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第７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２２年９月６日（月）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            〃 
後藤 隆    地元住民有志 
東條 等    市川市行徳支所次長（田草川信慈 市川市行徳支所長代理） 

４．参加者 

 ５名 
５．議 事 

（１）開会 

（２）議題 

ア．議題１ リーダーの選出について 

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２２年度の行徳湿地再整備事業の中間報告について 

（資料１－１、資料１－２にて事務局から説明） 

（後藤） 

 ・ 底質と水深で大体生物の様子が分かるような気がするので、St１から９までの水深を確

認して書いておいていただきたい。 

（事務局） 

 ・ はい、確認します。 

（後藤） 

 ・ 深さのデータですが、事前調査の段階と工事の後と両方がありますか。 

（事務局） 

 ・ 事前の高さは調査していません。 

（後藤） 

 ・ わかりました。 

（磯部） 

 ・ 資料１－１にある覆土に用いた土砂ですが、１、２、３、４とあって、それぞれをどの

ように用いたか、どこに用いたかはわかるのでしょうか。 

（事務局） 

 ・ これはわかりません。この覆土は護岸の断面毎に別々に用いたわけではありません。覆

土についてはダンプトラックで降ろしたときに代表を一部採るということで、昨年度のワ

ーキングで風呂田先生からご提案のあった、４サンプルを採ってこれを平均したものを覆

土の粒度組成にするということで、現場でそのとおり行いました。 

（磯部） 

 ・ １と４の中央粒径が細かくて、２と３が粗いように見えるけど、それはどこのサンプル
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を採ったかというより、サンプルを一つしか採らなかった影響の方がひょっとしたら大き

いわけですね。必ずしも２と３が大きかったという断定はできないわけですね。そうした

ら大体０．０５ミリから０．１ミリと考えて、もともとの Sｔ１から９を見ると１から４

は砂質と一応書いてありますが、それの１、２あたりがＤ５０、５０％粒径が書いてある

のが０．１ミリぐらいで、一番大きくて覆土に用いたものは、それと同じかそれより細か

いぐらいのものになりますよね。そういう意味では細かいので、浸食されやすい傾向にな

っているのは仕方がないでしょう。特に５から９のところは大体１オーダーくらい中央粒

径が下がっていて０．０１ミリくらい、非常に細かいですから、それに比べると覆土した

ものは粗いものを使ったという感じですね。０．０５から０．１ミリくらいで実際に浸食

が起こったというところですが、後ろ２枚に覆土の断面ごとの変化一覧がありまして、東

風が吹いたときに波で浸食されるという感じはあるのですか。 

（事務局） 

 ・ 現場を確認したときもやはり波が立つのは、東風で、波が起きる水面の距離も東風のと

きが一番長いように思われます。そのため、東風が吹いたとき波の影響を受ける場所と、

ＵＦＯ島の存在によって影響を受けない場所との差が生まれると思います。 

（磯部） 

 ・ 例えば強風のときに仮に１０メートルの風が吹くとして、東側から風がきたときに何百

メートルかその湿地のところを吹く吹送距離ですが、風が吹く距離で決まりますので、距

離と風速が決まると大体何センチくらいの波になるというのは決まってきますから、それ

から周期も決まってくるので、その波高と周期と使った土砂の中央粒径と勾配を与えると、

その地形が浸食型なのか堆積型なのかというのは大体想像できるので、この場合はおそら

く浸食型になっているのだと思いますが、浸食されて最後に勾配がだんだん緩くなります

ね。緩くなってくるとどのくらいの勾配で落ち着くかは、それで大体わかってくるので、

一回当たってみた方がいいのかなと思います。 

（事務局） 

 ・ ３－３断面のところで覆土を一番厚くしていますので、一旦波の浸食を受けたところは

段差ができるのですが、そこから少し傾斜が緩くなって、今は３割勾配よりも少し緩くな

っている状況は見えます。その辺も可能な限り測ってみたいと思います。 

（磯部） 

 ・ 私が今申し上げたのは、いわゆるシーパラメータというパラメータですが、砂に関して

は実験データがたくさんあり、０．１ミリより大きいくらいのところが一番信用できて、

０．０１ミリに適用するのはちょっと厳しい。まあ、０．０５ミリくらいは使ってもいい

と思いますけど。それで検討、将来予測というか、将来の掘れそうなのか溜まりそうなの

かというのをやっておいた方がいいのではないでしょうか。 

（蓮尾） 

 ・ 風の話ですが、行徳だと一番荒れた天気は南東風です。東ではなく、南東の風です。台

風などは全部南東なので、東より南東の風を気にした方がいいと思います。 

（磯部） 

 ・ 行徳湿地は南東だと湾岸からだから少し距離が短くなる。南東が一番強風かもしれない

けど、どちらかというと東北東の距離が長いので、そこから強風が吹いたときは波が一番

大きくなるので、それとどっちかという話ですね。 
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ウ．議題３ 平成２３年度の行徳湿地再整備事業について 

（資料２にて事務局から説明） 

（東） 

 ・ 事前に風呂田先生とこの件で打合せをしています。先生からは、まずトビハゼの調査に

ついてですが、この度の案の参考としている江戸川放水路の妙典橋の淵での影響調査では

トビハゼの生息している穴を数えて個体数を推定するのですが、江戸川放水路よりもセイ

ゴ水道は大分緩いので、穴がはっきりわからないのではないかという話がありました。こ

れまでここの場所で東邦大の方が調査している経験から言って難しいかもしれないという

ことで、長い目で見た方がいいので、出来るだけ民間の研究者を支援するような形で調査

計画を作れないのかという御意見です。 

（事務局） 

 ・ 風呂田先生からは、セイゴ水道は特異な環境なので、データが調査する人によって変わ

るようではデータとしては活かされないということ、過去に長い間調査された方がいるの

で、そういった方に御指導いただきながら考えた方がよいと御意見をいただきました。ま

ずは江戸川放水路と違った状況であることを御聞きしなければいけないですし、工事の前

と工事の最中とその後の３箇年だけでトビハゼの生息状況を評価するのにはデータとして

は難しいという状況がありますので、その前後を補完する意味でも、長く携わられた方の

データを共有しながらやった方がよいという御意見がありました。 

（東） 

 ・ もう一つは、トビハゼの生息できる場所をもう少し広げたいということです。袋詰め捨

石で根固めをすることで干潟の面積が減って影響が少なからずあるかもしれないので、も

う少し何とか場所を広げるような実験ができないかと。ワンドみたいなものをウラギク湿

地やＵＦＯ島周辺などで作ることが出来ないかというのが風呂田先生の御意見でした。 

（後藤） 

 ・ 気になっているのが、以前はセイゴ水道に捨石を置いて調査をして、何となくこの調査

は捨石を好きか嫌いかという影響の視点で始まっていると思うこと。今、風呂田さんから

あったのは、より積極的にトビハゼの生息地を広げるという視点であるので、行徳野鳥観

察舎の方も含めて現場で見てきた人がそこでのトビハゼの生活史がかなり分かっている部

分があると思うので、まず知見をキチッと整理しておいた方がいいのかなと思います。あ

る程度どういう地形になっているのか整理しないと、トビハゼの護岸を造ったケースもあ

るから、知見を含めて見ておいた方がいいと思う。 

（東） 

 ・ 風呂田先生のお話では、長く研究されている方が知見を出してくれて、今後の調査にも

関わっていただくことはとてもいいことだと思うということですが、これについてはどう

ですか。 

（蓮尾） 

 ・ もちろんその方がいいです。実は市川市でも平成１５年に、緑の国と呼んでいる緑地に

沿った狭い干潟で、細いワンド状になっている所を中心とした干潟の環境調査をやってい

て、そこはまさに護岸のすぐそばなんです。それらを含めて併せることはとても重要だと

思います。あとトビハゼの論文で、泥っぽいところが好きであると言われていますし、間

違いなく淡水が流入していることが大事であるのですが、ただその把握の仕方がキチンと

していないのです。干潟の表面にある水は海水と同じ塩分濃度なのですが、そこの干潟を
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歩いて足跡ができてその足跡に溜まる水というのは、表面より一歩下がった淡水の影響が

はっきりと結果で見えているのです。 

捨石のことだけではなくてもうちょっとトビハゼの知見を集めるのと、比較的楽にでき

るやり方でどういう環境が好きなのかというのをやってみる。それは続けてやってらした

方がまた調査に関わってくださるならば、なお一層はっきりしたことが出るのではないか

と思います。行徳では少なくとも淡水が入ってきたところにトビハゼが増えてきている。

淡水が遮断されたらそこからいなくなるという実例が行徳ではあります。 

（東） 

 ・ ワンドの造成の話まできてます。予算の問題があるとは思いますけど。 

（蓮尾） 

 ・ それについては異論というよりも、今いない所にいられるようにするという効率的なや

り方があるような気がします。先程の事務局の説明にもあったように、高校水門という使

ってない水門のところに、実際、今年覆土が浸食されて泥面が広がってきた。そこがさっ

き私が申し上げた市川市とやった調査に繋がるところなのですが、高校水門の前は深いの

ですけれども、すぐ緑の国の北側の干潟にはトビハゼはしっかりいます。もしかしたらそ

この間を繋ぐようなことをやると面白いのかなと思う。それは実は工法的にも固いところ

で出来るので、固いところから泥を入れるということでできます（１－１断面前の南側あ

たり）。先程のウラギク湿地については、地盤が非常に緩い所なので重機が入れないし、い

ろいろな点でかなり困難なので、楽に生息場所を広げるとしたら重機が入って手が入れら

れる所からやってみたらどうかなと思います。 

（磯部） 

 ・ 調査を手伝っていただくのは賛成ですが、そうすると多くの人が関わるということなん

ですか。限られた人でやればマニュアル的なものがそんなにしっかりしていなくてもいい

けれども、ある程度複数になると個人差が出るといけないので、相当やり方を決めて、そ

れ自身が私たちも勉強になると思うので、そこで決めたやり方をするのがいいのかなとい

うのが一つです。 

それから、高校水門の前はやる価値はあると思いますけど、現状のＳｔ１、Ｓｔ２は０．

１ミリくらいで粒径が比較的粗いですよね。風が吹いたときには波が立って細かい成分は

なくなる場所だと思うので、０．１ミリくらいの土砂の粒径分布でも良いか悪いかが分か

ると思いますから、それで大丈夫かどうかは最初にチェックしておいた方がよいと思いま

す。 

（東） 

 ・ トビハゼが生息できる粒径ですね。 

（磯部） 

 ・ 基本的に今いない所にいられるようにしようという発想は賛成ですが、だからといって

始めから駄目なものをやっても仕方がないと思います。 

（後藤） 

 ・ もともと護岸をいくつか考えてこれからやって行きましょうと、例えば工事が進みセイ

ゴ水道の方までやった場合に、どういう形であればトビハゼが棲みやすいかというのをと

にかく早くやってみましょう。他のものに影響がなければ、出来るだけそういうことは積

極的にと思ってます。 

（東） 
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 ・ トビハゼの話ばかりやってきましたが、あと、底生生物調査を含めて今度の対象範囲・

方法・工事実施に関する配慮事項はどうでしょうか。対象になっているのが、アナジャコ

とトビハゼ、底質、底生生物ですね。これ以外はあまりなくてもいいのではないですかね。 

（後藤） 

 ・ 今回予定の１８０メートルの中で今実際に鳥も含めて、どういう使われ方をしているの

かは、一応現地を見ている方にヒアリングして、チェックしておけば工事を進める上でい

いのかなと思う。調査そのものに入れるかどうかは別にして。 

 ・ 資料２で、県としては袋詰め捨石を三列置くということですが、ＵＦＯ島に隠れている

ということがあるし、ここはあまり浅くするというのは使われないかな、よくわからない

ですけど、どういう結果になってくるか。 

（東） 

 ・ 逆でしょう。 

（後藤） 

 ・ 浅くしたらもっと環境がよくなるとか、それは予算の話もあるので、その辺厳しいこと

になる。せっかく湿地側で実験をして導流堤の護岸がよくなることを考えてきたわけです

から、この中でもちろん基礎的な部分、構造上は最低限ここら辺までは必要ですよという

部分はあったのですが、その先もうちょっと積極的にものを考えたときにそれが出来るの

だろうか。 

今回の護岸ですけど、土を盛ったときに例えばこういう角度だと土は流れてしまうとい

うのは分かっているわけですよね。それでは崩れたときに、低潮帯でどの様なものがあれ

ばどういう生物がつくかとか、崩れている所で砂が溜まっていくような構造が原始的な方

法で造れないかどうかというところは少し研究しておいた方がいいのかなと思います。例

えば松杭を入れたり、粗朶が入ったときに低潮帯のところまでは土が溜まるとか、そうい

う実験をどこかでやっておいて将来トビハゼの生息のために少しアイデア化しておかない

と、捨石がセイゴ水道にかかったときに、ここがもし駄目になったとすると、むしろこち

ら側に積極的にトビハゼをつける実験をしていく場所の可能性について検討しておいた方

がいいと思う。それは大きな予算で全部やるということではなくて、小さな実験をやって

うまくいけば、それを進めていく方法がいいと思いますので、それは向こう側の工事にか

かる前に、出来るだけ早い時期に実験的なものをやった方がいいのかなと思います。 

（蓮尾） 

 ・ トビハゼが一番多くいる場所はセイゴ水道です。実を言うとセイゴ水道は１９９５年以

前には、皆無だったと言っていいと思います。ここの再整備に当たってこの水路を掘りま

した。ここから水がウラギク湿地の方に流れるようにしたのです。ウラギク湿地のこの辺

りはトビハゼがいたのですが、セイゴ水道にはいなかった。それで水路を掘って流れるよ

うにした後、急激に増えました。おそらく２、３年で非常に密度が高くなったと思います。

それまでいなかった所にいるようになったという大きな実例です。 

（東） 

 ・ ウラギク湿地にいるのが今、数百匹くらい。ユリが浜の北の方にいるのがいなくなった

のですが。 

（蓮尾） 

 ・ カウントしても分からないと思う。ユリが浜のこの辺りが比較的トビハゼがいた場所な

のですが、再整備でこの池を造って岸を固めてこちらに流れている小さな流れがなくなっ
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たときに、トビハゼは非常に減っていると思います。皆無ではないかもしれませんが。 

（東） 

 ・ まあ何十匹くらいでしょうね。 

（会場） 

 ・ ユリが浜から築山になっている北側の縁には、トビハゼが結構います。 

（蓮尾） 

 ・ いても少なかったという場所も現地からの水の流れが出来て増えました。だからＵＦＯ

島のここにもいると思うし、以前に比べてトビハゼのいる場所は増えてきていると思いま

す。再整備で造られた池から水が横に逃げるので、ホントにわずかな小さな流れがそこら

じゅうにあり、おそらくそれが利いてるのではないかと思います。こちら側（東側緑地護

岸付近）では見ないですよね。 

（東） 

 ・ そこはそのままコンクリートになってるから、みんな大体流れてしまいましたよね。少

し出っ張っている所がありますけどね。 

（蓮尾） 

 ・ もともとこちら側であまり見たことがないです。千鳥水門の際でもいないですね。おそ

らくそういう所はトビハゼ向きではないのだろうと思います。 

（東） 

 ・ トビハゼの生息環境の条件として、一つは淡水の流入、どろどろして、イコール潮の流

れがあまり速くない所、大体実態はそのようなところです。 

（会場） 

 ・ こういう鳥が増えて欲しいとかいう話はしていますが、トビハゼが最重要な生き物なの

でしょうか。 

（東） 

 ・ これは風呂田先生からの話なのですが、トビハゼは東京湾が生息の北限と思われ、東京

湾に一番近い所では浜名湖まで行かないといないのです。東京湾の多くのトビハゼの供給

源はどうも保護区（行徳湿地）みたいですよ。江戸側放水路でもなくて保護区が供給源に

なっているでしょうというのが風呂田先生の説です。貴重種ということで、この保護区が

トビハゼには配慮していかなくてはならない役割をもっていると思います。 

 ・ 生物生息環境調査をまとめますと、トビハゼの調査については、過去からやっている方

にお願いできるものはお願いしたい。また、そこから知見の整理、それからかなり長い期

間のモニタリングを何とか一緒に出来ないかとアプローチしてみたいですね。それからワ

ンドの造成については、ウラギク湿地等にいかないで、高校水門の先とかでやれそうな所

があるので、それを検討してみたいと思います。あとはＵＦＯ島の後ろの底生生物調査で

すが、鳥の使われ方を聞き取りしてまとめておいた方がいいのではないでしょうか。 

 ・ 次に導流堤改修工事の概要ですが、資料２の赤線で書かれた平成２３年度の工事約１８

０メートルについて、今年度やった１－１から５－５までのどれかの断面でやるのか、も

っと複合したような形を考えるのか、皆さんの御意見を是非いただきたいと思います。 

（蓮尾） 

 ・ この結論は今回出さないといけないのですか。 

（東） 

 ・ いいえ、もう一回ワーキングで出来ると思ってます。 
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（蓮尾） 

 ・ やはり風呂田さんがいらっしゃるところでやりたいなと思います。 

（事務局） 

 ・ 次回、今回の結果なども踏まえてまた御提案したいと考えています。 

（後藤） 

 ・ その時に、水深がどれくらいあるとかわかる範囲で結構なので、ここの工事範囲（Ｈ２

３予定区間）のところに書き込んでいただきたい。 

（事務局） 

 ・ 工事の測点ごとに測量委託したデータがあるので、図面に示したい。 

（磯部） 

 ・ ４－４、５－５の断面の袋詰め捨石の沈下の状況はチェックしていますか。 

（事務局） 

 ・ 据えてからは殆ど沈下していなかったと施工業者から聞いてます。 

（磯部） 

 ・ ここは泥っぽい所ですよね。そうですか。それならいいんですけど。 

 ・ 水路みたいに出来ているということは、それは流れがあることですよね。そうすると流

れによって洗掘されながら、段々沈下していくことも考えられるわけですよね。 

（事務局） 

 ・ 高さは工事が終わった後も確認できますし、覆土していないところも測っていますので

確認できます。 

（磯部） 

 ・ 法勾配は２：１でも１：１でも袋詰めにすればそんなに安定性に効いてくる話ではない。

１－１から３－３の断面では、覆土は浸食だけではなくて捨石の空隙に泥が落ちるという

ことはないのですか。 

（事務局） 

 ・ 網の中に入ったということは確認できませんでした。 

（磯部） 

 ・ 長期的なことを考えると、空隙に泥が全部詰まるというのが自然です。空隙のままとい

うことはありえない。逆に言えばそれだけ泥を入れてやれば、後はそれ以上はいかないと

いうことですよね。 

（事務局） 

 ・ 覆土の潮間帯でない上の所は乾燥してきて結構固くなってきています。 

（磯部） 

 ・ 水位より下の所で要するに水みちみたいなものが出来ますから、それでどんどん細かい

ものは下に落ちていってしまうと思うのです。浸食と言っているものの中にそういうもの

が含まれている可能性があるということだと思うのですけど。 

（事務局） 

 ・ そうですね。それは確かめられる所で見ていきたいと思います。 

（磯部） 

 ・ 特に沈下の激しくない今までの５－５の断面までということであれば、骨格として１：

１で造るということはいい。そのあと覆土はどうするのかという話があるのであれば、そ

れはそれでまた議論すればいい話です。 
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（東） 

 ・ 袋詰め捨石護岸の前の深さは今どれくらいあるのですか。 

（会場） 

 ・ 胴長を履いている人だったら干潮時には歩いて渡れます。ボートだと干潮時は底がつい

てしまうくらいです。 

（磯部） 

 ・ ただそれは埋まらないという理由は流れがあるからなのです。もし流れが全くないので

あれば、そこは埋まってしまうわけです。 

（東） 

 ・ 随分浅くなったかなという印象なのですが、どうですか。 

（蓮尾） 

 ・ 昔も今も潮が引いたときには殆ど全部干出してしまう場所だったはずで、埋まっていか

ないのは埋まるだけの土量がどこからも供給されないからだと思います。 

（磯部） 

 ・ 大潮の干潮に近い辺りで水深が相当浅くなると目で見ても流れがあるように見えますか。 

（蓮尾） 

 ・ うまくタイミングを合わせて見てないのですよ。 

（磯部） 

 ・ その時の流速で深さが決まっていると思うのです。 

（会場） 

 ・ 大潮のときにボートでＵＦＯ島に向かって高校水門のあたりから漕いで行こうとすると

きに一番抵抗があるので、多分、導流堤とＵＦＯ島の間の水路には高校水門側に向かって

潮の流れがあると思う。 

（磯部） 

 ・ 粒径が小さいからかなり微流速でも泥（底質）は動くので、それで大潮の干潮のときに

水深が非常に浅くなってそれで掘られて、ある程度深くなると流速が小さくなりますから

溜まっていて、だからといって大潮の干潮時に干上がるくらいになるとスピードが速くな

って掘られるので、ある程度入江みたいになっているのだろうと思うのです。 

（東） 

 ・ どういう形状が出来るのかということがあるのですが、形状についてはどうでしょう。 

（磯部） 

 ・ それでいいと思う。先程の話の続きとして、ある時に大潮の干潮になると完全に干上が

るとします。そうすると突然流れがなくなるので、そこ全体が埋まる可能性がある。状況

が一気に変わる可能性がある。あまり下手をして埋めるというのは水の流れが変わってし

まう可能性があります。 

（蓮尾） 

 ・ この間ようやく断面が出来たところを見せていただいたのですが、石が露出している所

より覆土された部分が浸食されて逆に干潟の方が少し見えるようになってきているのです。

それはそこにいる生き物が埋められてしまって困るということではなくて、逆に生活でき

る範囲が増えているという印象を強くもちました。ただ磯部先生がおっしゃったように実

際にいつもＵＦＯ島と導流堤の間がずーっと干潟になりっぱなしで、そうなるとアシが生

えてきて、ただトビハゼは喜ぶ。だから私は流れることを前提に覆土をしてあった方が嬉
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しいのですけれども。 

（東） 

 ・ ２－２ないしは３－３の断面というようなイメージですね。 

（蓮尾） 

 ・ それが後々のためにもいいのかなという気はしています。 

（東） 

 ・ あと、今回の工事区間で鳥としての何が特徴づけられるのかという話ですが、サギがね

ぐらとして使っているということぐらいかなと思うのですけど。 

（後藤） 

 ・ そこはＵＦＯ島があって、形態として非常に特殊な場所なので、そういう所があっても

いいということなら、よく見極めた方がいいのかなと。こっち側と同じように土砂を入れ

たらその土砂が溜まっていって、潮が引いたときにそこの部分が高いと多分埋まってしま

うと思うので微妙なところだと思う。 

（東） 

 ・ だからサギがねぐらとして使わなくなるのはいやだなというのはあります。もう一つは、

強い北西風が吹いたときに、この辺に鴨が少し風除けに入ります。それからこの間ＵＦＯ

島を歩いたときに、間もなく決壊するという感じですね。 

（後藤） 

 ・ だから積極的な理由が見つかれば議論するし、検討していけばいいのです。基本断面と

しては同じですから、あとはどのようにやっていくかというだけの話です。一番気にして

いるのは、千鳥水門を拡幅したときに、全く周りが想定していないこと、違う水位なり、

流れなり出てきた時に、そこまでは想定出来ないのでしょうけども、少し水門を拡幅した

場合どの程度の潮位差が出るとか、その辺を意識しながら今回間に合わなくても、長期的

に検討していく必要はあるのかなと思います。 

（東） 

 ・ 私がお話したのは蓮尾委員から２－２、或いは３－３の断面がこの区間にはいいのでは

ないかという御提案があったので、僕が知る限りの特徴付けるような鳥への影響はどうな

のでしょうかというところなんですけど。 

（後藤） 

 ・ 例えば２３年度は、基本的なことをやりますけど、予算の問題があって積極的に出来な

いのであれば数箇所小さな実験だけやってみて、そのあとは長期的にそれを見ながら将来

のためになるものを検討してみてもいいと思う。トビハゼの話ですが、行徳の一つの代表

種なので、セイゴ水道でも試行した結果だめであっても、出来るだけどこかで確保すれば

いいのではないかという意図もある方がいいと思う。また、多分、地形を造ることがある

ので、淡水の影響が随分あるなら、その辺を考えて、セイゴ水道の工事に入る前に議論し

て整理しておかないといけないのかなと感じます。 

（東） 

 ・ 蓮尾さん、サギへの影響などはどうですか、。 

（蓮尾） 

 ・ 風除けの部分というのと、人が近づかなくて安全な部分と、なだらかに干潟が続いてい

る所に出るというよりは、ちょっと水から崖みたいに上がっているところを好んでいると

いう傾向はあるのかなと思います。風除けに関しては今回の工事で影響があるものではな
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いと思います。 

（東） 

 ・ ＵＦＯ島は狸が唯一行かれない場所ですね。 

（蓮尾） 

 ・ 狸も行ってます。だから狸の唯一行けない場所ではないのです。 

 ・ 先程にこの結論は今日出さなければいけないのかを御聞きしたのは、今工事がそこにつ

いたし、今年のも終わっているので、その状態の変化をこれから見ていけると思います。

その様子を見ながら大体今年の様子は見当がつくのではないかなと思います。 

（後藤） 

 ・ 蓮尾さんが言ったように一度みんなで見に行く機会を作っていただいて見ながら考える、

その次のワーキングの前あたりにセッティングしていただいてはどうですか。 

（東） 

 ・ 護岸は日曜・祭日に緑の国に入って、ビューポイントから見られます。 

（後藤） 

 ・ 日にちを設定していただいて皆で一緒に見たほうがわかりやすいと思います。 

（東） 

 ・ わかりました。この件は次回のワーキンググループでもう一度検討し進めることになり

ますね。 

（蓮尾） 

 ・ 出来ればその前に現地見学ということですね。現地で検討という手もありますよね。 

（東） 

 ・ そうですね、現地見学をやりましょう。 

 

 

エ．議題４ 行徳湿地の将来像について 

（東） 

・ 追加資料１は蓮尾委員に、再整備の基本計画ができて１５年経った現状がどうなってい

るのかをまとめていただいてます。 

（蓮尾） 

・ 大きなところでは当時の計画では、行徳鳥獣保護区の本土部分と言われている所を水路

で他の場所から切り離して大きな島状にするということがありました。当時は野犬の侵入

が激しくて地上で繁殖する特にコアジサシとかシロチドリの繁殖は難しかったので、大き

な島状にしたら何とかなるのではないかという認識だったと思います。ところが現在は、

中の湿地帯に真水を引くにしても電気などのライフラインが引かれていて、それ無しには

ここは維持できない状態になっているので、ここを切離すというのは現況にはそぐわない

かなと思います。 

あとは当時の計画で、雑排水を用いてその浄化を図りながら水鳥の用地を確保すること

自体は、一応現在の浄化システムが働いているのですが、やはり飲み水にはならない。当

時は江戸川の水くらいの水質というところまでいってたのですが、やはり管理作業に相当

の時間をかけないといけないのと、横に逃げてしまうことに対応が考えられていなかった。

だから水をゆっくり流して浄化を十分に進めて海に流すという計画は現在も十分には出来

ていません。３日くらいかけたかったのが１日で出てしまうということですね。それは今
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のところ改良のしようがなくてやってます。いろいろな点で淡水を導入するということが

まだ十分ではなくて、この先も何とかしなくてはいけないところです。 

もう一つは、自然の遷移、要は森林化が進んでいます。ここの保護区が造られたもとも

との目的が、かく乱された環境、例えば洪水や耕作や潮の満ち引きだったりして絶えずか

く乱されて、そのために植生が安定しない状態を好む鳥を復元したい、という計画だった

わけです。ところが再整備計画が第二次まで進んだ後ここ十何年というのは、毎年進んで

いく遷移をある段階で止めようとその戦いに終始しています。果たしてこんなことをいつ

までもやっていていいのかという不安はあります。ただ、やればやっただけのことがあっ

て、こちらの管理作業が思惑通りに進むと淡水に生息するシギがやっぱり来てくれたなと。

今年は去年から相当頑張って、裸の地面や水面を造ろうとしてきて、その結果一応ごくわ

ずかではあるけれども、クサシギとかヒバリシギが今年も確認されている。あと今年はヒ

クイナという当初からずっと目標にしている鳥が初めて１カ月以上も滞在してくれました

が、繁殖の確認は出来ていないし、多分繁殖しなかったと思います。だから目標としてき

たこと、やり方が完全に違うよと言われたらまた別なのですが、それはただ不十分であっ

たと。それで当面苦労しているのは淡水源だなというように考えています。 

あと現在の千鳥水門は十分に働いているのですが、出来てから３５年くらい経っている

ので、補修も考えなくてはいけないでしょう。それと併せて水門の増設を考えた場合に、

大潮の満潮時あるいは南風が重なったりしたときの最大水位は今よりも最大で３０センチ

以上上昇するだろうと。現に秋の異常潮位という高潮の時に、一様な環境である奥域のウ

ラギク湿地の大半に海水が入って、観察路が水没していることを体験していて、そうなる

のが望ましいのかどうか。だから追加資料１に現状として書いてきたことは、基本計画は

１５年経っているので、キチンと見直しておいた方がいいのかなというように思います。 

当面この先もいろいろな点で論議しなくてはいけないのだろうと思うのは、一つはサク

セッション（遷移）が進んできて森林化がはっきりしていること。それは一つのりっぱな

自然回復だと思いますが、ゾーニングということも考えなくてはいけないかなと思います。 

３０何年もしっかりと殆どそのまま維持されてきた環境というのはとても大事です。今

の環境をしっかり維持していったり或いは私たちがいつも言っている生き物の都合を最優

先にして、人は二番目、それで人も十分に楽しめる、生き物も生息できる、そういう望ま

しい方向にやっていく、それが高い志と言っていいと思います。ただ、私は野鳥観察舎の

職員としてやはり非常に心もとないのが、今実際にそれについて働いている私たちの状況

というのはちょっといっぱいいっぱいだなと思っていることです。 

（東） 

・ 要は将来像や、利用ではなくて、環境面での過不足を見直しましょうというのが事の発

端でして、追加資料１の１枚目がベースになるのだと思います。利用計画は別にやりたい

と思っていて、千葉大学の木下先生のお話を聞くことから始めようと考えていますので、

今日の議論からは外したいのです。管理計画とかモニタリング計画もまた少し違う話かな

ということで、純然に環境ということを考えると（１）の「鳥類の生息地としての整備」

で目指していると思うのです。内陸性湿地の整備として、こういう目標を掲げました、バ

ンとかカイツブリは繁殖してくれました、でも少数ですと。淡水性のシギは、みんなで頑

張って葦を刈ったりして維持してますけど、シギが少数やっと入ってくれるという程度で

すというところが実態かなと思います。これは蓮尾さんの資料にも書いてあることですね。 

それから「干潟・海域の整備」ということで目標を掲げてますけど、干潟に砂を投入す
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ることで底質の改善を図ることはやってないですね。 

（蓮尾） 

・ 今の工事のはす向かいの小島岬のところでやりました。砂の投入の規模としては小さく

はないです。 

（東） 

・ そうですね。シギ・チドリは観察舎の正面に出てる干潟と行徳湿地に入ってるのが何百

羽の単位だったかなと思うのですけど、１９８０年前後が一番多くて段々減ってきて、今

が数十羽の下の方かなという感じがします。多分８０年以降は、今の三番瀬、船橋海浜公

園が出来たり南行徳漁協が行徳の前の三番瀬に人工干潟を造ったりして、その周りに干潟

が出来ていって、どうもそっちの方に行っちゃったのかなと、同じように江戸川放水路の

シギ・チドリも減ってます。 

この十年くらい考えると、特に越冬しているハマシギが三百くらいはいたのですが、こ

のくらいの時期からは殆ど見なくなりましたから、三番瀬船橋海浜公園とか南行徳漁協が

造った干潟の方へ行っているのだろうということですね。だからそういう意味で少し役割

が変わってきているかなとは感じている。 

（蓮尾） 

・ シギ・チドリは三番瀬についても決してどこが増えたとかという感じではないのです。

東京湾の谷津干潟を含めて、どこもみんな２・３の種類を別にとするとシギやチドリの生

息状況は下降です。 

（東） 

・ それは最近の話ですよね。わかりました。それと③の「水鳥類の繁殖地」のところで、

コアジサシはいろんなトライをしましたけど、どこも無理そうだと書いてありますね。私

もそうだと思います。カモ類などの上陸するスペース、これはやらなかったですね。緩傾

斜の自然石積みなどを造成し、水鳥が上陸して休息出来る場所にする。 

（蓮尾） 

・ あまり必要がないのではということで。 

（東） 

・ 湾岸道路側の緑地護岸の前にデッキや緩傾斜の護岸を造って、ここにカモとか水鳥が上

がるようにしておこうと当初から計画していたのですけども。 

私の方で強引にこの資料に沢山書かれていたのをまとめてしまったのですが、要は大事

な視点は磯部先生がずっとアドバイスくださっている、何でもかんでもこの狭いところに

入れるなよって、そう考えること自体違うぞとおっしゃられているその視点だと思うので

すよ。その視点で環境、あるいは目指すべき鳥をもう少し絞っていく話なのかなと思う。

それから周りの環境も随分変わってきて谷津干潟だとか三番瀬の状況といったことから或

いは葛西の東渚、そういったところを見据えて、行徳保護区のあり方というのを皆さんの

知恵を出しながら方法を修正していければと考えています。 

（後藤） 

・ 葛西とか三番瀬を含めて行徳を見た場合にここの位置付けがあると思うので、ここは移

行帯を造ろうとされていたところですよね。皆さん統一の目標として、鳥ということを軸

にしながら考えるのがすごく大事で、現場に携わっている人たちの意見も含めて、教えて

いただいた方がいいと思う。 

（東） 
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・ まず会場の皆さんから意見をいただきましょう。遷移をどう止めていくのか、或いは止

めないのか、どの辺が目標なのかというところは議論しなければならないでしょう。そう

いうところを踏まえて東京湾奥の保護区として他の地域と役割分担しながら、どういう機

能を発揮していくのがいいのかなと思うのです。 

（会場） 

・ 現在の保護区、淡水湿地と言っているけれど、実際には淡水などないじゃないですか。

汽水です。私は全部干潟にしたい。あくまでここはシギ・チドリの生息地としてやりたい。

だからトビハゼは二の次でもいい。ただそのためには、深みを埋めて水門を増設し潮汐差

を大きくして干潟面積を大きくしたい。全部干潟にしたいし、クサシギとかでいいのです。

三番瀬とか他と一緒でもいいのです。陸部を全部削れば植生も抑えられます。 

（東） 

・ ありがとうございます。他に御意見があれば。 

（会場） 

・ 森林化が進む中で、干潟が多い方がいいと考えていますが、あの森林化された所を干潟

にしようと思っても、ただ切っただけでは多分林はなくならないと思う。 

（東） 

・ 自然環境面での将来像をどうしようということで、平成６年の基本計画について見直し

してはという話をしたいので、そういう御意見をもう少しいただきたい。 

（会場） 

・ 完全に対極的な意見ですが、基本的には今のままの雰囲気でいいのかなと思います。淡

水ではないと言われましたが、海水に近い汽水でもあるわけで、淡水の鳥も入っているの

で、ある意味では淡水を考えた場所であるし池もあるわけです。その中で、淡水に棲んで

いる鳥を誘致するのが一つの目標ですし、こちらもそれを目指して作業はやっています。

ある意味淡水から海までの流れをちょっと凝縮したような場所であると思いますし、もと

もとは行徳とか妙典にあった雰囲気を葦原とか蓮田を思い出すような感じで造成された場

所です。観察会で中に入った場合に鳥が見られなくてもこういう場所が懐かしくて喜んで

いる人が結構いるわけです。その中で鳥から見た湿地があり、葦原があり、木や干潟があ

って、逆にこういう場所自体が今東京湾にあまりないので、今の雰囲気を大事にしてその

上で何かしたいと考えています。問題となっているところをピックアップするより、今あ

るものがこういうことに良いんだよという話がもう少し出るかと思います。 

（東） 

・ 要は追加資料１の整備計画の概要として挙がってる（１）の「鳥類の生息地の整備」の

４項目に代表されるようなことが今オーソライズされたようなかたちでの保護区の方向性

なんですよと。それを削ぎ落とせるものは削ぎ落としたいなというのが、要はあまり総花

的にやらないでもう少し絞れないかなという話がしたかったのですけど。 

（会場） 

・ 造成されて出来た保護区の淡水湿地の管理作業がもう少し何とかならないかなと思いま

す。あと宮内庁の鴨場の北池は東京湾の数少ない環境で、葦原の重要な環境の一つと思う

のでその辺の考えが必要と思います。 

（蓮尾） 

・ 河口のような汽水域に棲むシギやチドリには淡水源は必須のものであって、その淡水を

中心とした湿地が東京湾の中では一番先に皆無に近くなってしまった環境でもあると。そ
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ういうものを何とか復元しようとずっとやってきて、そのための淡水源として、雑排水の

浄化まで含めてそれをなんとか確保しようとしてやってきましたが、その結果として残念

ながら淡水の鳥は数から言ったら微々たるものですけども、もしかしたら広さ的にもそう

いうものなのかなっていう気もしないではないです。よそでもっと狭い場所で淡水の鳥が

繁殖しているのを聞いたりすると、何か足りない要素があるのかなと思います。ただ、管

理に携わってきた人間としては、まだ淡水というものを目指してあがいてみたいと。 

・ 淡水を好むカエルやトンボに関してもうちの保護区は十分に価値があるものと思います。 

・ 今の眺めも嫌いではありませんし、好きだと言ってくれる方たちもいる。だから良いと

ころを言ってもいいと思いますが、今の友の会の財政状況から言ってそうせざるを得ない

のかもしれない。ただそうではなくて、先への見通しとか先への夢を持たずには人間動い

ていけないので、もっと夢をもって堂々とやってもいいのではないかなと思います。リセ

ットも可能なのですが、やはり三十何年培ったものをもう少し大切にして、いいところも

探してもいいのではないかなと思います。 

（後藤） 

・ もし昔の行徳の水田や蓮田、妙典側に淡水がありという、それを全部なくすんだったら、

全部どこかに人工海浜を造ればいい話だと思います。 

・ 僕がちょっと感動したのは、行徳湿地には葦が生えててそこにカニがいて、淡水があっ

て、そこで釣りやるとウナギが釣れたりして、昔は海のそばでは当たり前の風景で、そう

いう意味では今では全部なくなった風景があそこにはある。 

・ 要するに行徳の原風景というのは人が葦を刈り、そうやって海を使いながらやってきた

部分があって、行徳湿地はどうしても手をかけながらということになると思います。そう

すると今までやられてきたことは間違いではないし、もうちょっとそれを進めていく時に

は明らかに淡水の量が足りないと思いますし、今ポンプで揚げてやってることが出来るだ

けその自然のメカニズムが働くことなんですけど。多分土砂供給をやるとするとそれをど

うやって補いながら強化していくか、そういうことを目指すべきではないかなと、僕はい

つも考えています。それは行徳の内陸性湿地たる所以ですよね。 

（磯部） 

・ 新浜湖は５０ヘクタールくらいで狭いので、鳥が何万羽という単位で飛んでくる所では

ないのが自然ですよね。ということは、やはり数で勝負することは無理だし、やってはい

けないことではないかという気がしています。そうすると、種類で勝負なんだけど、それ

ぞれの生物種なりに最低の面積ってあると思いますし、ないものはとりあえず仮にこれだ

と決めることも出来なくはないと思います。もう一つは、現状はここまでやってきたわけ

ですから、現状のいろいろな生物種の分布を認めざるを得ないし、それを出発点にしなが

らそれぞれの種とか或いは仮に今いないものも入ってもいいけれども、それはそれで最低

限必要な面積というのがあるとすると、ある程度これとこれとこれっていう面積で取り合

いをして、これ以上入らないというのがあると思うのです。そこまでいけば後はどのよう

にそれぞれの生物種に適した環境を造っていくかという話に進んでいけるので、淡水が必

要であるとか或いは潮汐の差を大きくするのか、深掘れを埋めるとかいろいろなことがあ

るのですけれども、そのステップに入りつつもその前の話として大体どれが何ヘクタール

くらい必要なのかというのは当たりをつけていかないと、あまりにもモザイクになってし

まうと何も進めないということになります。そこは考えていく必要があるという気がしま

す。ここは結局は人工的なところと言わざるを得ないので、その自然の遷移についてはあ
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る程度メンテナンスで補足してやるか止めてやるかということは考えざるを得ないのでは

ないかなと思います。つまりは本来ならば自然の遷移で別のところに移っていかなければ

ならないのだけれども、ここは移ることが出来ないわけです。 

（東條） 

・ 本当に今の森林化が進んでしまっていることはいいことなのかどうかを、どこかで結論

づけなくてはいけないと思います。あと周りの緑地もだいぶ木が大きくなり本当にあれで

いいのかなと思います。あと市の方には、これからいろいろと議論されるんですけれども、

貴重な自然なので一般の人もあそこに踏み込んで、何らか携わりたいとか、そういう環境

に触れ合いたいという方が多いものですから、そういうことも踏まえて将来像の方向性を

定めて欲しいと思ってます。 

（東） 

・ いずれにしても後背湿地という位置付けでここまできてて、それをどうしていくのとい

うことで、１６年前に作られた計画を見直せるものなら見直したいなと思うのですが。今

日のこの話を基にして、蓮尾さんの方で将来像の案の作成をお願い出来ませんか。 

（蓮尾） 

・ 家庭の事情がありまして今の状況で作成するのは難しいですね。 

（東） 

・ ある程度まとめておきたいようにも思うのです。ここまで議論したし、何らかの方向で

まとめられないですか。今日の保護区の自然環境としての将来像の案みたいなもので、次

のワーキングでこれでやろうとかこれで見直そうとか。 

（事務局） 

・ まずは今日の内容をまとめまして次回のワーキング前に御相談させていただきたい。 

（東） 

・ わかりました。 

（後藤） 

・ 質問ですけど、丸浜川の塩分濃度が相当上昇しているとはどういうことですか。 

（蓮尾） 

・ 鴨場では、千鳥水門の近くから海水をくみ上げて、鴨場の池を循環した後で丸浜川に排

水しているため、丸浜川は今淡水としての利用をすることは厳しい状況なんです。淡水が

入ってくる場が殆どなくなっちゃったようなものなんです。 

（東） 

・ 行徳湿地ではこっち（湊排水機場背後地）から淡水が揚がってくるんですけど、（スクリ

ーンの鴨場取水位置を指して）鴨場では海水をだいたいここから取水して塩水をここ（丸

浜川への排水位置）から捨てるんですよね。それが塩分濃度を上げる大きな要因になって

ます。 

・ 現状のこっちに捨てると苦情がくるから、ここ（湊排水機場背後池）へ捨てるんだと言

いだして、そうなると行徳湿地に塩水を汲みあげなければならなくなるので大変だねとい

う話。 

（後藤） 

・ 丸浜川は淡水を全く頼るところがなくなる可能性が出てくるわけですよね。それはある

程度考えておかないとまずいですよね。 

（東） 



16 

・ そうですね。それは千葉県も市川市も例えば下水処理場の三次処理水とかそういうこと

への交渉はしていただいていますけども、なかなか前へ進まないというような。 

（後藤） 

・ それは整理しておいた方がいいですよね。はす向かいのところで取れるものがあるかも

しれないということで。それを今やっておかないと、いろいろ話が違ってくると全くの海

水になっちゃうとそれはどうするのか。 

（東） 

・ だから現状はそうですし、もう一つは宮内庁と情報交換が出来ればいいのですけれども、

まだ手のつけどころがないという状況です。大体よろしいでしょうか。 

 

オ．その他（報告事項） 

（事務局） 

・ 丸浜川の導流堤改修工事の件で報告事項があります。現在、導流堤改修工事として丸浜

川で盛土工事をしていますが、地盤が軟弱なせいもあり、盛土をすると沈下したり、丸浜

川の底質が浮き上がるという状況がございます。工事の目の前の遊歩道を通られている方

は御存知だとは思いますが、ただ今その状況について関係機関と協議を進めていますので、

その経過につきましてはまた御報告いたしますのでよろしくお願いします。 

（東） 

・ とりあえず落ち着くのを待ってるという感じなんですかね。 

（事務局） 

・ 今沈下している状況があるので落ち着くのを待って、対策工法等を検討します。 

・ 資料１－２の断面図を御覧ください。現在、丸浜川のところで盛土をしていますが、盛

土をしたことにより土砂が沈下し、丸浜川の底質が浮き上がるという状況がございます。

沈下を待って安定したことを確認しながらやっているのですけれども、その状況が思わし

くない場合は、また再度工法についての検討も含め関係者、内部で検討しているところで

す。 

（磯部） 

・ 上部の荷重が大きすぎるということですね。 

（事務局） 

・ その可能性もありますので、その工法ないし構造についても将来的にこの高さが本当に

必要であるかも含めて、最後の取り付けの部分ですので、それについては再度まとまりま

したら報告ないし、御議論いただきたいと思います。 


