

てあるんですけども。ほぼテープ起こしできてる。で私のところだけ非常に過程がはっき

り言えば割愛されている。 

（事務局） 

・ 同じような見方でやってきたつもりではいたものですから、それでこちらとして意見を

お聞きすることなく素案をまとめたものですので、それを見ていただいたと、いう形で考

えております。その時に漏れがあった、そういうふうにお気づきの点がございましたら、

それは言っていただいてそれを全部書き込んでいく。 

（風呂田） 

・ なぜ今回こういう確認をあえてしなければならないことになったのか。 

（事務局） 

・ この前先生のほうからこちらから送らせてもらったメールについて、これを書き込んで
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くれというような意見がきたものですから、それはそのまま載せてと。その時に発言順序

が違っていたかなと見たものですから、それを入れ替えたというものをお見せしたと。 

（風呂田） 

・ 基本的に発言者の名前入りになってますから、発言者が修正をお願いしたものについて

は基本的にはもちろん 初の発言と違うことはできませんけどもそれなりに沿っていれ

ば掲載していいと。ただそれをあえてここで再確認していると。 

（事務局） 

・ そういうことをこの場で、概要というような形にしてよろしいか、それとも発言内容を

出来るだけ発言した言葉どおりのものに残していくのかというのをワーキング始める時

に決めておかなかったというのがあったと、反省したものですので。 

（風呂田） 

・ これは千葉県の方式だと思うんですが、会議の議事録はたいてい委員会とかワーキング

とかで発言録になってますよね、スタイルとして。それは千葉県がこれまでずっと踏襲さ

れてきたと思うんですけども。 

（事務局） 

・ 発言録だけじゃなくて、かなりはしょって、要旨のみのものもあると思います。そうい

うことで、どういうようなスタイルでこのワーキングとしては扱っていきましょうかと、

いうことをお決めしてもらう、という手続きを怠ってしまったということを気がついたも

のですので、こちらの不手際で申し訳なかったなと思ったんですけれども、まずワーキン

ググループメンバーになっていただいた方々の認識を共通にしていただこうと思ったの

で、今回議題として提案をさせていただいたというふうに考えております。 

（後藤） 

・ 三番瀬の会議は全発言が入った議事録が送られてきて修正をお願いしますと。それでそ

れを返してという形であとは事務局で要約したものを会議の時に、間違いはないですかと

確認していくというのでもう慣れてるものですから、まとめだけっていうのは何となく。 

（風呂田） 

・ 僕は全部出ていて構わないのかなと。何か支障あるんですか。事務的に大変なんですか。 

（東） 

・ 事務局は楽だと思う。我々が大変なんだと思う。 

（後藤） 

・ 毎回いくつもの会議に出ていて大変なのは大変なんですが。それでも．．． 

（東） 

・ だから要旨であればチェックするのは文章短いですから。Ａ４の１枚２枚お話される方

はなおそりゃ言えないことになりますよ。 

（後藤） 

・ ではこれから直しますので、会議で全部議事録を大変なのは分かっているその上で。 

（由良） 

・ 質問です。要約を載せた場合、一般の方が実際のやり取り（の議事録）も見たいといえ

ば、そちらから出しますね。 

（事務局） 

・ 今までは、概要という形で残してありますので、それが公文書だという形。 
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（後藤） 

・ 全部載せれば、誰でも見られる。 

（風呂田） 

・ 読み手側としては省略されたほうが楽なんです。発言を読むというのは結構大変なんで

すけども、もしそれをやるんだったら、事務局で、座長でやらないと。どういう形でまと

めたらよいのかとワーキンググループとしての責任で出すことになるので、結構作業が大

変かなと。それだったら一番オーソドックスなそのまま載せておくのが一番だと思う。 

（蓮尾） 

・ 再生会議とか円卓会議でこれまでですと、誰か確認者を選んでおいて、会議ノートに議

事録に責任をもつと．．．そういうあたりが私たちにもあまり難しくないんじゃないかと。 

（風呂田） 

・ 今までもまわってきてるのを見るとほとんど発言に近かったですよ。しかも個人名でき

てそのあとに書いてありますから、それを踏襲していただければいいと思います。 

（事務局） 

・ 今までは概要を送らせてもらってのチェックでしたけど、確認のため併せて全部起こし

たものも送りますか。 

（風呂田） 

・ いや、そこはいいです。 

（由良） 

・ 公開をしている発言者の名前と発言が、これからもこれでいいかと問われれば、（発言を

そのまま載せるよりは）短い（概要の）ままのほうがいい。 

（磯部） 

・ 対応は出来ますけど、もし全文が公開されるということになると、ここにいなくてこの

議事録だけを読む人に誤解されないように発言をしなくてはならなくなるということを

私自身としては注意しなくてはいけないですね。つまりここの雰囲気がわかっていて発言

を見る、理解するというのと、ただ文書だけを見るというのは違いますから、そこで誤解

されないように喋るためにはどうしたらいいかなというのは少しと気を使わなければい

けないことなのかなと。 

（東） 

・ まとめていいですか？事務局から概要が送付された段階でチェックをし、事務局に速や

かにメールを返すと。そのやりとりについて、事務局は発言者とコミュニケーションをも

う少しよくしていただくと、というような感じで、従来どおりでやるというようなことで、

大丈夫ですか？はい、この件はそれでお願いします。 

（後藤） 

・ ちょっと一点だけ。三番瀬のホームページにこのワーキンググループが何時から開催す

るというのが載らないですね。三番瀬再生計画の中の生態系鳥類のところでは、整備事業

の中にこのワーキンググループを作ってやりますということを書いてありますし、関心あ

る方は見ますのでぜひホームページの開催案内だけは時間と場所を載せることをお願い

できますでしょうか。 

（事務局） 

・ わかりました。今まで自然保護課のホームページに載せていたものが三番瀬のホームペ

ージでも載せるという、リンクを貼るということになります。 
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（東） 

・ 県の方で特に問題はないと。ではお願いします。 

 

 

イ．議題２ 行徳湿地導流堤改修工事について 

（東） 

・ 来年度は丸浜川側の盛土工事の残り３分の１を行いますけども、それに加えて保護区側

の修復を少しやることについて前回のワーキンググループでかなり意見交換をしたと思い

ます。それについて事務局が調べてきていただいたものを説明してもらいます。それで、

保護区側の護岸をどうするのかということをもう少し議論いただこうと思います。 

資料２－１、２－２、２－３により事務局から説明を行った。 

（風呂田） 

・ 一番心配してるのが、かごのプラスチックが 終的にはむき出しになる。だから保護区

の中にそういうプラスチックかごが並ぶこと自体のネガティブ要素。 

（東） 

・ 事務局からいただいている説明の中では、導流堤が崩れるのを防ぐために袋詰め捨石で

押さえるしかないでしょと。それを外すことは工法として非常に大変だというのが事務局

からの返答なんですけども。 

（風呂田） 

・ 袋詰め捨石の上に泥を置くというのははっきり言って流れると、置いてもしょうがない

と。だからビニールのかごが並ぶということを覚悟しなければいけない。 

・ もう一つは、保護区のある意味一番大事な箇所にそういう人工物というものをしかもプ

ラスチックというものが、むき出しであることの視線というんですかね。なるべくそうい

うものでないものとして、泥岩はどうなんだろうかと、たまたま湿地の中の千鳥水門側の

ほうの護岸のところが泥岩の海岸が造られているものですから、ああいうイメージはどう

なんだろうかということが、私の提案だったんですけれども。 

（事務局） 

・ あれは侵食されて、なんか崖みたいに少しなっているところは私も覚えてはいるんです

けれども。泥岩が置いてあるというのは．．． 

（蓮尾） 

・ 泥岩に限られなくても、袋に詰めてない石が並べられたときに、ある程度の矢板を押さ

えるための高さが必要なんだろうけども、干潟部分に安定した勾配を保つためには袋詰め

捨石よりも余計に広がるんじゃないかなと。必要な AP+1.9m という高さを袋に詰めたりし

ないで落ち着かせておくためには、今は例えば袋詰め捨石で設置した場合何メーターの幅

のところが、もっと広くなることは間違いないと思う。 

（風呂田） 

・ むしろ、結局生物観察だとか生息環境としてもなるべく使えるようにそれを狙ったらど

うか。袋のメッシュですと小さい生物しか入れないということと、場合によっては中に入

ったら成長したら出てこれなくなってしまう。あまり生物の阻害要因になるようなものを

置くというのは保護区の姿勢として望ましくはないと思う。だからいっそのこと緩傾斜に

して、３割勾配よりもっと緩傾斜になったらと思います。むしろ 初からその勾配が生物

の生息環境に使えるという形で、泥岩による堤防はどういうものなのかと。なぜかという
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と、泥岩というのは脆いですから、その隙間に泥が入りますし、比較的付着生物が付きに

くいので。その間にはチゴガニとかコメツキガニとか、ハサミシャコエビとかですね。そ

ういったものが入り込んでかなり動物の生息環境としては使える形態になってる。 

（蓮尾） 

・ 千葉県のほうからは袋詰めとかで、トビハゼの沢山いるセイゴ水道の泥干潟部分の面積

を極力狭めたくないっていうようなことでずうっときていました。 

（風呂田） 

・ もう一つありましたよね、コンクリート矢板で垂直にして．．． 

（事務局） 

・ それはあそこで垂直にしますと、押さえられない、強度としてもたなといというのがあ

るので、それは出来ないので、何かしら石とか何かを置いてまず押さえると。 

（風呂田） 

・ 垂直で今までどおりの壁のような構造はもう無理だと。 

（蓮尾） 

・ 風呂田さんが言われるように緩やかな傾斜で袋使わないで出来たらそのほうが感じはい

いだろうなと思う。だから、それがトビハゼの生息域のためにどっちをとるかっていうん

ですかね。その緩傾斜でたぶん何メーターかの幅は広くなりますよね。 

（風呂田） 

・ たぶん相当広くなりますよね。１０メーターぐらいになるんじゃないですかね。 

（蓮尾） 

・ そうするとセイゴ水道の泥干潟部分の１０メーターぐらい石が張り出すという、私はそ

れもありじゃないかなと。トビハゼがかなり頑張ってるからと思ってるんですけど。 

（風呂田） 

・ だからそういう生物生息環境も含めた護岸工事にすると、カワアイとトビハゼの生息域

がなくなることは確かですよね。それはある程度ミチゲーションとして、例えば草原の向

こうへの張り出しとして泥を受けるとか、そういう手も考えられるんじゃないかなと。出

来上がったものとして出来るだけ多くの生き物が住んで景観的にもいいなというものを目

指すのが一番ここの会議としては考えやすいというか、責任かもしれない。だから、あれ

もこれもかわしていくと結局中途半端になるというのが一番いけない。だったら大胆に

初から護岸というものは、出来るだけ本来の新浜湖にいる生物に使ってもらうと。そうい

う緩傾斜になればいろんな型がそこにいて、生物観察が可能になると。今のこの矢板護岸、

少なくともそこにいる生物の集団があそこのナチュラルな生物とはちょっと思えないメッ

シュの具合から見ても。護岸を固めるためには確かに袋詰めが一番簡単なのかもしれない

けど、あとあとここの保護区の機能として考えたときに、それでは本来の機能が果たせな

いと、そういうことをあきらめるというと、完全に空間的にある意味ではロストするとい

うことで。覚悟するんであれば、もう少し別なものを造るということでもっとロストする

かもしれないけど、そちらのほうの対応を考えたほうが保護区全体の管理としては方向性

がはっきりするのではないかと。他の人を呼んできて生物観察をしてもらったときに、そ

の玄関部分にプラスチックメッシュが並ぶということ自体は出来れば避けたいと私は思い

ます。だから 初固めといて、それが基盤でその絵をまた次の段階で、もう少し緩傾斜で

そういったものを造るという手ももちろんあると、それは 初から計画しておかないと終

わってしまうわけで、工事中の 初の形としては根を押さえないといけないからこういう
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ものを置くと。どうせもっと緩傾斜になるわけですけれども、これも全部カバーしていく

わけで。その上からまたそういったものでカバーするといった手もあると思う。むしろ

初からそういうやり方としては成り立つとは思いますけど。だからやっぱり生物が、あそ

このいるものが欲しがっているハビタットかもしれないですけどね。確かにトビハゼだと

かカワアイにとってはネガティブになるかもしれない。でもまあ生物がまた入ってくる。

それは編みかごよりよっぽどいいだろうと。それは将来の保護区の活用という、しかも生

物の生息ということと、それを使った例えば一般の方の生物紹介という面でも優れてる。

ちょうど泥の傾斜になっているところをご覧になればわかると思うんですけど、確かにホ

ソウミニナ増えすぎて困ってるんですが、それでもその石の下だとか、泥の隙間にいろん

な生物が、干潟生物がいる。そういう効果はちゃんと見守っておかないとなと思います。 

（後藤） 

・ 今の話僕も少し感じてて、袋詰め捨石っていうのは一つの重さが１ｔですか？ 

（事務局） 

・ ２ｔです。設計断面の形状に合わせなければならないので、１ｔとかも考えています。 

（後藤） 

・ 大２ｔぐらいで、工事の関係でクレーンを使う工事になるとすると別に素材としては、

袋詰めでなくても２ｔ以下のものであれば出来るって話しですか。 

（事務局） 

・ 重量的には．．． 

（後藤） 

・ それが大変だとかというのはあるんですが、湿地側のとっかかりですので、一つの工法

で全部固めないで、部分的でいいですから、モニタリングを含めて、生物にとってこうな

るだろうという想定できる形を。 

・ 例えば市川塩浜護岸の転倒防止には捨石を入れていて、角度は１：２であったと思うが、

被覆する前の捨石の形状が台風が来ても動いていない状態で転倒防止としてはもつんじゃ

ないのかなという感じで。これと同じですよね、１：２だから。総重量の問題であれば、

捨石を入れた形でも出来なくはないという感じはする。 

・ そうすると袋詰めでなくても、捨石をある形状にしていれてみるとか、根固めがうまく

いくかわからないですけど、出来ればそういう工法を検討してみるとか、例えば根固めが

出来ないんだったら一番下の列だけ袋詰め捨石を入れて、転倒防止が大丈夫だってことに

なればその上に捨石が入ってあってもいいでしょう。袋詰めのところを袋詰めだけで全部

やるのではなくて、他の工法を検討したほうがいいんじゃないですかということ。 

・ それは将来的に長くしないといけないかもしれませんが、本当に環境がいいかというこ

とで、今言われたこっち側で生物にとってどういう素材がいいかとか、どういう形状がい

いかというのをここの段階で実験しておかないと、セイゴ水道のほうをやって、みんなが

これでいいだろうといってやった時に、もしかして失敗するかもしれないですね。 

（風呂田） 

・ イメージはもうあるんですよね。泥岩で緩傾斜、もう少し緩い傾斜で、どこに何が住み

着くかという現実のモデルがそこに。 

（後藤） 

・ もう一つは捨石みたいので少し細かいのでやってみるのと、今県が出されている工法と、

３種類くらい対応があって、転倒防止が出来るのであれば、それを一つの形だけに決めな
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いで、想定してそれを実験的に３種類くらいやってみて様子をみると。たまたまＵＦＯ島

のほうもトビハゼが多少いるわけですから、そこへ風呂田さん言うようなアイデアという

ものとか、少し造ってみて、そこで定着をみるという方法はとれないですか。 

（東） 

・ もう一つは、整理すると、私の理解では、この形状ですと（スクリーンの湿地側護岸形

状を指して）、バリエーション取ろうと思ったら、この先に何かするしかない。 

（後藤） 

・ 重さが一緒であれば転倒防止が出来るんだから、例えば下が同じような石を積んでもい

いし、上から石を少しつけてみるのが出来ないかということ。 

・ そこは袋詰めじゃないと押さえられないのかどうかっていう議論をしているのはよくて、

例えば１ｔの石で押さえるという方法もあるかもしれない。だから転倒防止ができるとい

う前提であれば全部同じ形状にすることはないだろうと。袋詰めの石を全部使うことをし

なくてもいいだろうということで、少し将来に向けてのバリエーションを考慮しながら、

少し実験的なことをやったほうがいいんじゃないですか。 

（事務局） 

・ 袋詰めの場合は直立の矢板から１．５メーターまで潰しますけど、それで済みます。そ

れを袋に入れないで、ただ置いていくとなりますと、１．５メーターよりも３メーターと

かどんどん広くなり、希少種といわれているトビハゼの生息地を潰してしまう。 

（後藤） 

・ 終的にはセイゴ水道のほうまでいきますから、そこに掛かるにあたって、どういうの

がトビハゼにいいかっていうのをキチっとみとかないといけないですね。 

（東） 

・ トビハゼは見れるほどいるのかな。ここまでやりとりしてきたというのは、セイゴ水道

側というのは、とにかく干潟を出来るだけ潰さないようにしましょうと。そのために出て

きた工法がこれなんです。 

（後藤） 

・ だからそれを僕も分かりますよ。だからそれを全部一律にやらなくてもいいでしょ。 

（東） 

・ おっしゃることはよくわかるんです。この工法でやることで非常に皆さん嫌がったのは、

ポリエチレンの外観がやだというふうに理解したんですけど。外観とあとはこれは生き物

は中には住めないだろうと。だから他に干潟を潰さないという話では、他にやりようがな

いというのが、今のところの、私どもの技術だし、予算なんだと思うんですよ。 

（蓮尾） 

・ 全く東さんのおっしゃるとおりで、ずうっとトビハゼの住む干潟が狭くならないように

出来るだけ石を入れたりなんかして、干潟にものが被らないように狭められたら、それの

終的な結論が袋詰めだったんだけど、そうじゃなくてもいいんじゃないかという発言が、

一番トビハゼについて気にしてらしている風呂田さんから出たので。 

（風呂田） 

・ やはり保護区をどうしようかという姿勢の問題だと思う。工事する以上、この袋詰めや

ってこの傾斜でも今のこれだと３メーターぐらい海側に張り出して、なくなるのは避けら

れなくて、少なくともトビハゼの使える空間は減ると。だったらいっそのこと減るのはし

ょうがないから、トビハゼへ影響は出るけども、将来の保護区の活用を考えたときにはそ
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ういうプラスチック類で押さえていくよりも、その泥そのものが生物生息の空間として利

用できるように変えたほうがいいだろうと。トビハゼのほうへのインパクトとして軽減さ

せるんだったら、セイゴ水道はもう少し東側のほうに干潟面を広げるような泥の除去を行

えば空間的には広がるわけです。だからそれがうまく使えるかどうかはこれから議論しな

ければいけないところ。だからそういう努力をして、この保護区の中で私たちは何をしよ

うとしてるのかということを皆に示すと。そういうことが大事だと思う。 

（蓮尾） 

・ 正直なところ、例えば緩傾斜で石が入ってたときに、石の環境はもちろんトビハゼは嫌

がるだろうけど、後藤さんがおっしゃったように５０メーター工事をやる中で、例えば１

０メーター、２０メーター、そんなようなことでやってみてもおそらく工事にかかる予算

というのは著しくは変わらないんではないかと。 

（風呂田） 

・ 議論をする時に 初に予算がありきだったらば、これしか他にはないよといってもらわ

ないと議論できない。いろいろと工夫しても 後にまたお金はないよと言われてしまうと。

だから 初は軽減させようということで、垂直は駄目なのかという、だったら 初から海

に張り出すってことを前提に考えていかないっていう、そこは理解します。だからそうだ

ったら次のステップとしては、どうやったら生物がたくさん住めるか、トビハゼはなくな

るかもしれないけど、他のものが住むかもしれない。そういうことはあるかもしれないひ

ょっとしたら。 

（東） 

・ それはまずいじゃないですか。トビハゼがなくなるっていうのはね。 

（蓮尾） 

・ 一番トビハゼについて気を使ってくださった風呂田さんからそういういろんな多様性に

ついてトビハゼじゃなくて、可能性があるという御発言があったのには．．． 

（風呂田） 

・ 私というよりもものの考え方としては、その保護区の中にいろんな生き物が住んでも、

勿論トビハゼは貴重種としての保護の対象ではある。それについて護岸工事の中で私たち

はこれだけの工夫を私たちはしてきたんだとということをやはり表現すべきだと思う。そ

うしないと、面倒くさいから袋詰めにしたものを埋めたのかという印象は、やはり保護区

の将来にとっては歓迎すべきことじゃない。 

（後藤） 

・ その上に盛り土をすると崩れますよね。盛り土はしないんですか。 

（事務局） 

・ しないです。現在の護岸の設計は１：２で考えていて袋詰め捨て石の中には割栗石を詰

めて構築しますので。 

（後藤） 

・ では、袋詰めがむき出しでいくということですね。市川の護岸でもそうだったんですけ

ど、標準断面が１：３で、それではあまりにも生物にとっても良くならないんではないか

ということで、少しでもいいから潮間帯の長さを増やしてみよう、のり先を工夫してみよ

うとか、そういうのを今バリエーションとして、少し来年度の一部分を、５０メーターで

すけど、少し形を変えて見てる案が出てきてるんですよ。僕は１：２の範囲の中で、出な

い形でもう少しなんとかそういう工夫が出来ないだろうかと議論はしておいたほうがいい
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と思うのと、風呂田さん言われたように、例えば出来るだけ出さないんだけど、実験的に

さっき言われたいくつかの考え方を３つぐらいの考え方をやって、今年度の中で検討して、

大規模でなくていいんです。だからそれをやっといてモニタリングしてみたらどうですか

と。そうしないと、一つの形でずうっといって、それをセイゴ水道だけやったときに、も

しそれが失敗したっていったらダメになるわけですよね。 

（東） 

・ 一つの形でやろうという話ではないんです。ここへきてぐちゃぐちゃになったんですけ

ど、要はこの事務局の案の出してきたこの先にバリエーションをつけるのかという話にも

っていきたかったんですよ。事務局の出した案（スクリーンの湿地側護岸形状の先を指し

て）はこれですよと。バリエーションをつけるのはこの前に。で、今の話っていうのが、

これ自体をちょっと違うんではないかという話になってきてしまって。 

（後藤） 

・ そこの工夫が出来るんじゃないかと。たぶん、袋で詰めるというのは崩れるのを気にし

て袋に詰めると思う。 

（事務局） 

・ 袋詰めというのは、施工上の問題が一番大きいんですけど。今回はクレーンですると．．．

袋詰めというのはクレーンのフックで引っ掛けるところがございますから、そういった意

味で施工しやすいという利点がありまして．．．大きな石ですと何か吊り上げるにしても．．． 

（後藤） 

・ 市川護岸の捨て石というのは、結構小さいですよね。それなりに安定してますよね。だ

から、それが将来的にああいう形でどうしても袋詰め捨石じゃ困るよという話なのか、あ

れしか解決策がないのか。 

（事務局） 

・ まずは矢板の上を切る計画になっていますので、その切る前に矢板が倒れないように押

さえるんですよ。袋詰めの捨石をおいていってまず押さえる。それをやって、矢板の上の

ほうを切って 終的な４次盛土の勾配をつけていく。そういうふうに、根固めを出来た後

に、もう倒壊しないんだというふうになった後には袋詰め捨石のところについて、バリエ

ーションは考えられますよねと。まず一つにはトビハゼの生息地が全部潰れるようなこと

になっても．．． 

（風呂田） 

・ そんなことは言ってない。それは別な形でミチゲーションとしてトビハゼの保全に対す

る他の策を打たなければだめだと。トビハゼの空間はトータル３メーターは減るわけです

よ。ただ、その分は今現状の生息域を保全しようとするならばその部分だけ、拡大しなき

ゃいけないです。その空間だけそのものを。それは今でももう策というのは検討しておか

なければいけない。だったらば、他のことも考えたらその分がもっと張り出すけども、例

えば５メーターになるかもしれない、１０メーターになるかもしれないけど、同じように

変えさせようと、空間を幅広く考えるとことで検討したらどうか、対応したらどうかとい

う提案をしただけと。だからなくなっていいなんて全然思ってないんです。 

（事務局） 

・ そうですね。 

（蓮尾） 

・ 袋詰め捨石でだけでやった場合には、１．５メーターの場所が埋まって、法面っていう
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のは水辺に浸るところが更に、何メーター？ 

（事務局） 

・ １．５メーターがこの断面が 低限倒れないために必要な幅と。現状の地盤に擦り付け

るために必要な法面が必要で安定勾配の１：２を採用している。 

（蓮尾） 

・ その擦り付けるっていうのは、袋詰め捨石に限ったことではないという感じでいいんで

すか？ 

（事務局） 

・ 施工上問題なければ出来ますけど、現状からして袋詰め捨石としています。 

（蓮尾） 

・ そうしたらなおのこと、バリエーションつけるのは何となく楽な気がする。 

（事務局） 

・ 施工上の問題というのは結構制約がありますし、また渡り鳥の時期も考慮しながら工事

をしなければならないということも十分配慮しなければいけないですし、その中では、検

討ということですと、そういった制約がかなり効いてくると。 

（蓮尾） 

・ こっちが言いたいのは、来年がいろんなことを検討する一番大きなチャンスだと。そこ

で行なったことっていうのは、ここに限らず役に立つかもしれないなと。 

・ 袋詰めの工法というもので、全部やらなきゃいけないということでもないんじゃないか

と。そこにあった一番の制約というのは、傾斜が緩やかにして安定の状態にするための、

干潟を埋めないためにはその袋詰めしかないところで、ギリギリ追い詰められてきたんだ

けど、そこについてもうちょっと考えて、例えばそれが５０メーターやるには予算があま

りにもするんだったら１０メーターずつでもいいではないかと。そういう形でやれば、保

護区の一番端っこなので、そこの工事に関して言えば、渡り鳥の時期はあまり気にしなく

て済む。ただ、丸浜川の端っこの部分について言うと、やっぱり冬は避けて欲しいとかい

うことはあります。 

・ ５０メーターという予定の中で、例えばバリエーション３つでやるんだったらそれぞれ

のバリエーション１０メーターずつ、だから４０メーター全部同じやり方でなく、それを

やって実験が出来ればトビハゼも１年で様子がわかる可能性があり、他の生き物について

も１年でも分かるところもある。あとあとのためとてもありがたいのではないかなと思う。 

（東） 

・ だいぶ話が違ってきてしまって。私の意見は擦り付けた先でバリエーションつけるしか

ないから、ここでどうにかするっていうのを、この中でバリエーションを考えましょうと

いう、そういうことだったと思いますが。 

（風呂田） 

・ 袋詰め捨石というのは、あくまで地固めですよね。ここでもその上に覆土をしようとい

うことになっている。一応隠そうということになっている。それはあそこの構造を見ても

必ず流れてしまう。だからはっきり言えば無駄な工事だと。そうしたらその上をどうする

かということで、いくつかバリエーションをつけていく。一つは全く何も乗せない。 

（東） 

・ 今話してるのは、ここに（スクリーンの湿地側護岸の袋詰め捨石の法面を指して）バリ

エーションつけるって話と、もう一つはここに（スクリーンの湿地側護岸の袋詰め捨石の
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先を指して）擦り付けるところからバリエーション作るんだって話を両方してるんですよ。

で、どちらにするのかっていうところが。 

（蓮尾） 

・ 可能であれば擦り付けるところから。 

（後藤） 

・ やったほうがいいね。施工上の問題がどうかっていう．．． 

（東） 

・ 擦り付けは、事務局のほうでもう一度今の意見を取りまとめると。 

（事務局） 

・ 施工する距離が遠くなりますし、施工上の問題がありはっきりしたこと言えないですけ

ど。その面で袋詰め捨石以外の工法があるのかと、それが実際に出来るのかといったこと

ですね。まず１．５メーター部分については、導流堤を押さえるためにはどうしても必要

な幅だということは、御理解いただけてますでしょうか。 

（東） 

・ そうですね。だから今話してるのは、１．５メーター幅は事務局の案でやりましょうと。

擦り付けるっていうここの部分についてから何かバリエーションが出来ないかと。 

（事務局） 

・ １．５メーターについては袋詰め捨石をして既存の導流堤を押さえるんだと。 

（東） 

・ そこから先の部分について何かバリエーションを考えて可能なものがあるのかどうかと。 

（後藤） 

・ それからそれが安定しないといけないから、例えば袋詰めを、根固めのためにこういう

形で入っても構わないですか。その上は何かいろいろな方法で工夫できないかと。だから

今の計画のままというのと、そんなに大きくない石でいいですから、その自然石をそのま

ま積んでいける形でもつのかどうかということ。 

（東） 

・ 自然というのが非常に微妙なんです。 

（風呂田） 

・ ご理解いただきたいのは、私が避けようとしているのが２つあります。一つは網はなる

べく使いたくない。それは景観上もそうだし、生物の生息環境としても非常にまずい。入

っても出れなくなるし、入れるのが限られると景観上もまずい。もう一つは、岩質なんで

すよ。なぜ泥岩かというと、保護区で一つ避けなきゃならないのが付着生物はなるべく付

けたくないんですよ。なぜかというと本来の湿地の生き物でもないし、千葉県が嫌いな外

来種がいっぱい入る外来種の優先区域なんです。だからそういうものは避けたほうがいい。

泥岩であれば表面が脆いですから比較的付着というのが抑えられる。もう一つはその隙間

に泥が溜まりますから、泥生物の生息空間も部分的に出来る。そういった意味でむき出し

の石というのもまずい。固い石っていうのも。花崗岩というものは。だから表面はもし石

で出すのであれば、これは泥岩しかないと思う。千鳥水門のああいうものをそっくりその

岸辺に出来ていいのかどうかということを．．． 

（東） 

・ それがだから使えるものなのかどうなのか、泥岩をどこから入手するのかということ。

わからないんですよ。ここに書いてあるとおり、三番瀬水系以外のところから持ってきて
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いいの？ 

（風呂田） 

・ 泥岩そのものは三番瀬水系ではない。房総半島ですあれは絶対。 

（東） 

・ それはやはり議論しなくてはいけないんではないですか、というのがあると思う。 

（風呂田） 

・ でも花崗岩は上流までいけばなんかあるでしょうけど、花崗岩海岸というのは基本的に

自然海岸の中でないですよね。泥岩があれだけ崩れていきますから。だから、今の千鳥水

門のところにある、千鳥水門から湾岸道路との間にある海岸をここに造るというイメージ

について皆がそれを目指すかどうかっていう。 

（後藤） 

・ 固い石がっていうのはカキがついたり、何かが付くということは、新浜のあり方じゃな

いよという話ですよね。 

（風呂田） 

・ 付着生物は避けたほうがいいと。湿地帯ですから、固いものは出来るだけ避けたほうが

いいです。だから、網と固いものを避けるようなバリエーションを考えるほうがいい。 

（東） 

・ 材料が本当にないんです。２２年度の工事でやらなきゃならないんです。 

（後藤） 

・ それでも検討してみればいいんじゃないかな。 

（風呂田） 

・ だから、それを試行でやったらどうかと。いくつかのですね。 

（東） 

・ 僕が言うことじゃないけど、崩れたら困るんでしょ。 

（風呂田） 

・ だから、崩れるもの、それは袋詰めで押さえてしまう。もし可能であればそこのところ

もそういう岩質があればやってもらえばありがたい。 

（東） 

・ 具体的な材質具体的な目処がない訳でしょ。 

（事務局） 

・ 泥岩については、はっきりしたものが分からず、入手先も不明。湿地内にあるとしても

どこからどうもっていくのかもわからない。 

（東） 

・ 湿地内のものをもってくるというのもなかなか難しいと思うんですけど。そういうこと

は材料はない訳でしょ。網がダメで、固いものがダメだったら何使えばいいのって、方法

を考えなければならないと思うんです。泥岩はどこにあるかは分からない。網もダメ、固

いものもダメ、じゃ何があるのって。 

（蓮尾） 

・ そういわれると意見止まってしまうので。今まで出たのをまとめますと、とにかく一定

の擦り付けのために袋詰め捨石を使うというのは何の問題もなくとりあえず容認されてる

んだけど、出来ることであれば、海に直に面したとこに袋詰めの捨石じゃないほうがいい

んじゃないのと意見が出ていて、千鳥水門のところの泥岩が持ってきたのかどうかわから
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ないんですけど、埋立てなんで決して高価なもので得がたいもので持ってきた訳はありま

せん。それに関しては、今この場で建設現場の材料調達に直に係っている人間がいないん

だから、議論してても詰まってしまうだけ。 

・ さっきの袋詰め捨石で基盤で堤防の根固めをすることについては異論はないけど、そこ

から先の擦り付け部分について、擦り付けの先じゃなくて、擦り付けの部分についてはい

ろんな形で、だいたい出来てきたんじゃないかなと思います。一つは袋詰め部分の当初の

計画で、そうじゃなくて出来るだけ脆い石を網を使わずにそのまま傾斜を緩くして海に突

き出す形で１０メーターくらいで、もう一つは何でしょう。 

（東） 

・ あとないんですよ。 

（後藤） 

・ 石積みっていうのがあったんだけど、付着生物があるからという話ですから、それは．．． 

（風呂田） 

・ 今考えられてる入手できるという石は何なんですか。三番瀬は花崗岩を使っていると。 

（事務局） 

・ 一般的には花崗岩、火成岩ですね。 

（蓮尾） 

・ 建設残土じゃダメなんですか。コンクリート混じりといいますか。 

（風呂田） 

・ 極端なことそれでもいいのかと。表面をどうするかが問題で。 

（蓮尾） 

・ 市川でやってる工事であったら必ず深いところに砂が出てきます。砂をもってくるのも

遜色ないかもしれないけど、擦り付けのバリエーションといったことでそういうことも考

えてもいいのかも。乱暴な話かもしれないけれど。コンクリート交じりの建設残土だって、

バリエーションというよりも生き物にとってはかえっていいかもしれないと思います。 

（風呂田） 

・ 表面については要するに、捨石の上にどういうふうな生物のハビタットを考えるかとい

う。そのまま捨石と同じ成分のむき出しの岩というのは、プラスチックというのもあるし、

泥岩というのもあるし、もっと極端に言えば出来るだけ緩傾斜に出来るならばそのまま干

潟面を造ることも技術的には不可能ではないわけですよ。ただそれをやるんだったら、５

０メーターくらい完全に大規模な干潟を．．．そこまではたぶんいかないだろう．．．そうす

るとじゃもう一回その上にどういうものがいるかというイメージをみなさんで共有すると。 

（東） 

・ ここまで大丈夫なんですか。もう少し詰めておかないと来年度工事出来ませんよと。 

（事務局） 

・ １．５メーター部分というのは先程問題ないとされていると。袋詰め捨石が３０年耐久

性ありますけど、それが壊れたときには安定勾配で構築されてなければなりません。法面

のところを検討するというのは、袋詰め捨石をどこまでなら設置していいのかということ

になるのかと。 

（東） 

・ 基本的な部分というのはさっき蓮尾さんが説明したようなところで、要は基本的な部分

はこれでいいですよと。でもバリエーションというのは、摺り付けを．．． 
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（事務局） 

・ 法面を構成する特に表面をということで思ってますけど。大まかな形状としては進めさ

せていただいて、検討できることは逐一報告させていただきまして検討ということで。 

（東） 

・ わかりました。ではこの件はこれですいません。 

（風呂田） 

・ 議論のときにタイムリミット、 初に提示いただけませんか。いつも 後に時間切れで

来年から動きますからと、結局議論をしてても、 後には時間切れで、検討不十分で終わ

ってしまう。例えば来年度なら来年度で、今年度なら今年度でどこまでで何を決めておか

ないと、このワーキンググループとしての効果的な機能を果たせないことになる。それは

はじめに御提示いただきたいと思う。 

（後藤） 

・ 芝についてなんですけど、芝を張ってるのでいいんですけど、ハマヒルガオとか大丈夫

なのかとか行徳にふさわしいものっていうのはあるのかないのかその辺はどうなんですか。 

（東） 

・ ここの話を今日したかったんだけど、ちょっと時間がないので、この話は次回にしたい

と思います。要は導流堤の植生管理というのをどう考えたらいいのかという議論をまた改

めてしたいと思います。 

 

 

ウ．議題３ 行徳湿地再整備について 

（事務局） 

追加資料１、追加資料２により説明 

・ 今回の情報につきましては、県の千葉県レッドデータブック改訂委員をお願いしている、

県中央博物館の貝類が専門の黒住上席研究員から寄せられたものでございまして、今回の

件で、カワアイの取り扱いについて、黒住研究員と相談したところ、行徳湿地のカワアイ

の幼生は、現在でも千鳥水門から江戸川放水路、三番瀬方面に流出していないとは言えな

いだろう、また、外来種だといたしましても、流出した先で定着したからといって周辺の

生物に対して悪さをするということはないだろう、とのことであり、また、その内容を踏

まえて、県の生物多様性センターと相談したところ、外来種とした場合、それが侵略的外

来種であれば周辺への影響が懸念されるので駆除すべきものとなるが、今回の場合はそう

ではないようなので、特に駆除する必要はないでしょうと思われる、というようなことで

ございます。そのようなことがございましたので、以上のことを踏まえて、今回カワアイ

の浮遊期幼生についての調査を計画いたしましたが、この調査につきましては行わないこ

ととしたいと考えております。 

（風呂田） 

・ 全然理由がわからないんですけれども、そのことを前からここでお話してて、遺伝的に

違うから、ひょっとしたら外からの持込かもしれない。でももう一つの考え方はひょっと

したら元々ここにいたものかもしれない。もしそうだったらものすごく重要度が高くなる

わけです。世界中の他に見られない遺伝集団になるわけです。両方の可能性があるから今

のところは保護の対象と扱うべきだと。いなくなった場合のほうのリスクが大きいわけで

す。そのことを踏まえて、このグループの中でやろうというふうに考えていたのを県がこ
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の情報を基に止めたわけです。ということは、そういった予測のものがあることは県のス

タンダードとして全てそういうこう検討の対象から外す或いは保護の対象から外すという

お考えなんですか。 

・ その前にコジマさんと何回かお話させていただいて、そういう話になっているけども、

カワアイについてどう思うって言ったら、コジマさんも 近になって、やっぱり内部的な

日本のものかもしれないということを強く思っているよ、ということでメールをしました。

こういうことを分かっている状況で、提案していたのを県が止める以上は、外来種じゃな

くて同種の外来、よそからの持込をどうするのということを書かなきゃいけない。例えば

今やってるトキだとか、或いはコウノトリもあれは日本のものじゃないです。それでも膨

大なお金をかけて、もともといた種を保存しようということをやっているわけですよ。で

カワアイは外来種じゃなくて、外から持ち込まれたら同種の他からの集団で、ここにも書

いてありますけど、コジマさんも書いてるようにアサリとか持ち込みですから、もし外か

らもってきたなら、その種を作ったのは千葉県なんです。そういう水産物の移入を認めて

るわけですから外からの持ち込み。だからそういう大きな問題に発展するからケースバイ

ケースでやるしかないわけです。だからこのグループの中で必要ないと言えばそれはやめ

ますけども、こういった何か外から持ってきたものということだけで可能性があるという

ことだけで、全てをやめてしまうということは何の説明責任もできないと。 

・ もっと極端に言えば、なぜ今更になって、こんなこと急にするんですかと。しかもワー

キンググループで相談するんじゃなくて一番 初に持ってきたのがやめますと言いました

よね、中止しますと。それ程強い意図がなぜ千葉県がお持ちなんですかとそれを説明して

くださいということです。これから何とか話を反らせたいということがあるんですかね。

今行徳の江戸川放水路のところにも個体群が新しくできていて、今再生とか修復なんかし

てますけど、そこに橋が架かろうとしているわけですよ。そういうことと関連してあえて

この話をないようなものにしようという意図がおありなのかと。本来こういうのは信頼関

係で進まなきゃいけないところを止めるという強い思いでもってきたというのはどういう

意図なんでしょうかと。相談の前ですよ。やめますとメールで書いてありましたよね。今

年度は調査を中止しますと。だからそれはどういう意図なんですかと。それを説明いただ

きたいと思うんです。 

（事務局） 

・ まず今のメールでやめますというふうにはっきり書いてきたでしょうというご説明でし

たけれども、それを書いた覚えはないです。 

（風呂田） 

・ じゃ今度もってきます。取りやめることにしましたと。 

（事務局） 

・ それは置いときまして、これから話を反らせたいのじゃないかというようなこともあり

ましたけども、これからというのは行徳湿地のカワアイからということですか。  

（風呂田） 

・ カワアイからということです。 

（事務局） 

・ 行徳湿地にカワアイがいるということは前から当然わかっておりますけれども、それが

まだはっきりと在来のものなのか外来なのかっていうことがされていなかったというふう

に、私は聴いておりましたので、まだ外来とはっきり決まった訳ではないのであるならば、



16 

まず在来で取り扱って当然保護の対象としていくべきではないかと思いましたので、今回

の千鳥水門を増設した場合に出入の量が大きくなりますので、その中のカワアイの幼生の

動きにも影響があるでしょうということが考えられましたので、そこら辺の動きをシミュ

レーションというかたちで調べていったほうがいいでしょうというかたちで進んできたか

と思います。 

（風呂田） 

・ だからそれは今年のはじめまでその計画でいってたのを新しい情報が出てきたわけでは

ないのに止めましたよね。 

（事務局） 

・ 新しい情報ではないのにとおっしゃられましたけれども、こちらの発表された内容は、

はっきりと確定は断定されているわけじゃないんですが、外来としての可能性が高いとい

うような内容のものだというふうに．．． 

（風呂田） 

・ だから出しているそれは私は著者ですからこういうことやってますよと皆さんにお伝え

して可能性が含まれていますけれども、それでもなお且つカワアイは調査の対象にしよう

ということで今年の計画に入っていたわけですよ。それを止めたわけですよね。それはた

ぶん時間がなくなって今年は出来ないかもしれませんけれども。 

（事務局） 

・ この論文そのものの存在というものが不手際でこちらでは把握していなかったわけです

ので。 

（風呂田） 

・ 論文は私が差し上げたんです。 

（事務局） 

・ それはあとからです。 

（風呂田） 

・ いやその時メールがきたのは、そういう資料があったらくださいって言われましたよね。

だからこのこと知らなかったわけです。それで私がこれを差し上げてはじめて論文がある

ことがわかったんです。だから聴いたところという話で、私のメールではこのカワアイの

調査は中止にしたいというふうにいってきたわけです。だからこの資料が出る前にはっき

りクロズミさんから聴いたということだけで、そういう処置をなさったわけです。もしそ

れをやられるんだったらば、さっき言いましたように、外からの持込のものは全て排除す

る、またはいわゆる外来種といわれているものは排除するという明確な千葉県の姿勢なん

ですか。 

（事務局） 

・ ちょっとお待ちください。クロズミさんから聴いただけでしたというわけではなくて、

クロズミさんから聴いたときにそういう可能性があることがあるので、ちょっと検討する

時間をくださいというふうにお願いしたのが前回のワーキングの話．．． 

（風呂田） 

・ じゃ今からもう一回このことについて議論してやるかやらないかをここで決めていいわ

けですね。 

（事務局） 

・ 一応こちら県としてはこういう形なので、カワアイについての外来というかたちの可能
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性が高いというものがありますので、在来でない可能性が高い以上、保護の対象と考える

ことは今までとは態度を変えてやめまして．．． 

（風呂田） 

・ だからそういう見解は千葉県の見解だとすると今後私たちが使っている材料全て外から

来る個体群については保護の対象ではないと。はっきりいうとアサリだって今どこのもの

かわからなくなってる、これだけやってるから。だから全ての生き物にそういう可能性が

あるということになったら、こういう保護のための活動・検討というのは全部そういう可

能性ある種は保全対象から外すことになってしまう。だからそういう可能性、たぶんクロ

ズミさんだって例えばムラサキイガイだって外来種の可能性がありますよっていってるわ

けですよ。そういうことと一個一個やってったらば、はっきりいって何を対象として検討

したらわからなくなる。だからそういうことはケースバイケースでこういうグループの中

で相談した上で決めていけばいいんじゃないですかと私は思うんですけど。だからあるそ

ういう部分について県はもうやりませんと。なぜそういうふうに簡単に言ってくるのでし

ょうかと。そこまで強く言うんだったら、外からの持ち込みそのものをはっきりと自分た

ちでスタンスを決めてくださいと。はっきり言えば外からの持ち込みを一切禁止すると。 

（事務局） 

・ 今お話のありました外来対策の基本方針なんですけれども、今現在千葉県としてはそれ

がまだ策定されていないと。 

（風呂田） 

・ いいです、ケースバイケースでここで決めさせてください。千葉県が決めるんじゃなく

て。 

（事務局） 

・ カワアイの調査についてですか。県としては今説明させてもらったように．．． 

（風呂田） 

・ だからダメなんですか。 

（東） 

・ ここでは意見は言えるけど、決める場所じゃないです。 

（風呂田） 

・ じゃ何なんです私たちの意見というのは。 

（東） 

・ 意見をまとめてるんです。だから意見はいいます。だからそれを実現できるかどうかは．．． 

（風呂田） 

・ だから今言ってるかたちで、ある県のスタンスがはっきりしてて、ここはクリアできな

い問題が多い大きな壁になっているわけです。 

（東） 

・ いやあ、ちょっと違うんじゃないかな。 

（風呂田） 

・ だから僕らが決めてやろうと。だからもういっぺんこういう情報を全部出してどうする

かここで考えて欲しいというならそれはいいですよ。だけどその前にやめますということ

を千葉県は言ってるわけですよ。だからそういうことをやっていたらワーキンググループ

はどういう仕事をするんですかね。私言いましたよね 初から外来の可能性もありますと。 
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（東） 

・ どっかの時点からか聴きました。でもはっきりした記憶がありません。いつだったかは。 

（風呂田） 

・ それでも在来の可能性もあるし、例え、極端な場合ですよ、外来の集団であったとして

も、どういう形でああいうところでそういった特殊な集団が維持できるかっていうことは

十分に価値があると思う。だからここのグループとしてはぜひやらしてほしいということ

で今までやってきたわけです。 

（東） 

・ 前回で外来集団かもしれないということで調べたところ、外来種の可能性が高いという

のが現状の結論だと。 

（風呂田） 

・ だから書いた本人と私を含めてありますように、在来種の可能性もあります。はっきり

いうとわからないんです。 

（由良） 

・ さきほどの説明は調査をやめるということですか。 

（事務局） 

・ 県のほうとしては先ほど言ったように調査は今年度はやらないと。カワアイについては

やらない。 

（風呂田） 

・ 将来的にも？ 

（事務局） 

・ よほど状況が変わらない限り。絶対ということまでは言えない。 

（東） 

・ 私が弁解すべき立場じゃないでしょうけど、想像するにね、希少種だからやるんでね、

外来種かもしれないといったらお金かけられないって話なんでしょ。 

（風呂田） 

・ 外来種ではないんです。外来集団。かもしれないもの全て止めてたら、どんなものも成

り立たないと。 

（由良） 

・ 科学的というか、もしくは（研究段階の）次のステップでというか．．．（とにかく現時

点では科学的には外来集団とは言えないわけですか） 

（風呂田） 

・ だからそれはファジーですよね。それは外から持ち込まれたものかもしれない、中のも

のかもしれない。だけども一応このグループとしては、そこにしかいない今では唯一の集

団に近い。江戸川放水路は不安定な環境ですから、また洪水が起こればいなくなる可能性

が十分にあります。だからそういうものがどうやって保全されているのかについて幼生の

分散についてシミュレーションしかたぶん出来ないだろうから止まることが出来るかどう

かということをチェックしようと。その流れが変わったときに出てしまう可能性があるか

ら今のうちに把握したほうがいいだろうと。だからそういう在来の集団であるかないかと

いうことも含めてそれでもやる価値は十分にある。もしも外来のもので駆除の対象にした

ほうがいいということになれば、それはむしろそうやって流れを変えてやって個体群をむ

しろ撲滅するというんですか、したほうがいいかもしれない。ただここで調べることの意
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味は絶対にあると思う。それがないということはどうしてなのかというのは納得できない

わけです。しかもこれはここで検討してたことをやらない、今まで今年始めまでやるとい

っていて途中からやめたという、そこにどういう意図があるんでしょうか。論理性もなけ

れば一貫性もない。一貫するんだったら他の種も含めて全部そういう可能性あるものはこ

れからこういうものは対象として扱わないよと。 

（事務局） 

・ 意図というのをおっしゃられましたけれども、こちらの考えは今さっきのとおりに在来

のもの、元々のものであるならば、それは今までの絶滅したといわれているのが見つかっ

たという元々いたものであるならば、それは本当に保護してあげると、すべきものでしょ

うと。千鳥水門を増設したときに幼生がたくさん出て行ってしまうよという状況になると

個体数が減っていってしまうでしょうというのがあるので、水門増設する前に幼生の動き

というものをシミュレーション等をしておくべきではないかというふうに考えていたんで

すけれども、湿地の中で発見されたカワアイというものが元々いたものかそれとも他から

来たものかということを考えた場合に、他から来たものっていうのが多分に高いという可

能性があるということがわかった．．． 

（風呂田） 

・ 多分に高いなんてどこにも書いてない。そういう可能性もあるということが書いてある。 

（事務局） 

・ 多分に高いというのは今取り消します。そういう可能性があるということが書かれてお

りましたので、ではもともとの在来ではないんだなということが．．． 

（風呂田） 

・ ないんではない。両方の可能性があるわけです。もともとここにも書いてあるように本

当に東京湾独自のものかもしれない。 

（由良） 

・ ここ（S. Kojima、2008 の論文）に書いてあるんですかそれは。 

（風呂田） 

・ ここは、そこまで．．．こっちの中に入ってる。 

（由良） 

・ こっち（S. Kojima、2008 の論文）には書いてないんですね。（今のところこれが唯一）

根拠になる科学的な論文になると思うんです。 

（風呂田） 

・ それを含めて、両方はあるけどもそういう可能性があるんだからちゃんとカワアイのこ

とを調べましょうよというかたちでこのワーキングで提案していたわけです。 

（由良） 

・ 前回ではなかったと思うんですけど。 

（風呂田） 

・ そうやって予算上はやろうという計画上今年は進んでてそれを止まるわけですからそれ

なりに外来の集団の可能性を指摘されれば全てやめるんですねと。保護の対象として。そ

れをやってる張本人は千葉県なんです、仮に言えばですよ。 

（事務局） 

・ 千葉県というよりは千葉県の中の状況ですね。 
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（風呂田） 

・ 今千葉県の見解としておっしゃってるんでしょうから。だったら全てのものが対象とし

てということを言わないといけないでしょうと。 

（由良） 

・ 私も千葉県（の職員）なので（弁解するよう）ですけど、千葉県側としてはこの論文に

基づいて外来集団の可能性が高いとして中止を考えたというのはある程度理解は出来る。

でも、（外来か在来か）どっちかわからないとなっても調査をやって検討してもいいんじゃ

ないかと思います。 

（風呂田） 

・ ワーキンググループっていうのは、はっきり言えばボランティア活動ですよね。お互い

意見交換していいものを作っていこうと。そのときにダメという、それはないでしょうと。

それがワーキンググループの運営にかかわるわけですよ。いくらここでやったとしても県

のほうのそのあれで今年動かなかったという。僕らにやめてくださいっていう、ワーキン

ググループに相談したわけじゃないないですよ。そういうやり方って言うこと自体がこう

いうものに対する運営の基本的な信頼関係を損なっていかないことだと思います。 

（由良） 

・ 調査は予定していたから予算はとってあるわけですかね。それはこのあと予算は使わな

いということですか。 

（事務局） 

・ やめた以上は使わない。 

（由良） 

・ 予算確保してるならやろうと思えば出来るわけですよね。ただ理由が立たなくなったっ

ていうことなんでしょうかね。 

（東） 

・ だから来年度再来年度もこのことはあるわけだし、このワーキンググループもあるわけ

ですから、だから僕らの意見はこうでしたということをまとめている中で県の自然保護課

の中でやっていただいて、予算が通るかどうかということだと思います。だから他の方の

意見を聴きたいんです。 

（由良） 

・ カワアイに限らず千鳥水門（の拡張工事を）やった場合に（備えて）海流の動きを一応

（シミュレーションなどで、予想される変化を）出しておくほうがいいですね。 

（後藤） 

・ たぶんこの調査のときにレッドデータブックでＡランクというのがあるのでしょうけど

も、要は水門造ったら全体どうなるのという話で当然貝の幼生なんかいったりきたりする

わけですよね。それで行徳でホソウミニナの話もありますので、そういう関係も含めてあ

るので、カワアイに特化して予算とるってことじゃないでしょうし。 

・ そのシミュレーションはカワアイだけということだけじゃなくて、水門の水の動きとし

てその流れとかそういういろんな貝類の浮遊幼生の動きとして使えるものですか。 

（東） 

・ 一応カワアイの浮遊幼生のシミュレーションとるためにアサリの幼生でどうしたらと考

えてらっしゃいましたからそういう広がりはあるんだと思います。 

 



21 

（事務局） 

・ 幼生の動きというのを例えばアサリのほうを使えればと思っていたんですけど、どうい

うふうに動くのかなと。要はカワアイの幼生がどう動くのかなということで調べたいなと

は思ったわけです。 

（蓮尾） 

・ もう一点カワアイはシミュレーションではないけれど、移植というような計画が他の個

体群の確保しておく必要があるんじゃないかなというような論議があって、それは江戸川

放水路に個体群が見つかったのでやるべきではないし必要ないとみなしがここのワーキン

グでされたと思うんですけど。そのときからそのカワアイというものの表面にたった言葉

が消えちゃったのかなというところはあります。 

・ よそから来た可能性のあるものが結構ありますよということを言われたときに、それを

希少種だから中心に据えましょうというのはやはり主張できなくなるなと。ただ千鳥水門

を造ったことによっていろんな浮遊幼生が、カワアイに限らず、やろうとしていた調査と

いうのが、カワアイの幼生に対してということでなくて、アサリについて動態を見ようと

いうことでシミュレーションしようということだったものですから、逆に言うと、風呂田

さんのほうでこういうことやってもらったらすごくありがたいっていうような提案してい

ただいたほうが建設的なような気がする。 

・ それはこの先千鳥水門が増設するってことになったときに明らかにいろんな点で影響が

出るわけで、それが特に一つの当時は重要な種として考えられていたカワアイについてや

ろうとしたわけだけれども、それが例えば今年が一方的にやめたのはけしからんというお

話は重々みんな分かったと思う。それを全部にそう高揚しないほうが話がわかるんじゃな

いかと。そのトキ、コウノトリまで来ちゃうとわけ分からなくなりそうなんで。だからこ

の新浜湖の千鳥水門が増設された場合の、特に浮遊幼生をもっている連中についてどうい

うことになるのかというような操作について、それは私全く専門外なので何をどうすれば

よいのかという、よくわかんないんですよ。だからその辺のところをむしろリードしてご

意見をいただいたほうがなんとなく・・・かなあと思います。 

（磯部） 

・ いつになったらこのカワアイが保護に値するものなのか、むしろ駆逐しなくてはいけな

いのかというのはわかるんですかね。 

（事務局） 

・ 前回のときの風呂田先生のお話で中国のほうのカワアイのＤＮＡ分析が出来ない。中国

側が提供もしてくれないし認めてもくれない、というお話があったかと思います。もしそ

れが出来たときには湿地の中のカワアイというものが中国のカワアイとの関係が少しは分

かるようになる。今現在は行徳湿地の中のカワアイは日本の他の地域のどの地域とも同じ

ではない可能性が高いと。 

（磯部） 

・ 私が今議論を聞いた感じでは、保護すべきかという方向と、駆除すべきかという方向と

２つの可能性がこれからあるんです。 

（事務局） 

・ とりあえず駆除っていう話はないです。 

（磯部） 

・ 保護する可能性があるかもしれない。あとは、そうであれば千鳥水門の新設するものと
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のタイムスケジュールの関係でそれまでにはやらなきゃいけないということですよね。そ

うであればビヘビアーがどうなるかっていうことを予測しなくてはいけないという、それ

までにはやることを前提として今年やらなくてはいけないのかやらなくてもいいのかとい

うことを議論すればいいと。場合によっては、今の道としては保護しなくちゃいけないか

もしれないし、ほっとけばいいかもしれない２つに分かれるわけですよね。だからタイム

スケジュール上でぎりぎり間に合わなかったらもう少し遅らせて、やらないことをやらな

くてもいいっていう結論が出て、出るまで待つということもあるということですよね。だ

けど、それが間に合わないのであれば、保護する可能性があるわけですから、やらなくち

ゃいけないですけど。 

（東） 

・ どうですか会場からの意見を聞いておこうかな。 

（会場） 

・ カワアイに関して特に江戸川放水路で見つかりましたので、興味を持って何箇所か調べ

てきた結果がやはりここの新浜湖っていうのはかなりここが好きだということが特にある

のではないかという、本当に印象的なんですけれども、だからどうしてここだけ、出てっ

ても必ず戻ってきてこうやって増えていくのかっていうのはとっても知りたいです。 

（東） 

・ では事務局にお願いします、だいたいこういう意見ですので、次年度以降ぜひ予算を獲

得していただいて進めていかれるようにお願いをしたいです。よろしくお願いします。 

 

 

エ．議題４ 行徳湿地の将来像について 

（東） 

・ 後に議題の４です、資料の３ですが、これは皆さん読んでわかったかなという話でい

いですか。事務局の説明をはしょってしまおうかと思ってね。 

（事務局資料３説明省略） 

（東） 

・ 私の提案・考え方なんですけど、一つはね、今まで自然環境のことと、利用のこととご

っちゃに議論してきて、どうもよく分からなって散漫になってたように思います。私の印

象ですと、自然環境のことについては、割とそんなに大きな皆さんの認識というか感覚と

いうかその部分の大きな差はないように思っています。でもそうはいっても形にしなくて

はならなくて、絵を描くのはとっても大変なような気がするんで、やはり磯部先生のご指

摘された基本方針の過不足、それをどう作るかなんです。それについてここで一つずつ潰

していくとかなり大変なんで、蓮尾さんを中心に有志の方みたいので、一つ案を作っても

らって、それを次回か次々回ぐらいにまとめてそこで提出して、そこで皆さんに議論いた

だいて直すなりなんなりみたいなことをしていただいて、確認をとるところまでやれるか

なと思っております。まず自然環境についてはそれでそういう進め方をしたいというふう

に考えてます。それでよろしいですか。 

（東） 

・ 次は利用ということです。利用ということについては何とか木下先生に来ていただこう

と、事務局のほうでお願いしてきて了解をいただいています。ただ何をしゃべったらいい

んだというところが今ひとつはっきりしないんです。それをぜひ今日決めたい。木下先生
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は皆さんご存知だと思ますけども、行徳近郊緑地の市民利用促進施策に関する市民懇談会

の会長を２００７年くらいに、特にまちづくりの視点みたいなところから、市民利用の期

待度といったとこも話を聴けるのかなと思ってます。 

（風呂田） 

・ 懇談会でどういう話し合いがあって、どうしてそういう結論に．．．答申ですよね。あの

内容をもっと直にお伺いしたい。どういう視点でどういうふうなご意見がまとまったのか。

どういう背景があったのかという。それ以外にも木下さんのまちづくり中でこういう空間

がどういう位置づけにあるのかっていう、個人的なお考えでいいからいただきたいなと。

まちづくりというとちょっと開発行為みたいな感じになるかもしれないけど。この地域の

中でこの保護区がみんなに大事にされる、まちのプライドにみたいになっていくにはどう

いうふうなことを認められていくのか。 

（東） 

・ まちのプライドみたいになっていく．．．いい話ですね。 

（後藤） 

・ 広報に出したのはそのエッセンス？ 

（東條） 

・ 成果品は提言書で出ている。 

（事務局） 

・ 協議会が１８年度に開催されていますけれど、広報の内容はその時に報告されてますの

で、そのファイルとして見ることはできます。 

（東） 

・ わりと協議会では議論にならなかったんで。何かご意見ございますか。これは少し議論

したかったんですけど、あんまり議論がない。 

（風呂田） 

・ さっき蓮尾さんを中心にと．．．皆さんのほうから、もちろん会場の方を含めてそれこそ

こういうワーキンググループがどういう保護区を目指したいのかっていうのを、どういう

利用をしたらもっと良くなるのかっていう、そのためにはどういうふうなことをしたらい

いのかっていう意見を一回皆さんからいただいて．．．普通の委員会みたいなのをもって．．．

それをもとに保護区の将来にむかってどういうような活動をしようかと。今回の水門にし

ろ先ほどのカワアイにしろ、あるいはミチゲーションとしてトビハゼの空間を造るにしろ、

やっぱりそれに目的をもつことによって行えたことが評価、プラスもあるしマイナスもあ

る、評価が可能になると思うんです。だからどういうサービスを保護区の中で期待する、

期待するためにはどういうことを自分たちがしたらいいと思っていらっしゃるのか、とい

うところまで入ってくると思うので、そうしたら皆さんから意見をいただいて、その一環

として木下先生にもご協力いただきたいと。 

（東） 

・ この木下先生に関連することで、市民利用の内容というのが、行徳鳥獣保護区復元の目

標としてきた鳥・方策・状況・その他という一番 後の３枚が保護区の市民利用の現状に

ついてまとまっております。でもやっぱり目立たないのはどうしてだっていうのは、これ

は説明していただいていいです。 

（蓮尾委員から追加資料３にて説明） 

・ 行徳鳥獣保護区、行徳野鳥観察舎の利用状況の平成２０年度の実態ということで、今現
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在、観察舎でやっていることをざっとまとめました。 

・ 月平均１１回から１２回ぐらいの一般の方が参加できる催し、それは保護区の中を御案

内することを含めてやっています。その他にうちの特色かもしれないと思ってますのは、

大学の授業で実際に実習に利用している。つまりこれで何を言いたいかっていうと、割り

あい頑張ってますよと。図々しいかもしれませんが。他であまりやっていないのはインタ

ーン、研修生の受入れです。これが意外によその施設ではやってないみたいで、一緒にい

ろいろと作業をやってたりとかで、こられた方たちには好評と自負しております。これを

まとめた理由は、観察舎の利用状況というのは平日団体さんが来てないときは閑散として

まして、今の利用者が１年間に１万三千人だけど、これが１０万になっても、自分たちも

同じやり方で受入れは出来ると思ってます。でも１万三千人しか来られてなくて、なお且

つ、市民に対して開かれていないという印象を受ける方もいらっしゃるのかもしれない。

でも実際はこうなんですということで、とりあえず出してみました。 

・ ２枚目には向こう五年間の小学校の利用状況をまとめてみました。その中で、近隣の小

学校からの歩き遠足が少ないと思っています。団体で利用が目立つところは、小学校、特

に三年生で市内見学というのがあります。この五年間で市川市内の三十九の小学校のうち

利用がなかったのは一校だけで、あとは大体何らかのかたちで来られている。実は市内見

学にしても歩き遠足にしても、保護区の中をただ歩いて通り過ぎるというかたちしか時間

的な制約からいって無理なんです。だからその辺のところが小学校の授業の利用としては

まだちょっと難しいかなと。ただ観察舎の周りの環境がそれなりに成熟してきていて、来

ても楽しいというところが増えてきましたので、これはこの先ももうちょっとこちらから

打って出てもいいのかなと。特に浦安のごく近いにもかかわらず利用が少ないので。 

・ ３ページ目はただこんなことをやってますということだけのことです。この中には実は

保護区の活用というものは、特に学校のときには先程の理由で、あまり含まれていません。

先程保護区の中での観察会っていうのは年間１００回以上やってますので、もうちょっと

工夫するにしてもいろいろなかたちで市民に対する貢献はやっているなと。この先こんな

ことがやれるともっと面白いんじゃないのと、それが生き物に迷惑にならないようにした

らば、それはプランニングしていただけるといいかなということを思っております。 

（東） 

・ 平成１９年の利用が少ないのは、アスベストの工事をやっていて２ヶ月分しか開館して

なかったんですね。途切れるとなかなか数字が上がってくるまで時間がかかるんですかね。 

（東） 

・ 今木下先生と何の話をしていただこうかという話の中で、出てきたのは４つだけで、懇

談会の答申内容を改めて教えて欲しいということと、２番がまちづくりの中でのこの保護

区の位置づけでどうお考えなのか、行徳のまちのプライドになるようになるためにはどう

していくことがいいのかみたいなことがいただけないのかと、期待されるサービスとはど

んなものがあるのでしょうかとご意見があれば教えて欲しいと、いうことなんですけども。 

（磯部） 

・ １番と４番のなかでは、どのような使い方をしたいかっていうのが入ってるわけですよ

ね。 

（東） 

・ 確か入っていたと思います１番には。 
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（磯部） 

・ 必ずしも現状にとらわれずに少し自由度があるとしたときにどのような使い方がしたい

かということだと思います。 

（風呂田） 

・ 木下先生というわけじゃなくて、むしろ皆さんにお伺いしたいというと、どうすれば保

護区の中で、今までの歴史ですよね、環境修復いろいろ試みられて、いろんな生物の復元

を図ってきて、それがどういうふうにこうなされてきて何がわかってきて、何が失敗して

きたのかっていうというか、そういうものを外に向かって発信できるかという、僕らは中

を知ってるから大体わかるんですけれども、他は全然見えてないと思うんですよ。だから

そこの仕掛けがどうすれば出来るかということなんだけど、むしろ主体者としての友の会、

向こうから積極的にいっていただきたいというところですけども。だから活動のアウトプ

ットがすごく下手だなという感じがするんですけども。実際やっていることが。 

（東） 

・ ぜひ木下先生には来ていただいたときに会場の皆様を含めて、意見交換とかを皆さんで

やりたいと考えてますので、いらっしゃった皆さんでこの中でこういう話を聴きたいとか、

そういうリクエストがあればぜひこの場でお願いしたいんですけど。 

（事務局） 

・ あとはやり方として、この内容だけでワーキングとして開催するのか、また違った形式

もあると思うんです。またその開催時期ですね。導流堤の護岸の検討ということもありま

すが、工事をやる前にはあるのかなって感じはありますし、将来像の少し叩き台というの

もお話を伺いましたので、それと併せて木下先生のお話みたいのをいつどういった形でや

ったほうが望ましいのかお話をいただければと思います。 

（風呂田） 

・ ワーキンググループでいいと思う。場合によってはそれは臨時的なものでやって、あえ

て別なスタイルとることはないと思う。 

（東） 

・ ワーキンググループのこの場に来ていただいて、お話いただいてディスカッションの時

間を．．．ご説明どれくらいあればいいんですか。 

（風呂田） 

・ ご本人に聴いて．．．出来れば３０分くらいは話で、あとはフリートーキングみたいな話

で。 低で１時間ぐらいでお願いするのがいいんじゃないですか。 

（東） 

・ ６０分ぐらいと．．．それだと導流堤のやつが．．． 

（事務局） 

・ それがその時間プラスで出来るのかどうか、それを簡単に情報を、考え的なものをあら

かじめお伝えして．．． 

（東） 

・ ほぼ湿地側の話は、いいたいことは言ってると思うんです。どれが出来てどれが出来な

くて、どんな形なら可能でというところをいただければ、出来たらメールとか何かでワー

キンググループの前に委員の方に送っていただいて、事前に見ていただき意見を 初にい

ただくと、もうちょっと早く短い時間に終わらせられるんじゃないかなと思うんですけど。

みなさん思い入れが強いんで、どうしてもいろいろと出てきてしまうんですよね。今日の
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湿地側からの根固め・護岸の形状をどうするのかについて、蓮尾さんがまとめていただい

たものを事務局でこれから調べていただいて、次回のワーキングの前にあらかじめ送って

いただいて、それを見て 初に意見を言っとくと。 

（風呂田） 

・ イメージとして泥岩を置いた海岸がどうかっていうのは現状にありますので、見ていた

だけたらと思うんですけど。 

（東） 

・ 木下先生の時間がいただけそうな時期っていつっておっしゃいましたっけ？ 

（事務局） 

・ まだ時期については何も．．．スケジュールが合ったら協力させてもらいますという言い

方をされていたものですから。 

（風呂田） 

・ むしろ木下さんのほうにいつ頃可能でしょうかという伺いをして、時間帯ある程度．．． 

（東） 

・ だから、１月の下旬なのか２月の下旬なのかそういう大雑把な時期を踏んどけばよいの

かなと。例えば２月の下旬とか３月の上旬とかで大丈夫なんですか。 

（事務局） 

・ ２月の下旬から県議会の予定がありますので、出来れば外していただければありがたい

と思います。今まで考えておりましたのが、３月の真ん中以降辺りですとお時間のほうを

出来やすくなるのかなと思っていたんですけど、いかがなんでしょうと。 

（東） 

・ では３月の中旬ぐらいということで皆さんよろしいですか。 

（事務局） 

・ ３月の中旬と固定させないでもう少しフレックスに考えてよろしいですか。持ち帰って

検討させてください。２月３月ぐらいでという形でいいでしょうか。そのくらいの時期は

お時間大丈夫でしょうか。 

（風呂田） 

・ 一応学生の追い出しは終わっている。あとは入試なんですけどね。春が一番ありがたい

んですけどね。卒業式は３月の２０日頃です。 

（事務局） 

・ 今日全部固まって決まったら、次は３月中旬くらいで思っていたので。宿題をいただい

たものですから、そうなってしまうとやはりその宿題の次回もお願いしたいと。 

（東） 

・ はい、わかりました。風呂田さん申し訳ない、これは次回どっかね．．． 

（蓮尾） 

・ ちょっといいですか資料の検討というか、とりあえず私たち側から５分くらい 

（蓮尾委員から追加試料３の前半６ページと追加資料４について説明） 

・ これまで湿地の鳥を呼び戻したいという目標を立ててそれに従ってずっとやってきたの

で、どんなことをやって結果がどうなったかなということをざっととりまとめてみないと、

その先に進めないなということで、とりあえずまとめました。 

・ 要は淡水湿地の鳥を何とかしたいと思い、ここ１０年以上にわたって植物とのバトルを

繰り返しているだけだと、残念ながら。バトルについてはこれだったら大丈夫だといえる
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植物までなんか出来てきてはいるんだけど、まだ人間側が 優位には立ってなくてこの先

どうしましょうと頭を抱えている植物もまだ多々あります。そのことをやっていて一番惜

しいなと思うのは、干潟については底生動物がわからないと何もものが言えないところが

ある。とにかく専門家でないとさっぱりわからないというものだと取り付きようがない。

だから、干潟についてはカニとか貝とか要は目に付くものでこういうポイントを押さえた

らば、素人でも取り付けて役に立つというような、セットの方法がないかなということを

思いました。 

・ 湿地については植生で十何年も続けてバトルを繰り返してきてわかったこともある。そ

れは十何年前にはわからなかったので、前進したことは間違いないんだけれど。何よりも

淡水源というものが危うくなっている。新浜鴨場からのそこの水がいま海水の半分くらい

の塩分濃度になってますし、それが仮にこちらの水源としているどぶ池と呼ばれる場所に

海水がダイレクトに入るというようなことを鴨場としては考えてないわけじゃないんです。

まだ検討をはじめた段階なんだけれど、そういうことがあると根本から崩れてしまう。だ

から淡水の確保、淡水の浄化をしていくシステムの中で水鳥を誘致しようとして考えてい

くんだけれども、それについてもっと浄化の進んだ段階の水というものが何とかあまり機

械とか化石燃料とか頼らずに出来ないだろうかと、そういったことをやっぱり考えなきゃ

いけないなと、これをまとめてみてつくづく思ったところです。 

・ 正直なところ鳥に関してずっとここ３０何年やってきてるんだけどもまださっぱりわか

らないというところがあります。今日お配りしたＢ４の２枚、実は１９７６年の５月です。

私たちがはじめて保護区に観察舎にきて、半年くらいの間にこうかこうかと考えたもので

す。この中には随分改善が進んだあるいは植物が復活して現状と変わったところもありま

すが、要は湿地を造る淡水を入れようというようなことを随分と言い続けて、じゃ何の進

歩もないなってこと、反省の意味も込めまして３０何年前の造った図を入れました。ただ、

当時何とかしたいと思っていたもののいくつかのものは、対策として当時提案したものが

今現在具体化しているものがあるわけです。それと一緒に予想していなかったいろんなこ

とが、カワアイの出現なんかその一つなんでしょうけれども、予想してなかったこと、予

想したこと、その対比というようなものを自分でも見ておきたいなと思ったので、たまた

ま出てきた３０何年前のメモとそれから今までやったことを資料にまとめました。 

（東） 

・ ありがとうございました。 


