
２　鳥類の生息環境の整備
基本計画の内容 現状等
・干潟へ淡水の流れが流入することは、底生生物の生息についてもよい影響が期待でき、干潟の改善に大きく寄与する。 ・淡水源の確保についての認識はおおむね当時のとおり。
・湿地化に必要な淡水源としては、上水、雨水、下水処理場の処理水、丸浜川や江戸川河川水の利用が考えられる。

・現状では水源として有望なのは湊排水機場の雑排水と、次いで下水処理場の二次処理水である。
・丸浜川については若干の塩分が含まれているので、現状での利用は難しいが、将来的に淡水になれば水源としての利用が可能である。 前述のとおり、丸浜川の塩分濃度は海水の３分の１以上まで上昇しており、淡水としての利用は不可能。
・ただし、汚水の利用はあくまでも応急的なものでもあり、代替的な水源確保を今後も模索して行く必要がある。 当時の認識のとおり。

・その一方で、電源や水源のための配管など、ライフラインが本土部に設置されている。
・管理作業に用いるトラクター等にしても、頻繁に使用され、補修や点検で保護区外に出すこともある。

・当時の認識から洩れていたのは、横方向への水の「逃げ」。

・蒸散量・・・水田の減水量（ 大15mm/日）を参考にすれば、　0.015m×62000㎡=930立方ｍ/日・・・①
・流下量・・・浄化池の平均水深を10cmとして、2.7haの浄化池を２日間かけて流下するとすれば、0.1m×27000㎡÷２=1350立方m/日・・・② ・現状では、試行錯誤の結果、２馬力の高揚程水中ポンプ２台を用いて日量500～900ｔを揚水。
　同様に、平均水深を5cmとすれば　0.05m×27000㎡÷２＝675立方ｍ/日・・・③ ・この量はぎりぎりで、より余裕のある揚水をするためにはより大型の水中ポンプを用いる必要がある。
　従って、必要な水量は、平均水深10cmでは　①+②＝2280立方ｍ／日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５cmでは　①＋③＝1605立方ｍ／日

・下水処理場の処理水の水質はこの計画当時よりはよくなっているとのこと。
・海水域の影響以前に、深く設定した淡水池の水質悪化が深刻である。

・浄化方法としては有効。

・現況。

・およそ隔年（２年に１回）の割で各浄化池は干し上げて全面の草刈・耕転による底泥の天地返し等を実施。
・浄化状況は天地返し後３ヶ月くらいは明瞭に向上。まだ不十分と考えている。
・現況。

現況。

・海岸部の一部には石積みによって岬を造り、海岸線を複雑化させる。 ・ほぼ現況。ヨシの遮蔽効果は幅２、３ｍでも大きい。石積みによる岬の効果については未検討。（要検討）

・2000t/日の淡水を導入すると仮定し、湊排水機場の雑排水を利用した場合、アンモニア態窒素濃度を7.67mg/ｌとすると、日量15.34kgのアン
モニア態窒素が流入することになる。同様に、江戸川広域下水処理場の処理水を使用した場合、アンモニア態窒素濃度を40mg/ｌと仮定すると
日量80kgとなる。

・下水処理場の処理水のような高濃度の窒素がそのまま海水に入るとすれば、海水中のアンモニア態窒素濃度が0.13mg/ｌ増加する。これは、
藻類の大発生（赤潮、アオサ類の大増殖等）をうながす可能性がある。湊排水機場の水を使用する場合でもやはり汚濁が激しいため、湿地帯の
中で窒素やリンの消費を進め、海水への影響を少なくすることを考えなくてはならない。

・図３におよその配置図を、図４に断面図を示した。 初に原水を入れる池とその周辺は汚濁が相当に進むものと予想されるので、時に干上げ
て耕転し、空気にさらす必要がある。このために原水を入れる池は2組設け、配管やバルブ操作で交換が簡単にできるようにして交互に使用す
るよう考える。

・みなと新池設置のものについては揚水量の測定を行っていないが、水平280m、垂直5.2ｍで日量300～400ｔの揚水ができると考えられるの
で、同型のポンプを用いる方式では２～３台が必要であろう。もしくはより大型のポンプの導入を検討する。必要水量は計算上の数値であり、実
際の導水量は浄化状況等をみながら調整する。

・浄化方法としては、生物浄化の利用を考える。これは、浄化用の湿地として水田のようなごく浅い池を何面も通し、その間に藻類や水生植物に
よって窒素やリンを吸収させるものである。

・ある程度浄化が進んだ段階で、やや深い池や海へと水を流すのが有効と思われる。できれば、原水をこうしたごく浅い池に通した後、2～３日
かけてより深い部分や海へと流すことが望ましい。

・自然流下として水を動かすなら、本土部の一角に 大で３ｍ程度の盛り土をし、 後部に水を入れた後、いくつもの池を順々に水が流下する
ような構造とする。

・導水部分は水質の汚濁が も進むと想定され、浄化が不十分なまま汚水が流下する可能性がある。そのため、浄化状況については随時モニ
タリングを行い、浄化が追いつかない場合には導水部に水車を設置して水を攪拌する等、対策を講じる必要がある。

・汀線近くで、目視できるような淡水の細流ができている場所もある。揚水された水が、たとえば土中を実際に
どのように動いているかはわからない。

・おおむね当時の認識のとおり。ただし、現在の状況では汚水浄化については不十分と考える。
・汚水を使用することを前提とした場合、残りの面積のうち2.7haを浄化用の池として確保すれば、あと3.5ha程度の湿地造成が可能である。この
うち1.3haほどは１ｍ近い水深をもつまとまった池とし、残りの2.2haについては浅い池として考える。

・現在ある池のうち、みなと新池(0.6ha）については浄化池があるためこのまま使用することが可能で、今後は隣接して1.3haの深い池を造成し、
その水源として連係させる。従って、湿地化に必要な水量の計算は残りの6.2haについて行う。

・ただし、宮内庁新浜鴨場で水質浄化を目的として新浜湖から海水を導入するようになった。新浜鴨場からの
排水は現在欠真間三角（丸浜川）に流されており、丸浜川の塩分濃度は相当上昇している。欠真間三角から
湊排水機場にまわる新浜鴨場排水だけでも、塩分濃度は上昇してきている。

・この排水を宮内庁の敷地である北池に流し、そこから湊排水機場遊水池に出す計画が仄聞される。こうした
計画が実現することになれば、現在の淡水導入システムは根底から覆ることにある。

　・現在本土部の面積は約16haあるが、将来的に本土部と新浜鴨場を幅約1.2ｍの水路によって切り離すとすれば、本土部の面積は15.2haとな
る。そのうち、1.9haは現況の池のまま残し、7.1haは池の区切りやヨシ原等陸地のままとする。

・計画当時の認識としては、野犬等の侵入防止の点もあり、保護区本土部を切り離す計画であった。ただし、
現在は野犬はいなくなっており、切り離す必要は薄くなっている。

・東京都大田区の東京港野鳥公園の例では雨水を利用しており、谷状の地形を作って底部に雨水を溜めて湿地化している。この方法では集水
域の割に湿地化できる面積が狭く、湿地の周辺が高い地形となる。そのため、面積が限られている上、陸地の周辺が干潟になっている行徳でこ
の方法をとるのは難しく、他の何らかの方法で淡水を導入する方法を考える。

・淡水源として汚濁が少ない水（上水、地下水、江戸川の河川水等）が確保できればよいが、地下水については地盤沈下のおそれがあり、上水
についても必要な水量がかなり多いため実用化は難しい。

・行徳鳥獣保護区の海域（新浜湖）は約30haあり、総水量は約600000tとみなされる。 大日量2730tの淡水を導入したとしても、これは前海水
量の0.45％にすぎないので、塩分濃度等には重大な影響はないと考えられる。
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・水質浄化の効果を中心に考えるのであれば、できるだけ何面もの池があった方がよい。しかし、この浄化池は併せて水鳥の生息にも適するよう
に考えなくてはならない。従って、浄化池の1面は機能上支障のない程度に広いものとする。

・湊排水機場の雑排水または江戸側左岸広域下水処理場の二次処理水を使用する場合、どちらも水質は相当悪いと推定されるため、富栄養
水の浄化システムが不可欠となる。

項　　目

ｃ　導水方法

・現状ではゆっくりと時間をかけて動かすことに成功していない。浄化池の末端まで1日と少しで動いている。

・かつての妙典の蓮田の土を区画整理組合からいただいて敷き込んだ経緯あり。蓮、キシュウスズメノヒエ等妙
典で見られた植生が一時復活したが、数年で他とあまり差がなくなった。

・木本類については、現在森林化の途上にある。育ってきたものを大切にしたいという意向と、当初めざしてい
た湿地や干潟にはそぐわないという意向がある。ゾーニング等、方向付けについての論議がそろそろさしせ
まったものになってきた。

・生活排水の浄化システムについては、みなと新池で階段状の浄化池を造って試験中である。浄化能力については、現在行徳野鳥観察舎友
の会で調査中の段階であり、下水処理場の処理水についてはまだ実験が行われていない。従って、結果については予測できない部分が大き
い。そのため、コンクリート等による堅固な構造をとり、先々の変更が難しい状態にすることは危険である。浄化システムが確立するまで、当面は
通常の水田等と同じく、土の土手でいつでも手直しができるように考えておいた方がよい。

・本土部の表土は現在粘土層で覆われているが、改変後は周辺地域の土壌を搬入し、浄化池等の浅い池の底土として利用する。これによって
土中の埋土種子等も利用でき、かつての植生の復元にもつながると考えられる。

・本土部で湿地化しない部分については、現況の植生を主体とするヨシの草地もしくはクロマツ等の潅木林とする。クロマツは現在本土部に点
在しており、改変部に当たるものは適切な本数を移殖する。他の木本類については、湿地としての環境を整備する意味から周辺緑地に移殖す
るほか、一部は伐採する。観察路や管理道路の周辺には片側15m程度のヨシ原を残し、観察者が鳥に与える影響を減らすようにする。

・蒸散量は 大値であり雨水の補給もあることから、実際の水量はもっと少なくても本土部の湿地化は可能と考えられる。ただし、水温が高く浄
化能力の高い夏期に比較して、水温が低く浄化能力が低い冬期では、源水の流入量を減らす必要がある。現在行徳野鳥観察舎友の会が丸浜
川に設置している2馬力（1.5ＫＷ／時）のポンプは、水平距離340m、垂直距離3.5mで日量約530tの揚水能力がある。



基本計画の内容 現状等

・おおむね当時の認識どおり。

・水門の幅にもよるが、落差があるため満潮時についても東京湾よりは若干低い。

・現在ある2ヶ所の水門のうち、主に海水が流通しているのは千鳥水門で、暗渠水門からの出入りはわずかである。 ・おおむね正しいが、暗渠水門からの水の出入（千鳥水門の30分の１）も無視できるものではない。

・そのため、千鳥水門を拡幅もしくは増設するほか、暗渠水門を開渠化して拡張することを考える。

・海水の流出入口を千鳥水門１ヵ所に集中させるよりは、暗渠水門側にも分散させた方が、海水の循環の面からもよいと思われる。 ・海水の動きを大きくしたほうがよいのか、現況のほうが望ましいのか、論議が必要。

・この深みについては、２ｍ以深は無生物状態が続いているとのこと。

・現在の干潟の底質は粘土からなり、これが底生生物の少ない要因の一つとされている。 ・新浜湖の特殊性を保全すべきとの論議あり。

・経費の面からも必要性が高いかどうか疑問。要論議か。

・コアジサシの誘致計画については、完全に諦めたわけではないが、非常に難しいと感じている。

★暗渠水門付近の深みを埋めて浅くする計画を実行するにあたって干出するところまで嵩上げし砂利島に。

★砂利で嵩上げした下北岬を削り、冬場の満潮時に潮がかぶる状態に調整。

いずれにせよ、コンクリートで固めた状態は保護区にはそぐわないので、潮による植生コントロールをはかる。

・誘致計画実施の前段階として、丸浜川に沿った導流堤の上で誘致実験を行う（図７）。

・道幅(実際は５ｍ）・仰角に高い建物や樹木がある・その他によりまったく営巣の気配なし。

・コアジサシと同様の環境で繁殖するコチドリやシロチドリの誘致も期待できる。 ・コチドリについてはその後何年か繁殖の気配はあった(産卵後繁殖失敗？）

・新浜カモ場で繁殖するサギ類についても近年繁殖数が減少しているため、将来的には保護区内でも繁殖地の確保を検討する。

・数年前からダイサギ・コサギがねぐらとして秋に集まるようになっており、将来に期待したい。

・実行した。従来導流堤にコアジサシが下りることはめったになかったが、音声やデコイに誘われて下りた鳥は
いた。

・カラス・蛇に次いで現在は狸の食害も可能性が高く、地上営巣の鳥の誘致は積極的には行わなくなってい
る。

・カラス等による卵や雛の捕食が考えられるため、島の拡張を行う際には繁殖阻害要因について十分検討した上で判断する必要がある。

・湾岸道路沿いのカワウのコロニーは、この計画の後に成立し、現在も継続している。この中でアオサギの繁殖
が見られた。鴨場内のサギ類のコロニーはおそらく1993年をさいごに消滅している。保護区内での復活はまだ
見られていない。

・コアジサシは日本に夏鳥として渡来する種で、かつては東京湾岸で普通に繁殖していた。しかし、主な繁殖場所が埋立地であるために繁殖場
所が一定せず、いずれ湾岸一帯の埋立工事の終了に伴い繁殖場所は消滅してしまう。従って、コアジサシの恒久的な繁殖地について検討す
る。コアジサシは一般に広い砂礫地で集団で繁殖するが、現状のように陸域面積の限られた保護区では、広大な面積を確保するのは難しい。
新浜湖の干潟がかさ上げされ、十分な干潟面積が確保された場合、より広い島を造ってコアジサシ誘致を試みる。

・現状ではＵＦＯ島付近を候補地として上げるが、具体的な位置については整備の進行状況をみながら検討するのが望ましい。この場合、島を
裸地の状態に保たなければならないので、維持管理の労力を減らすため地表をアスファルトまたはコンクリートで舗装して草本類の繁茂を抑
え、その上に砂礫を敷く。排水をよくして、コロニー内に水が溜まらないようにする。

・これは上部が幅約4mの平坦なコンクリートになっており、延長は約500ｍある。位置的には観察舎の正面である。この上に厚さ２～3cm以上に
砂を敷き、現在生えている草本類は全て除去する。さらに、誘致の効果を上げるためにデコイ（模型）を置き、場合によっては音声による誘致実
験を試みるのもよい。

・江戸川河口等は砂泥質の干潟であり、保護区の干潟の底質改善に用いる砂も、このような粒度のものを用いるのが望ましい。具体的には本土
部の表層を覆う粘土層の下には砂泥質の層が埋まっているので、これを利用するか、もしくは同様の粒度の砂泥を用いる。

・現在、新浜湖の湾岸道路側～行徳高校側はコンクリートの切り立った護岸であり、鳥類の生息地としての機能はほとんどない。また、観察舎等
からの景観上の観点からも、必ずしも充分なものとは考えられない。

・今後の整備にあたっては、カモ類等の水鳥が新浜湖からそのまま上がって休息できるようなな、なだらかな傾斜地を、長さ10m程度で５ヵ所に
改変する。また、材質もむき出しのコンクリートではなく、自然の石積み、または 低でも疑岩で構成することが必要である。勾配は水鳥が簡単
に上がれるように、少なくとも１：５程度としたい。なお、南側部分は観察のための観察路としても活用したい。

・水鳥類の中にはヨシゴイ、バンのようにヨシ原に営巣する種やカルガモ、ヒクイナのように草地に営巣する種がある。この他に、特殊な環境に営
巣する水鳥の営巣地を以下のように確保する。

・干潟はシギ・チドリ類を始めとする水鳥類の重要な生息環境である。現在の干潟は干出面積が狭く、シギチドリの生息環境として十分なもので
はない。干潟面積が狭い理由として、水門からの水の流通量が少ないことと、海底の傾斜が急であることの2点が挙げられる。従って、海水の流
通量の増加や海底部分のかさ上げによって干潟面積を拡大する。ただし、 大干潮時でも水鳥類が遊泳したり魚類が生息できるだけの水域は
確保する。

・海域にはかなり深い水域があり、無酸素層をなくすためにも浅くした方がよい。 低限、暗渠水門付近の深みには土砂を投入して、２ｍよりも浅
くなるようにする。この際必要な土量は、暗渠水門付近の深みを２ｍにするのに約１万5千立方ｍ、全海域の深みを２ｍにするのに約12万7千立
方ｍである。

・新浜湖は東京湾岸できわめて少なくなった泥質（それも非常にこまかいシルト質が中心）の干潟である。海水
の動きが大きくなった場合は、谷津干潟や大阪南港の例で明らかなように、泥が洗い流される可能性大。

・現在の新浜湖の水位は、満潮時については東京湾とほぼ等しい。従って、干潟の面積を広げるためには、引き潮時の流出量を増やせばよ
い。

・暗渠水門の開渠化については、詳細に論議された結果、無理との結論。海までの間に湾岸道路とJR京葉線
が通っているため、経費や工法上不可能。対案として、湾岸道路と平行に走る高潮防潮堤の堤防敷（保護区
南門から猫実川に至る）の掘削が提案された。

・千鳥水門からの流出入量をみると夏期の大潮時で 大16立方ｍ/秒、暗渠水門では約0.7立方ｍ/秒である。従って、暗渠水門を千鳥水門と
同程度の規模の開渠にするか、千鳥水門を2倍に拡幅すれば、単純に計算して流出入量は 大約32立方ｍ/秒となる。現在の潮位変動が平
均約60～70cmなので、干潮時の流出量が倍になれば、120～140cmの干満差が生じる。この場合予想される干出域を図５に示す。主に干潟と
なるのはすずが浦で、百合が浜も若干面積が広がる。

・海域には、現在干出しない浅瀬に砂を投入し、かさ上げする。これによって底質の改善も可能である。ただし、水門に近い部分では砂の移動
が大きく、たとえ土砂を投入しても、いずれ侵食が進むと考えられるので、土止めを用いる等有効な手段を検討する。

項　　目
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基本計画の内容 現状等

　干潟を含めた湿地の整備はかなり大がかりなもので、全ての工事を一度に行うことは、現在生息している動植物に大きな負担となる。

従って、段階的に整備を進めて行くようにする。

これらの各段階の進行状況に伴って適宜協議会を開き、現状や次段階への移行について報告・検討する。

・第一段階（すぐにでも始められる整備）図９　本土部： ・実施済

・第二段階（条件が揃えば始められる整備）図10　本土部： ・実施済

第三段階（第二段階が終了し、良好な状態が保たれている場合に始められる整備）図１１

本土部：

・ウラギク湿地の北側に浅い池を掘り、浄化池から流出した水を二分して流下させる。 ・要検討。樹木や竹が育っており、新たに池を掘るのは困難。

・管理用道路、自然観察路、観察壁、解説看板類の設置を行う。 ・一部実施済

・全ての作業が終了した段階で、新浜鴨場と本土部を約2m幅の水路で切り離し、本土部を島にする。 ・不必要。現状に合わなくなっている。

・周辺緑地帯についても整備を行う。 ・要検討

新浜湖：

・干潟が干出しない浅瀬に土砂を投入し、干潟をかさ上げする。 ・実施に向け具体的な検討を。

・また、現在ある干潟についても、底質改善のために土砂を投入する。 ・要考慮。一部試験的に実施した場所（小島岬手前等）の様子を見る必要がある。

・要考慮。

・海域のうち特に深い部分については、２～３ｍ程度に浅くする。 ・実施に向け具体的な検討を。可能であれば干出するまでに浅くできたほうがもっと効果的ではないか。

・この際、一度に土砂を投入するのは海水の混濁を招いて危険であるため、矢板を用いて濁水が拡散しないようにする等、段階的に行う。 ・工法についてはより具体的な検討が必要。

・千鳥水門を拡幅もしくは増設する。暗渠水門は東京湾との海水の流通をよくする目的から、技術的に可能な部分について開渠化を図る。 ・前述

・水源確保のめどがたてば、本土中央部に浄化池を造成する。浄化池から流出した水は既存の上池・下池を通ってウラギク湿地へと流下するよ
うにする。しばらくはこの状態で汚水の浄化状況を試験する必要がある。管理用道路、自然観察路を一部整備する。海岸線を複雑化させる意
味で、2ヵ所を出島状にする。

・干潟部分には底生生物も多いため、土砂の投入はできるだけ時間をかけて、段階的かつ慎重に行うようにする。トビハゼの生息密度の高い区
域では、一時的に保護飼育することも考えられる。

・改変予定地については、事前に環境調査を行い、現況の生物相に配慮した上で着工する。みなと新池については、浄化用の棚田が設けてあ
り、今後も継続して使用することが可能である。これを水源として、本土部西端に水深1mほどの池を掘る。導流堤上部には砂礫を敷き、コアジサ
シの誘致を試みる。

項　　目
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３．管理利用計画
基本計画の内容 現状等
・来訪者が自然観察のために立ち入ることができる区域としては、保護区の本土部と周辺緑地が挙げられる。 おおむね当時の認識は妥当と考える。

計画当時から16年近くを経過した現在、保護区域内の自然度は更に上がり、成熟しつつある。
こうした現状を把握し今後に生かすべきであろう。

図１２に、本土部の観察路や観察壁等の配置を示した。
・本土部への立ち入りに際しては、保護区としての意味合いからある程度の利用制限をする必要がある。

・また、時間的な規制として、鳥類の繁殖期や夜間等は人の侵入を制限する。
・制限の度合いや時間的なものは保護区の整備方法やその後の状況によって随時変更することになる。
・新浜湖の周辺緑地は現在人の立ち入りを禁止している。 ・西側の一角を「緑の国」として土日祝日に公開している。
・今後は自然観察の場として整備し、観察路を設ける事で、より多様性のある観察コースとする。
・ルートとしては、新浜湖に面した3面全てを整備し、本土部を通じて一巡できるルートを考える。
・護岸部へは、途中にあるいくつかの分岐路によって通じるようにし、観察壁越しに新浜湖側を観察できるようにする。 ・一巡できるルートの整備は、★これによって保護区の価値を見てもらうためには少々難あり　

・★11月から8月まで続くカワウの繁殖を阻害する可能性がある　の２点から再検討の必要がある。
・周辺緑地～本土部を通じて保護区を一周できるようにするため、本土部・新浜鴨場間に２ヵ所と行徳高校側の丸浜川に橋を設置する。 ・本土部切り離しについては実現不要・困難の認識を前述。本土部と鴨場間の橋はその観点からは不要。

・「緑の国」への橋は既設。
市川塩浜駅からのアクセスは検討の価値あり。

・観察路は基本的に干潟側から直接みえないように、林内に設定する。 ・「緑の国」内の観察路はそのように設置されている。
・周辺緑地帯には現在キョウチクトウ等が植栽されているが、これらは徐々に郷土種を中心とする種構成に変えて行く。 ・樹木の更新は数十年単位のものであるので、慎重な検討が必要。
・干潟へのアクセスは分岐路を設け、干潟に面した観察壁へと至るようにする。 ・「緑の国」から干潟へのアクセスは市川市で計画策定。実施には至らず。

・一部実施中。

・一部実施中。しかし看板等いかにも人工的なものは、現在の保護区に似つかわしいかどうか検討の要あり。

・野鳥観察舎１階ホールの展示については、今回の再整備計画の内容を取り入れ、来訪者への学習並びに理解を深める内容とする。 ・実現に向けて要検討。
・第二期工事終了後15年を経過し、管理作業は現在ＮＰＯ行徳野鳥観察舎友の会が受託して行っている。
・計画当時と合致した状況も、方向が変わってきた状況もある。
・しかしながら、市川市の財政事情により、管理経費は切り詰められており、満足の行く維持管理作業が困難。

管理体制は計画当時とはそうとう変わってきている（詳細は別記）。

「ヨシの刈り取り」は「植生のコントロール」と言い換えたい。ヨシ以外に次々に対応すべき植物種が出ている。

現在では、逆に観察舎のそばに野鳥病院があることが環境学習上の効果を上げている。

　従って、これらの３部門それぞれに人員を確保し、独立して運営されることが望ましい。 3部門を独立させるだけの人員確保は今後ともおそらく不可能ではないか。

・計画当時と大きく異なったことは、緑地内にカワウのコロニーができたこと(関東 大規模）、一方、冬場のカモ
の大群がほとんど見られなくなったことである。

・また、ＪＲ京葉線の市川塩浜駅へ通じるルートが確保できれば利用価値はより高くなると考えられる。新浜湖の南東岸沿いには国道357線と湾
岸道路が通っているため、道路を挟んで反対側に位置する市川塩浜駅まで地下道を通すのがよい。現在、行徳野鳥観察舎を利用する場合、

寄り駅は東西線行徳駅、南行徳駅かＪＲ総武本線本八幡駅である。これに新たに京葉線からのルートが加わることになる。

・本土部については湿地の状態が安定するまで関係者以外の立ち入りは制限するべきである。この間、周辺緑地や丸浜川沿いに観察エリアを
設けて来訪者を収容できるようにする。ただし、本土部の維持管理が軌道に乗ってからは、単に野鳥観察だけに留まらず、汚水浄化の仕組み
を学ぶことや干潟の生物観察等、多様な利用方法が考えられる。

・一つは地域的な規制で、野鳥の保護上人の侵入があってはよくない地域や、特に自然度の高い地域等を指定する。基本的には観察路以外
への立ち入りは禁止し、観察路の両側にはヨシ原を残して遮蔽効果を持たせる。観察者は本土部内の数ヵ所に設置された観察壁から湿地等を
みることができるようにする。また、一部の海岸を干潟の生き物を観察できる場所として開放するが、整備後の干潟の状況は予測のつかない部
分が大きく、開放する場所は今後の整備次第で適切な位置を決定するのがよい。
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・今後の管理体制は、野鳥観察舎、傷病鳥舎、保護区管理の各部門に大別される。現状の職員数ではこれらの全てをこなすのは困難であり、
人員の補充や育成が必要となる。特に湿地管理については水量や水質の調節のほか、ヨシの刈り取り、浄化池の整備等、安定した維持管理が
できるまでにかなりの時間を要すると思われる。特に、ヨシの刈り取りについては今まで以上に大きな負担となる。

・本土部は将来的に一部開放するが、特に祝祭日や鳥の多い時期にはガイドを常設し、監視を兼ねて観察者を案内するのが望ましい。ガイド
役には県職員や団体・個人のボランティア、アルバイトの採用が考えられる。

・また、本土部、周辺緑地帯とも、観察路には水鳥類を中心とした解説看板類の設置も充実させる。浄化池については浄化システムの解説看板
を設置するのもよい。

・本土部の湿地については、安定した維持管理ができるまでにかなりの時間を要すると考えられる。表２、３に主な作業内容と必要とされる機材
を示した。特に、富栄養水を水源とすることからヨシやホテイアオイ等水生植物の繁茂が予想される。特に、ヨシについては過剰に繁茂すると水
鳥の生息環境として適さなくなるため、定期的に刈り取る必要がある。現在は行徳野鳥観察舎友の会が春から夏にかけて2回の刈り取りを行っ
ているが、今後はこれを３回とすることで、より細かな湿地管理を行う。

・本土部の維持管理については機械を導入して省力化をはかる。水田や蓮田管理のように定期的に耕転させれば、ある程度ヨシの侵入を抑え
ることができると思われるが、ヨシの定期的な刈り取りは不可欠と考えられる。刈り取り作業はかなりの労力を要すると思われるので、ボランティア
に頼るのは無理があり、管理用の人材を確保して機械化をはかるか、委託業務とする。刈り取りが必要なのは浄化池と水深の浅い池で、観察路
脇を５～10ｍ刈り残すとすると、実際に刈り取りが必要な面積は約7haとなる。ヨシの管理（刈り取り作業）を委託業務とした場合、１㎡当たりの作
業単価を150円(1994年秋の単価）とすると、1050万円が必要となる。この金額には刈り取り後の処分費は含まれていない。刈り取り作業を年３回
作業を行うと、単純計算で4150万円かかり、かなりの費用となる。この場合、管理用の人材を確保する方が賢明と考えられる。刈り取りのピーク
時にはアルバイトの確保も必要である。ただし、草刈り機の購入費とメンテナンス、保管場所等の維持管理費が必要である。刈り取ったヨシは本
土部内に集積し、堆肥とするか、焼却処分とする。

・また、傷病鳥舎についても、春から夏にかけての巣立ちの時期には運び込まれるヒナの数が急増し、大きな負担となっている。鳴き声や臭気
等、周辺住民にとっても負担となり得るため、傷病鳥舎については周辺緑地整備にともない湾岸道路側へ移転することが望ましい。

・浄化池についても耕運機を用いて年２回程度の耕転を行う。作業回数は浄化池の状態によってさらに増やすことも必要である。維持管理には
多大な人力が必要であるが、その上で極力省力化を進める。また、ポンプのメンテナンスや土手の補修等の作業も加わる。

・現在、保護区と野鳥観察舎の管理は４名の職員によって行われている。また、実際の作業や観察指導については行徳野鳥観察舎友の会の
会員がこれに加わる。

項　　目



４.モニタリング計画について
基本計画の内容 現状等

・当時は「三番瀬」の名称も普及していなかった。時の流れを感じる。

造成後既に30年以上を経過しているが、干潟に入るシギ・チドリ類の少なさは不可解と言いたい。

また、汚水の浄化システムや湿地の管理システムが確立されれば、今後の湿地保護に大きな利益を生むことになるであろう、。
本計画では浄化池や干潟の改変について不確定要素が多く、適切なモニタリング計画が必要である。特に留意すべき点を以下にまとめた。

・十分な追跡調査は行われていない。

・カヤネズミは順調に生息を続けているように思われる。

・新浜湖の干潟は泥質（シルト質）が勝った特殊な環境で、他所にない特性を持っている。

・代替水源が未だ確保できていない。綱渡り状態。

・トウキョウダルマガエル、シュレーゲルアオガエル等の導入がボランティアによって行われている。
・逸脱しないようにして、オニバスの導入も試みられたことがある。
・住宅地に変わりつつある江戸川水系(吉川）の水田等からホウネンエビ等が移植されたが定着せず。

・現況で生息している生物のうち、特に貴重と考えられる生物については配慮するべきで、施行前に環境調査が行われることが望ましい。特に、
本土部のススキ草地に生息しているカヤネズミは千葉県内でも生息環境が悪化している種で、生息地と改変部が重なる部分については配慮が
必要である。実施に際しては、鳥類の生息に影響を与えない時期を検討する。

・底質や底生生物の生息状況を比較する上で、モデルとして現在残されている東京湾岸の干潟を設定する。例えば江戸川河口や谷津干潟等
が挙げられる。

・湊排水機場の汚水を水源とした場合、重金属等の有害物質が含まれているおそれがある。従って、水源の水質は定期的に検査し、異常が
あった場合には給水を中止するか、代替水源を確保した上で、切り替える。

・首都圏の他地域では、開発に伴い希少な種の個体群が消滅することも多く、このような場合、事前に保護区内に移植することも可能である。た
だし、異なる亜種や生態種の移入は極力避けるほか、移植は保護区内の生態系を乱さない程度に行われるべきで、移植に際しては関係機関
および専門家等により十分検討してから実施する。

・東京湾岸の干潟は大部分が埋め立てによって消失したが、1993年に谷津干潟がラムサール条約の登録湿地となり、わずかに残された周辺の
干潟(船橋海浜公園付近の海岸等）についても保全すべきとの声が上がっている。

・谷津干潟と行徳鳥獣保護区の間でシギ・チドリ類の移動があるかは不明であるが、今後の整備次第で東京湾岸における重要な干潟として位
置付けられる。

・今回の事例は今後同様の事業が行われる上で参考になる。従って、計画段階から施行、完成後までの追跡調査が行われ、また、結果が公表
されることが望ましい。調査は陸域、水域の主要項目について、各専門機関が行う。

項　　目


