
○行徳鳥獣保護区　復元の目標としてきた鳥　方策　状況　そのほか

　行徳鳥獣保護区では、1975年の管理スタート時から一貫して、かつての「新浜」に存在していた
豊かな湿地や干潟の環境を復元しようと努力が続けられてきた。
　その際には、かつての「新浜」に生息していた鳥たちを呼び戻したいということが目標となった。
　現状は当初目標としていた状況とは必ずしも一致していない。しかし、生きものたちは人の思惑
に合致せずとも、条件がよければ定着し、好ましくなければいなくなる。
　これまで行ってきたことをざっととりまとめ、今後の反省や目印にして行きたい。

１．目標･対象としてきた鳥種・・・かつての「新浜」に生息、豊かな湿地や干潟を代表していた種類(例外あり）。
　　繁殖種と生息種群を列挙し、それぞれの好む環境を挙げた。

２．保護区での繁殖種と状況
　　カワウやサギ類などの現況を挙げた。
　　裸池での繁殖種(コアジサシ･シロチドリ・コチドリ）、セイタカシギ、カワセミなどについて、これまで行って　　
　きた誘致策と結果を挙げた。

３．誘致・復活策（繁殖種でないもの）
　　カモ類やシギ・チドリ類などについて、これまで行ってきた誘致・復活策を挙げた。

４．１９９６年の第２期再整備工事終了後に主に淡水湿地管理として行ったことと状況
　　年度と場所ごとに一覧表とした。

５．蓮尾・佐藤コメント
　　これまでに行ってきた植生コントロールの方策や、抱えている課題等を思いつくままに挙げた。
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１．目標･対象としてきた鳥種
　　　・・・かつての「新浜」に生息、豊かな湿地や干潟を代表していた種類(例外あり）。

繁殖種 ﾀﾏｼｷﾞ・ﾋｸｲﾅ 水田で繁殖。1970年代　埋立地で繁殖したが、保護区では繁殖確認例なし。
バン 現在に至るまで辛うじて保護区で繁殖継続か。湿地や池が繁殖の場。
オオバン 保護区で時折繁殖が見られる。水草の多い広い池や沼沢池で繁殖。
カイツブリ 現在に至るまで保護区で繁殖継続。池や沼沢池で繁殖。
ヨシゴイ 1984年まで保護区各所での繁殖が見られたが、現在では渡り時の通過のみ。
ヒバリ 江戸川放水路土手や畑地で現在も繁殖。保護区では冬に見られるのみ。
コチドリ 河原や埋立地などで繁殖するが、減少。保護区では最近の繁殖確認できず。
シロチドリ 河原、海岸、埋立地などで繁殖するが、激減。保護区で最近の繁殖例なし。
コアジサシ 河原、海岸、埋立地などの裸地で繁殖。近年駐車場や広大な屋上等も利用。
カワセミ 水質改善とともに市街地に戻ってきた種類。
セイタカシギ 1970年代から日本での繁殖が見られる。主に埋立地等の湿地内で繁殖。
カワウ 1970年代には絶滅が心配されるほど激減していたが、現在は各地で増加。

生息種群 ・淡水湿地を好むシギ・チドリ
　　水田・蓮田等を好む。タカブシギ・ツルシギ・クサシギ・ヒバリシギ・タシギ・オオジシギほか
　　草に覆われず開けていて、餌となる小動物が豊富な泥地が必要。
・干潟のシギ・チドリ
　　ハマシギ・キョウジョシギ・オオソリハシシギほか。淡水が流れ込む河口域が好まれる。
　　餌となる小動物が豊富でかつ採食しやすい干潟が好まれる。
・サギ類
　　水中や水辺の小動物(魚ほか）を主食。種類によりすみわけ・くいわけが目立つ。
　　白鷺類やゴイサギは竹林や屋敷林等でコロニー繁殖。糞や声等で嫌われる事態が増えた。
・カモ類
　　県内の繁殖種はカルガモのみだったが、東京湾奥でオカヨシガモの繁殖例が知られる。
　　沼沢池・海岸等で群れを作って越冬。種類によりすみわけが目立つ。
　　餌となる各種有機物の豊富なことに加え、安心できる距離を保てる広さも必要。
・猛禽類
　　千葉県内ではサシバ・トビ・オオタカ・チョウゲンボウ・ツミ等が繁殖。
　　保護区では秋～春(非繁殖期）にかけ各種のタカ類が生息。狩や食痕もよく見かける。  
　　獲物となる鳥や小動物が豊富な各種の環境とじゅうぶんな広さが必要。

２．保護区での繁殖種と状況

・カワウ  繁殖を意識してニセアカシア等をＵＦＯ島や周辺緑地に移殖した（1979年ごろ）。
 保護区での繁殖開始は1994年（新浜鴨場へり）。1995年に新浜海溝のやぐら上に４巣。
 1997年春の浜離宮での追い出し以後急増。湾岸道路沿い緑地でコロニー繁殖。
 1999年よりロープ張り等の繁殖コントロール、2002年より樹木枯死地に営巣やぐらを建設。
　 あわせてコロニー内の生息コントロール区間を設定。
 2002年ごろをピークに以後は繁殖数・就塒数とも漸減。おおむね1000番前後が繁殖。

・サギ類  秋口に周辺緑地やＵＦＯ島に小規模な白鷺類の塒ができる。時に観察舎正面竹竿でも就塒。
　新浜鴨場内  新浄化池・竹内ヶ原は草刈後、刈草をどけて水面を開けると相当数のサギ類が採食。
　にあったサギ  欠真間三角・丸浜川に10月（11月）、相当数のサギ類が入って採食している。
　類コロニーで  鈴が浦岸の切り立った部分（通称さぎどまり）はサギ類がよく休息に利用している。
　は白鷺類4種  新浜鴨場内のサギ類コロニーは1990年代前半（おそらく1993年）消失。
　とゴイサギが  サギ類の減少は周辺の水田や蓮田、水路等の採食環境が消滅した事、
　繁殖  コロニー消失は中心となっていた樹木の伐採等人為的な要因もあったのではないか。

 保護区での竹薮育成はサギ類の繁殖復活を意識。1992年現在の下池土手にメダケを移殖。

・アオサギ  鴨場コロニーでの繁殖は見られなかった。カワウコロニー形成以降、少数が繁殖開始。

・ヨシゴイ  ウラギク湿地と旧淡水池のヒメガマ群落で繁殖していたが、海水流入や水位変動で群落消失。
　 2000年、旧淡水池にヒメガマを移植。ヒメガマ群落は現在は各池に発達しコントロール対象。
 ヨシゴイは1979年から84年まで繁殖。85年以降保護区内での繁殖はなく、渡り時通過のみ。
　 ヒメガマ群落の復活のみでは繁殖復活に至らず。
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・裸池での繁殖種(コアジサシ･シロチドリ・コチドリ）　　
保護区造成後、1974年から1976年まではコアジサシ・シロチドリのコロニーができていた。
1996年　再整備時、導流堤上に砂を置きコアジサシ･シロチドリの誘致を試みる。
　　　　　　デコイ設置と鳴き声を流す。コチドリの産卵は見られたが繁殖成功には至らず。
1996･1997年　カラス食害防止実験（クレゾール入り卵設置）　効果は見られず。
1997・1998年　繁殖をめざし導流堤上の草を除去。コチドリの繁殖行動は見られたが不成功。
1999年、下北岬周辺草刈・トラクターがけ作業、貝殻まきなど裸地化
1999年、下北岬にて、コアジサシ2ペア、シロチドリ、コチドリ各1ペアが産卵。
　　　　　　コアジサシ、シロチドリ各1ペアはヒナ孵るもいなくなる（コアジサシは24年振りのヒナ）。
2000年代～小島岬・下北岬　砂や貝砂で嵩上げ、草除去など繁殖地整備を毎年4,5月に実施
2003年、小島岬にて、シロチドリ、コチドリ営巣、産卵が見られたがカラスによる食害。
　　　　　　コチドリはヒナ確認されたがどの場所で繁殖したか不明。
2004年以降、カラス類が目立つこともあってか、繁殖には至らず。
　　　　　タヌキの繁殖･増加とともに裸地で繁殖する鳥のための繁殖場所作りはあきらめ。
2009年3月、タヌキ食害防止のため、新浄化池、竹内ヶ原に浮巣台（砂利敷きの板）を設置。
　　　　　コチドリは興味を示すが、繁殖には至らず。

・セイタカシギ 1974年　日本初の繁殖が愛知県鍋田干拓で見られた。
1976年　京葉港埋立地で関東初の繁殖が見られた。
1980年　新浜鴨場心字池と北池で保護区初の繁殖。以後毎年繁殖。
　　　　　　この間トヨタ池・みなと池・三島池・下北岬・小島岬で繁殖が見られた。
1988年　前年造成のトヨタ池（後につけられた呼び名）で８つがいの繁殖が見られた。
1994年、造成直後の湊池でセイタカシギ繁殖
1996年、再整備工事でできた三島池でセイタカシギヒナ2羽孵化
1997年、下北岬にて７ペア繁殖。このうち４つがいがヒナを連れて丸浜川をめざす。
　３組８羽のヒナは導流堤をこえるのに人が手を貸して丸浜川に入れ、以後順調に育つ。
1998年、6ペア繁殖するもヒナがすべていなくなる。
1999年、下北岬にて3ペア繁殖、2ペアが産卵。成長したのは1羽だけであった。
2000年、小島岬4ペア。3羽のヒナ確認。新浄化池にあった3巣はすべて卵無くなる。
2002年、小島岬1ペア。ヘビ除けのためにクレオソートに浸した縄で巣を囲む。ヒナ1羽巣立ち。
2003年、小島岬4ペア。前年同様ヘビ対策実施、効果不明。3ペアヒナ8羽孵化。カラス多。
2004年、小島岬にて3ペア繁殖。ハシブトガラスに11個の卵すべて食害。
2005年以降、繁殖には至らず。セイタカシギ自体保護区ではあまり見られなくなった。

・カワセミ 1990年ごろ上北岬海側の崖で繁殖。1988年、造成後の上池・下池間土手で繁殖を試みる。
三島池の斜面では1999年に人力、また2002年8月24日にはユンボ使用で垂直の崖を造成。
翌3月にも手を入れ繁殖が確認された。（巣立ったかどうかは不明）
最近は繁殖場所整備（除草や崖作り）に時間と人手が割けず、実施されていない。
どぶ池等の鋼矢板やコンクリート護岸の隙間などで営巣しているらしいが繁殖状況は不明。

・カルガモ 北池周辺、淡水池周辺等で保護区造成以来カルガモのヒナは毎年見られている。

・オカヨシガモ 1988年　前年造成のトヨタ池（後に名づけられる）でヒナ３羽が見られる。　1998年、繁殖？

・カイツブリ 保護区成立後ずっと繁殖を続けている。

・バン 保護区成立後ずっと繁殖を続けていたが、2005年ごろから繁殖確認ができない年が増えた。

・オオバン 繁殖状況不明。東京湾では2000年以降越冬個体が増えており、保護区でも2005年ごろから
越冬個体が毎年定着。欠真間三角ではカモに混じって餌をもらっている。
1998年、繁殖？　1999年、竹内ヶ原にて繁殖。ヒナ4羽確認。ヘビなどに捕食されたらしい。
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３．誘致・復活策（繁殖種でないもの）
・カモ類 保護区造成から10年ほどはスズガモの大群が入っていた。銃猟からの避難と思われる。

1979年三番瀬銃猟禁止、1986年京葉線沿い高圧線設置。大群は1987年以降入らなくなった。
スズガモが入らなくなったことに続いて、オナガガモ、ヒドリガモ等の水面採餌カモ類も減少。
例年、11月までは数百羽が見られるが、以後は鈴が浦で群れを見ることは少ない。
1996年ごろから鈴が浦岸にカモ餌場として古米やパンを冬場給餌。
1999年ごろから丸浜川餌場にオナガガモの群れが集まるようになった。
2000年頃から三島池のヒメガマを水中で刈って開水面確保。日中の利用はあまり見られず。
　旧淡水池にはホシハジロ、ハシビロガモの群れ（数百羽）が入っていたが近年激減。
　どぶ池にオカヨシガモ・ハシビロガモ・キンクロハジロ等の群れが入るようになった。
（どぶ池には1993年から水車をまわし水質浄化をはかっている）
三島池のカモ類は、ホシハジロなどの潜水ガモからコガモなどの水面採餌カモ類に移行。
池が浅くなった？ガマ・アシなどの繁茂、池周囲の草木の生長によって入りづらくなったか?
夜間はカモやシギが浅い池をよく利用している。日中に入らないのはタカ類の影響か?

・干潟のシギ･チドリ
1993年　 ＰＮファンドからの助成によりウラギク湿地の干潟に山砂・海砂各２（？）トンを搬入。

　チゴガニ等の定着が見られたが、その後泥がかぶり他の場所との大きな差はないようだ。
1996年 再整備工事時、砂質土を用いて小島岬手前に干潟を突き出す実験

　百合が浜と同様に砂泥質の干潟となっており、カワアイやチゴガニ等の定着がめだつ。
　百合が浜に比べると動物層は単調とのこと（風呂田談）
　地盤が高くなり、潮が上がるのが遅いため、シギは比較的よく休息に利用している。

同時期 下北岬横に砂を押し出して小さい岬を造成
　干潟をひろげる役には立たなかったが、竹内ヶ原からの流れによりごく小規模な汽水域となる。
　トビハゼは定着。鳥の状況は不明。
ウラギク湿地横に水路を造成し、どぶ池からの淡水が流入するようにした。

　 　翌年からウラギク湿地東岸にトビハゼが定着。1999年ごろ？にはセイゴ水道にも定着。
　現在、セイゴ水道はトビハゼの密度が非常に高くなっている。淡水流入以前には全く姿なし。
どぶ池からの淡水はきわめて汚濁が進んだ冨栄養的なもの。ゴカイの増加が期待できるはず
だが、おそらくウラギク湿地の底質（シルト・粘土）のために目だった増加は見られず？
鳥の増加は見られず。

2009年 茨城大加納、東邦大多留･中山らにより、百合が浜に汽水池の造成実験。鳥の状況は不明。

・トビハゼの生息状況は、淡水流入と密接な関連があると思われる。セイゴ水道における定着･増加の例だけで
　なく、百合が浜への淡水流入がなくなった(1995年の百合池造成以後）後、トビハゼがいなくなった例がある。

・淡水湿地のシギ･チドリ
1982年　 田の字池造成（水源は雨水のみ）

25ｍ四方の池を４つ組み合わせたもの。深さは０．５ｍ・１ｍ・１．５ｍ・２ｍとし、水保ちや植生の
状況を見た。この広さでは水鳥誘致にはあまり効果がないこと、２ｍの池以外は干天時に干上
がること、掘削１ｍまではアシが侵入し閉塞されること等がわかった。

1988年　 トヨタ財団研究コンクールの助成金により上池･下池（のちのトヨタ池）造成（水源は雑排水）
50ｍ×100ｍの池を２つ組み合わせたもの。深さは０．２ｍと０．５ｍ。
養魚用水車によって酸素を吹き込んだ丸浜川の水を水源とした。
造成の翌年、セイタカシギをはじめ各種（オカヨシガモ、バンほか）の繁殖が見られ大成功。
水質浄化の効果も顕著。ただし浅いためヨシ等の侵入が著しく、人力での対処は不可能。

1993年　 みなと池造成；千葉県が造成、市川南ロータリークラブが揚水システム（養魚用水車・ポンプ
･配管）寄贈、友の会が計画･設置･管理。水深１ｍを基調とした深めの池と浅い部分を造成。
掘った土を盛り上げて斜面とし、水質浄化をはかる。もともと狭く深めのためシギ・チドリには
不向き。カモ類やカイツブリ等には好評。
トヨタ池・みなと池の経験から再整備工事の基本構想ができた。

1995年　 再整備工事１期工事終了　　下北岬・上北岬・百合池・三島池造成
1996年　 再整備工事２期工事終了　　新浄化池等造成

竹内ヶ原・上池・下池・新浄化池；毎年あるいは2年に一度程度干上げて草刈・重機作業。
夏場には除草・草刈を行い開水面確保と植生コントロール等を行っている。
水面が開けるとサギ類はよく入っている。
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４．１９９６年の第２期再整備工事終了後に主に淡水湿地管理として行ったことと状況

下池
　４系列水路造成

1997年

1998年

1999年 三島池の草刈　

2000年 　8月に前年に引き続き、水位落とす。

2001年

2002年

同カワセミ繁殖用崖造成

2003年 三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）

2004年 　3系列三段目草刈（夏） 三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）

2005年 三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）　

ゆり池ヒメガマ刈

2006年 三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）

2007年 三島池のヒメガマ刈

（7月～10月）

2008年 三島池のヒメガマ刈

2009年

5

竹内が原

　ボツリヌス中毒発生のため水位上げ
た。

　4系列全体の草刈

　トラクター作業実施

三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）　

　3系列草刈・トラクターが
け

　4系列全体の草刈・トラ
クター作業実施

　一部3系列草刈実施

　翌1月から重機作業・ト
ラクターがけ

　夏に草刈実施

　全面草刈・重機作業・トラクターがけ

　夏に草抜き・草刈

　夏に草刈・重機作業・トラクターがけ

　夏に草抜き・草刈り

三島池のヒメガマ刈

（カモの渡来前）

　3系列の草刈・トラクター
がけ

竹内ヶ原島つくり

　春にアシの芽吹きを抑えるためトラク
ターがけ。オオバン繁殖。

　８月に水位を下げたところ、タカブシ
ギ、ヒバリシギ、ウズラシギといった淡水
性シギが多く入る。

　前年冬から春に3、4系
列トラクターがけ

　移入したアカガエルの
卵塊見つかる（初記録）

同池カワセミ繁殖用崖
造成

草刈・トラクターがけ

☆妙典からいただき、新
浄化池③ｰ12に入れた土
からハスが芽吹く

新浄化池
1996年

　ポンプトラブル等で揚
水できず草原化

中途から揚水開始

　草刈・ユンボ掘り返し、トラクターが
け。開水面4割程度。

　クサシギ、タカブシギ、コアオアシシ
ギなど入る。

　ミズアオイ移殖

　4系列草刈・重機作業・
トラクターがけ 9月に草刈・

重機作業・ト
ラクターがけ

　4系列草刈（夏）　

　3系列草刈・重機作業・
トラクターがけ

　４系列草刈・草抜き　冬
に重機作業

　３系列草刈

草刈・トラク
ターがけ

6月・9月に草
刈トラクター
がけ

草刈・トラク
ターがけ

　草刈・ユンボ掘り返し、トラクターがけ
行うも雨多く途中で断念。

開水面一部。

　夏に草刈、重機作業試みるが雨多く
断念。

　翌年2月に重機作業・トラクターがけ
実施。

　5～8月にかけて草抜き

　淡水性シギ・サギ類入る

　3・4系列の一部（2段
目・3段目一部）草刈

草刈・トラク
ターがけ

　セイタカシギ、タカブシギ、クサシギ5
羽、ヒバリシギ、アオアシシギ12羽、サ
ギ類でにぎわう。

　前年同様ボツリヌス発生するが、その
まま干上げる。

　春にアシの芽吹きを抑えるためトラク
ターがけ

その他
　造成前にムラサキサギゴケを移殖 サギ止まり草刈開始？

　水が入り、適度にアシ、ヒメガマやコ
ウキヤガラの茂みあり。

　シギ、サギがいつも入る。



５．蓮尾・佐藤コメント

○干潟については、冨栄養的な淡水（どぶ池からの揚水）を、「砂泥質」の干潟に流したらどうなるかを知りたい。
①番の筒口(設置以来利用なし)を利用して、百合が浜手前に流してみたい。
アシが生えられる条件を知っておきたい。
効果的な砂の入れ方を試したい。ポンプによる流しこみとか。
★「楽な」「専門家でなくてもできて有効な」底生動物チェック方法がどうしても欲しい。

○湿地については、「可能な」植生コントロールの方法を確立したい。
　 アシについてはもはやこわいものなし。セイタカアワダチソウなんて目じゃない。

　セイタカアワダチソウのコントロール；生育時期に生育場所を１、２ヶ月水浸しにするだけで可。
　アシのコントロール；ユンボーを用い地下茎部分の天地返しをする。
　　　　春先の芽吹きの時期にトラクターをかけて地下茎を細切れにすればよい。
　ヒメガマのコントロール；アシよりも深い水中に生育し、地下茎の分布もアシより深い。このため
　　　　水位調整や耕運作業がアシよりずっとむずかしい。またアシと異なり、種子からの春の芽
　　　　生えが数ヶ月で背丈をこえ、開水面ぜんたいを覆いつくす勢いがある。ただし穂がついて
　　　　種子ができるまで２年かかること、また発芽時の水深が（おそらく）２０ｃｍ以上あれば種子
　　　　からの生育は不能である（らしい）ことはポイントになるかもしれない。
　　　　○地下茎に対しては、アシよりも更に深めにユンボーをかけて天地返しをした後、トラクタ
　　　　ーを縦横斜めにかけて徹底的に細切れにする作業が有効らしい。
　　　　○種子からの発芽後２～３ヶ月は地下茎がじゅうぶん伸びておらず、手で抜くことが有効。
　　　　１年をこすと１ｍ以上の地下茎が四方八方に伸び、手ではとても抜けなくなる。
　　　　○立ち鎌を用いて水中で刈ることは効果的(三島池で毎年実施）
　　　　○一時的に水位を下げて肩掛け草刈り機で地表すれすれに刈り、すぐに数十㎝水位を
　　　　上げると、ガマの生育は確実に抑えられる(旧田の字池で実施したことがある）。
　　　　ただし、こうした条件で水位調整ができる場所は少ない。
　ナガエツルノゲイトウのコントロール；
　　　　生育の早さ、分断された茎から根をおろす強さ、水中・乾陸どちらも育つことから
　　　　これまでの植生コントロール方法は全くきかない。特定外来生物に指定された所以。
　　　　遮光・塩分導入が考えられるがまだ実験の域を出ていない。
　　　　80～90cm以上の水深では生育できない？

○どのみち、どこかで海水導入は（水門増設による満潮位上昇も含め）考えなくてはならないこと。

○シギ・チドリの誘致というのは、「ゴカイの増加」や「開水面確保」だけでよいものなのか。
彼らの目線からみた「気に入らない状況」というのは何か。
開けた環境とは？必要な面積とは？
天候や人手不足、機械類の不調などにより手を入れられる箇所や面積が限られる。避難場所
・採食場所とも限定されてしまうことがシギ・チドリ類の入らない一因ではないだろうか。

何故に「こざと公園(市川市南大野)」でヨシゴイが繁殖し、保護区には入らないのか。
こざと公園の詳細は知らないが、繁殖場所の周囲が開けた水面。水深も比較的深い様子。
何故にオオヨシキリが減少の一途なのか。モズが減少の一途なのか。
カワウの巣が必ずと言ってよいほど「水面が見とおせる位置」に作られるのはなぜか。
（体重が重く真上に飛び上がれないため、水面に向けて飛びたてる位置が好まれる）
他の鳥にもそうした「必ず必要なもの」があるはず。それは何なのか。
これらの事項はどうやったら調べられるのか。

○目下、植生コントロールのみで手いっぱいになっているが、もっと根本的な淡水の確保があやうい。
新浜鴨場からの排水（海水の2～３分の１近い塩分濃度）がどぶ池に入り、塩分濃度が上昇。

○人手や経費がかからない管理方法への移行が必要。
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