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第９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２３年２月２５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            〃 
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 
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 

 ４名 
５．議 事 

（１）議題１ 平成２３年度の行徳湿地再整備事業について 

（資料１により事務局から説明） 

［導流堤改修工事］ 

（東） 

 ・ まず、護岸の形状から議論したいのですが、御質問などありますか。 

（風呂田） 

・ 覆土の素材ですが、写真を見ると結構砂利が入っているようですが。 

（事務局） 

 ・ 砂礫分とシルト・粘土分が半分ずつくらいです。参考資料１－２に調査結果を載せてい

ます。 

（風呂田） 

・ いわゆる泥干潟の成分のような泥ではないということですね。 

（磯部） 

・ でも粒径の分布はすごく広くなっていて、砂利が入っているが、泥など粘土質も入って

ます。 

（事務局） 

・ 覆土の法面勾配は当初１：３．０でしたが、参考資料１－１を見ると、水面下において

はそれよりも緩くなっていて、そこに細かい粒径の土砂が留まっているようになっていま

す。 

また、来年度工事を行う約１９０メートル区間は、ＵＦＯ島と導流堤で挟まれた水路の

部分なので、風により、湾岸道路の方からくる波の影響が少ない所と考えられるので、土

砂は比較的留まるものと思われます。 

（風呂田） 

・ 平成２２年度の工事で覆土したのは、いつですか。その後の生物調査は実施しています

か。 
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（事務局） 

・ ８月に覆土しましたが、その後の生物調査は行っていません。また、生物調査は今後、

経年変化を確認することを想定していないため、サンプルの量も通常より少なめに設定し

ています。 

（風呂田） 

・ 事後調査については、サンプルである泥を必要なだけ取ればいいので、春にでも調査す

ればいい。入れた土砂が何となく中途半端な感じがして、泥だったらいいが、来年度の工

事はどんな土砂を入れる予定ですか。 

（事務局） 

・ 今年、覆土した土砂は、国分川の防災調整池の掘削工事により発生したものを利用して

いるのですが、表土の部分を使用しています。さらに粘性の高いものを求めるとしたら、

その表土の下の部分を調達することが出来るかもしれません。 

（風呂田） 

・ 来年度、工事するにしても、覆土する形でなければいけないと思いますが、例えば、そ

こに泥を入れた方がいいとか、粘土質の岩とか、生物相としてもどうなるかということを

睨みながらの環境修復も含めて考えていただきたい。そういうことで、現地にこういうも

のがいたとか、そういう調査も友の会を含めて企画をしていきたいと思います。今年実験

した箇所については、追加して覆土することは出来ますか。 

（事務局） 

・ 今年の湿地側護岸の工事箇所で追加のモニタリングの必要がないということでしたら、

行うことは出来ると思います。 

（磯部） 

・ 粒径で考えると、砂利とか少し荒い成分が入っているので、この法面勾配で安定してい

る面があると思います。それがなくなって全く細かい成分だけになると、浸食が進んで、

もう少し勾配が緩くならないと安定しないと思います。ただ、ここは大きな波が立つわけ

ではないので、全く持っていかれるということは考えられないと思います。ここの覆土に

ついては、おそらく全体の砂利の比率から言うと、表面に出てきている部分は多いのだと

思います。アーマリングといって、表面に大きなものが出てきているので、表面が強くな

って安定しているという格好になっている。だから粒径を変えると、断面も全く同じもの

が出来るとは限らないことを考えておくのが一つあります。ただ、事務局の説明のとおり、

ＵＦＯ島の裏側で、波の条件がもっと静穏ですから、殆ど浸食されない。もう一つは、Ｕ

ＦＯ島の裏側の水路は非常に浅くて、今年工事を行った参考資料１－１の測量箇所に比べ

ると、前面の深みはないことから、そこに泥が落ちていくというのは考えられず、割と細

かいもので覆土しても、安定することは十分期待できると思います。ただし、最初に浸食

されたというのは、沖に行ってしまったものもあると思いますが、この捨石の隙間に入り

込んだのは、すごくあると思います。それが詰まるまでは、とにかく余分に入れてやらな

いといけないと思う。 

（事務局） 

・ 導流堤湿地側護岸の試験施工箇所は、今後、そのままモニタリングを続けるのか、覆土

とか何か手を加えていくのかどうかについては、今後の工事を３年間予定しているので、

またその時に御意見をいただければと思います。 

（磯部） 

・ 今年の湿地側護岸の覆土は、捨石の間の穴が詰まってしまえばそれでいいので、それを
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頭に入れて対応していただければよいと思います。 

（後藤） 

・ 資料１の３ページの平成２３年度の工事案で、②の根固めの袋詰め捨石を隠すための捨

石の大きさは、どれくらいを想定していますか。 

（事務局） 

・ 今年使用したものは大きめのもので、１５センチから２０センチくらいのものです。以

前、現場を見たときに、磯部先生から御指導いただいて、もう少し細かいものの方がいい

のではないかということがありました。また、細か過ぎるのは現場でも施工が困難ですの

で、５センチから１５センチの範囲の割栗石を使用したいと考えています。 

（後藤） 

・ 資料１の湿地側護岸断面図にある袋詰め捨石は緑色ですが、その上の灰色の部分は何で

すか。 

（事務局） 

・ 袋に詰めない捨石（割栗石）です。 

（後藤） 

・ これは、袋詰め捨石が見えないようにするためのものですか。 

（事務局） 

・ 覆土が流出しても、袋詰め捨石が見えないようにと考えています。 

（東） 

・ 被覆用の捨石（割栗石）がなくて、覆土が流出して無くなると、資料１の２ページの下

の写真のように袋詰め捨石の景観になってしまいます。捨石（割栗石）を入れるというこ

とになると、参考資料１－１の①の写真のちょうど水門の前の景観のようになってくる。 

（風呂田） 

・ 最初から捨石（割栗石）だけにするのはどうなのですか。 

（事務局） 

・ 根固めとしては、袋詰め捨石を使わざるを得ないので、捨石（割栗石）の設置は、その

部分を除いた所だけになります。 

（東） 

・ 事務局案の緑の部分は必須なのです。②の灰色と③の茶色い部分をどうしようかという

所なのです。 

（風呂田） 

・ 結論から言うと、事務局案で、袋詰め捨石を捨石（割栗石）で覆うというのが、いろい

ろな意味で可能性があるという気がする。というのは、上に石だけ乗せてしまうと、結局、

転石の浜になって、その間に棲み込むものが、泥の中に入らない。以前に提案したのは、

石は粘土質のがいいのですけど、粘土質の石でなくても周りに泥が入っていれば、その隙

間にコメツキガニやチゴガニ、ハサミシャコエビなどが結構入ってくるので、ここに泥の

成分を入れてやる方がいいと思う。また、表面の土砂が全部流出した時に、石の隙間に泥

が詰まった状態で、石が現れているということであれば、やはり御提案いただいたものの

方が一番よいと思います。仮に、あまりにも泥が少なすぎて、石しか保てない状況がある

のであれば、最初から捨石（割栗石）がいいかもしれません。あるいは磯部さんが言われ

たように、上に大きなものを物を載せれば、空間も出来るから、その上に更に大型の土を

入れてみればいいと思います。とりあえず、このやり方でやって、様子を見て、次の対策

を考える方がいいと思います。 
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（磯部） 

・ 上の方を見た感じでは、安定しているので、特に気にして荒い粒径のものを混ぜる必要

はないと思うので、今年と同じ土砂を持ってきてくれればいいと思います。選択は、捨石

（割栗石）の方のサイズが５センチから１５センチという話が出ていて、今の風呂田先生

の話を聞いてみると、ある程度泥が抜けた時の空間を確保するのだったら、大きな粒径で

置いておくのも方法の一つで、しかも設計の目論見としては、袋詰め捨石が出てこないこ

となので、粒径が大きくても小さくてもいいことと、小さくして長期的に泥と混ざってし

まうと、あまりよろしくないということもあるかもしれないので、全く違うもので、大き

なものが完全に下に入って、それはもう上には出て来ないようにした方が、混ざりにくく

ていいかもしれない。主に考慮すべきは、石の間の空間で、５センチだと出来る空間が小

さく、２、３センチくらいしか出来ないと思います。 

（風呂田） 

・ 出来れば、石の空間に２０センチくらいは、生物の生息空間として欲しいのですけど。 

（磯部） 

・ そういうことであれば、まだ、現状の捨石（割栗石）の大きさの方のがいいと思います。 

（風呂田） 

・ ５センチくらいの捨石になると、本当に砂利の隙間くらいになってしまって、その隙間

に入り込むのは、結構、生物にとっては難しいかもしれない。 

・ ケフサイソガニの仲間やハサミシャコエビなどは、そういった石の隙間の泥の間に、穴

を掘っていますから、その砂利で穴が掘れる泥場がないといなくなってしまう。 

（東） 

・ 参考資料５－４の航空写真を見ていただくと、鍵型に出っ張っている下北岬と上北岬は、

２センチから４センチくらいの粒径の石がずーっと置いてある所なのですが、造成以来、

石の部分の環境は変わっていません。少しカニとか、ホソウミニナなどは入るのですけど。 

（風呂田） 

・ あまり生物相は豊かではない。だから、石の間を泥で詰めるなら大きい捨石の方がよい。 

（東） 

・ やはり捨石は大きい粒径を使用した方がよいかもしれない。 

（後藤） 

・ 事務局案は、幅が少し狭くなった（３－３）断面みたいなイメージになるのですか。 

（事務局） 

・ （３－３）断面よりも若干、覆土の厚みが増すようなイメージです。（３－３）断面は袋

詰め捨石が１：２．０で施工してますが、今回の案では捨石（割栗石）の勾配は１：１．

５になっています。 

（後藤） 

・ 上の方の土砂流出に対して、割栗石を載せる意味はあると思うが、その下について、本

当にこの覆土の厚さがよいのか議論した方がいいと思う。 

（東） 

・ 捨石（割栗石）を入れる目的は、土砂が流れた時に、袋詰め捨石が見えないようにする

ことで、風呂田先生からは、大きな石を組み合わせて出来る空隙の空間に泥が詰まること

で、ある程度、生物の生息域を想定しているような所です。 

（会場） 

・ この覆土の試験箇所は普段の作業では、稀にしか通らず、最近見ていないのですが、写
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真で見ると思ったよりは削れていない所が多いので、この案でもいいと思う。 

（後藤） 

・ 将来的にヨシとかの植生が入ってくると思うので、それを想定して、捨石（割栗石）を

入れるより、その分、少し土を厚くしたりして、ヨシが生えるように設計した方がよいと

思う。 

（風呂田） 

・ もし、ヨシの回復となると、袋詰め捨石を置くこと自体で、それは無理だと思います。

一つは、真水の成分がかなり供給出来ないといけないし、ここは入ってきた海水がそのま

ま浸透していってしまうと思うので、そうすると塩分濃度としては比較的高いものが入っ

てきてしまうので、陸上から真水の浸出がない限り、ヨシの生育はまず無理だろうと思う。

二つ目は、ヨシが地下茎を伸ばしていきますが、その時の深さが大体３０センチ程度の所

を通っているので、必ず袋詰め捨石とかに当たってしまい、しかも、これより下には全く

伸ばせないと思う。 

（後藤） 

・ 参考資料１－１の③の写真のＵＦＯ島のレベルとの関係を想定しながら、その時に根が

張れるようにしたらどうか。 

（磯部） 

・ ＡＰ＋１．９が平均満潮位くらいなので、斜面の所は海面の高さから言って難しいこと、

今度、斜面の上の方を見ると、袋詰め捨石があるので根が張れないこと、また、淡水の供

給もないので、以上の３つ考えるとちょっと難しい気がします。 

（風呂田） 

・ うまく生えてきてシオクグなど、塩の中でも耐えられる植生だと思う。 

（蓮尾） 

・ それこそ、下北岬や上北岬の上の植生を考えると、大体見当がつくのではないかと思い

ます。やはり、ヨシは厳しくて、どちらかというと、帰化植物の方が優占するのではない

かと思います。それが結構しっかり生えて、草丈は１メートル近くになると思います。 

（後藤） 

・ 資料１の３ページ目の図だと、緑色の袋詰め捨石が３つ積まれているところや、４つの

所もあるが、覆土の高さには影響ないのか。 

（事務局） 

・ 資料１の図はイメージであり、今の所は、現地盤からＡＰ＋１．９の所まで袋詰め捨石

を割り付けて設置していこうという設定です。その上に袋詰め捨石を隠すように捨石（割

栗石）を設置します。そのため、覆土の高さはもう少し高くなる可能性があります。 

（東） 

・ この保護区は、土砂の供給がなかなかない所なので、出来るだけ沢山覆土していただき

たい。 

（風呂田） 

・ この現場の覆土に使っている土砂は、自然の土砂ですか。結構コンクリートの破片など

もあるけど。 

（事務局） 

・ 国分川の防災調整池の掘削工事から搬入したものです。 

（風呂田） 

・ 真間川水系で、石成分があること自体が、堆積している地層から見ると想定し得ない。
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ただ、それが逆に、入っていて覆土が安定しているということであればいいと思う。この

土砂で、とりあえず覆土をやってみて、その後の状況で、場合によっては、石を置いた方

がいいのか、更に土砂を均した方がいいのか、検討する余地があると思います。 

（蓮尾） 

・ 実験結果から言っても、この覆土が８月からの半年間、形状をある程度保ったので、よ

く考えて出来た結果と思います。やはり私も覆土を沢山していただきたいと思います。 

（磯部） 

・ 今、試験的にやったところの覆土は、多少凸凹はあるけれども、大体、法面勾配は１：

３．０で落ち着いたということから、来年度、工事する箇所は外力が小さいので、大丈夫

だと思います。ただ、確認ですが、覆土してからは、東側からの強い風を経験しています

か。海岸浸食というのは、大きな波が来た時に、一日に一気に浸食されるのです。それは、

南東ないし東風の時ですね。野鳥観察舎の方が見ていれば、状況を聴き取ればいいし、誰

も見ていないとすれば、去年の風速のデータぐらいはとってみて、どんな風が吹いたかを

チェックしておいた方がいいです。ただ、今度やるのはＵＦＯ島の後ろということがある

ので、風が吹いても、そんなに波は入って来ないので、こちらは土砂の流出は安心です。 

（後藤） 

・ 袋詰め捨石を覆う捨石（割栗石）の投入は、なるべく少なくして欲しい。 

（事務局） 

・ 現場で出来る限りのことは試みます。 

（東） 

・ 土砂をあまり厚くし過ぎると、逆に木本が生えてくるのではないですか。 

（蓮尾） 

・ 土砂が厚くても薄くても生える時は生えるので、気にしなくてもいいと思う。 

 

［生物生息環境（トビハゼ）調査］ 

（東） 

・ 次のトビハゼ調査の議論に入ります。 

（風呂田） 

・ 資料に専門家とありますが、実名を出さない理由は何かありますか。 

（事務局） 

・ 特にありません。 

（風呂田） 

・ 科学的な調査データを基に、しかもこの人が手を入れた現場ですから、実名を入れてい

ただいた方がいいと思います。 

（事務局） 

・ 御本人に確認して、今後対応いたします。 

 

（東） 

・ 東邦大学の多留さんからいろいろと聞いて来ていただいて、それを基に事務局で、調査

の案を作っていますけれども、これについて、御意見、御質問がありましたらお願いしま

す。 

（蓮尾） 

・ 今回の調査案は、少し時間をかけて繁殖行動を見ることで、密度が推定出来るというよ
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うな内容と理解してよろしいでしょうか。 

（風呂田） 

・ 密度の測定は基本的に難しいので、繁殖活動を一つの指標にして、この個体群の安定性

を測るという考え方ですね。大体同じように繁殖していれば、個体群としては安定してい

るということです。密度が高くても、温度依存とか、人間の干渉によって、繁殖行動しな

ければ、いくら個体数が多くても、結局、個体群としては不安定ということです。多留氏

の立てた計画では、繁殖行動とか稚魚の出現で、相対的な安定性をモニタリングしたらど

うかということだと思います。個体数を出すのは難しいと思う。 

（蓮尾） 

・ トビハゼの稚魚ではない、他のハゼが泥の上をピョンピョン跳ねますので、判別がつき

にくいみたいです。 

（風呂田） 

・ 多留氏は、稚魚の定量採取を網で行うことを想定していると思う。また、跳ぶというの

は時間的に集中しているので、跳んでいる数で、その個体数の推計は多分難しいのではな

いかと思う。 

（蓮尾） 

・ 最終的に同定するのは難しいと思うのですけど、２センチ・３センチの大きさのハゼが

泥の上を飛び跳ねるのは、あちこちに見かけるのですが、それは他のハゼの部類ではなく

て、トビハゼと考えていいのであれば、我々素人でも多少は確認できると思います。 

（東） 

・ 参考資料５－４の航空写真を見ていて、風呂田先生と先程、話していたのですが、セイ

ゴ水道の横にある陸地の真ん中辺に池があるのですが、ここはトビハゼとかいないのです

かね。 

（会場） 

・ ウラギク湿地の西側のサギドマリの後ろの所へは、あまり行かないので分からないです。 

（東） 

・ トビハゼの調査については、事務局の案でよろしいでしょうか。先程、風呂田先生がま

とめてくださいましたが、個体群の安定度をモニタリングしていくということです。資料

では、工事の終わる２５年度までしか、調査の設定がされていませんけれども、可能であ

れば、もう一年やってもらった方がいいです。 

（風呂田） 

・ 実際、来年の工事はセイゴ水道には入らないですが、工事の影響ということも評価しな

くてはいけないということになります。 

（事務局） 

・ 今後は調査結果を報告して、次年度以降の調査について検討したいと考えております。 

 

（東） 

・ 平成２３年度のトビハゼ調査は、事務局の原案どおり進めることにします。 

・ 導流堤工事の方もまとめなくてはならないですが、原則、事務局の案のとおりでやりま

しょう。捨石（割栗石）は大きい２０センチくらいのものの方が、ハサミシャコエビが入

りやすいとかあるそうです。 

（風呂田） 

・ 穴自体に入るのは、泥が溜まっていれば、チゴガニが入ります。それからあまり歓迎で
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はないですけど、ホソウミニナも入ります。カニでは、ウモレベンケイガニ、タカノケフ

サイソガニ、それからイソガニが入ります。おそらくフナムシも来ると思います。 

（東） 

・ 下北岬やその周辺にある小さい石よりは、生物相が豊かになる可能性があるので、配慮

しましょうということです。もう一つは、覆土する土砂をチェックした方がよいという御

指摘です。 

（風呂田） 

・ 幸か不幸か、覆土がある程度形状を保ってうまく行っているのでいいと思う。 

（東） 

・ あとは、後藤さんから植生のイメージというのをもう少し考えた方がいいという御指摘

でしたので、その辺を踏まえて進めていただければと思います。 

 

 

（２）議題２ 行徳湿地の将来像の検討について 

（東） 

 ・ 行徳湿地の将来像の検討の進め方について、ワーキンググループで案を作るよう協議会

から指示があったので、ここでは、主にどう進めるのかという手順と、いつまでに進める

のかというスケジュールの視点から、この資料３を叩き台にして検討し、素案を作ってい

きたいと思います。資料の説明をお願いします。 

（資料２及び資料３により事務局から説明） 

（東） 

 ・ 後で詳しく検討することにして、資料３の検討の進め方のイメージは、それ程大きく逸

脱している感じでもないと思いますので、続けて資料４と資料５の説明をお願いします。 

（資料４及び資料５により事務局から説明） 

（東） 

 ・ まず、行徳湿地の再整備基本計画に対する整備の現状等について、共通認識を持とうと

いうことで、資料にまとめていただきました。蓮尾さん、何か補足することがあればお願

いします。 

（蓮尾） 

 ・ １９９４年に再整備基本計画が策定されて、１６年経ってみると、これは少し違ってい

たのではというのは、当たり前と思います。その中で、当時の見通しが正しかったという

部分があることが少し奇跡的かなと思う。保護区以外の他の所は、人にとって都合のいい

ように変えられていく中で、保護区では樹木が茂ってきて、極相に向けてだんだん移行し

つつある状態ですが、当初の状態と比較できるところが一つの保護区の持っている功績か

もしれない。真水の水源がない、海には干潟がないなど、課題そのものは保護区が成立し

てスタートを切った４０年近く前から、そんなに変わっていない気もします。その理由に

ついて、より細かく分かってきたのですけれども、改善の方策そのものは、大きくは進展

していない気がする。１９８０年代から汚水を水源として、淡水の湿地を造成しているこ

とは、環境を作るという点では、決して悪くはないと思います。ただ、残念なことに、そ

れに見合った鳥の姿が増えてきていない。だから、頑固に人の都合のために改変しないで、

生き物を最優先で、出来ればこの先もしっかり護りたい。それがここの人が利用する上で

の値打ちとしても、最大のものなのかもしれない。長年に亘って感じてきたことは、人の

居心地のいい状態というのは、必ずしも生き物の居心地のいい状態ではない。だからとい
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って、人の居心地のいい状態だけ優先して、そちらに向けて動いていくということが賢明

かどうか、いろいろな点で環境問題の根底になることだと思う。そのためにどんなふうに

関わっていくかということで、いろいろなやり方があるだろうし、関わり方でこの先、こ

の保護区を生かすも殺すもあると思います。この資料を認めた上での感想です。 

（東） 

 ・ 事務局の説明はキーワードとして、とてもよく整理されていると思うので、是非、紙か

何かでいただけるとありがたい。 

（事務局） 

 ・ 後日、皆様に配布する参考資料ということで考えたい。 

（東） 

 ・ 共通認識というところでのキーワードになると思いますので、よろしくお願いします。

現在、保護区で行われている状況について、共通認識をしておかなければならないところ

です。 

（風呂田） 

 ・ 基本計画が策定されてから、これまで鳥のことはかなり事前の検討・予測とか行ってい

ますが、海生生物については、具体的な議論はまだなかったと思います。実際に保護区の

底生生物を調べてみると、結果的に東京湾の中で希少性の高い生物がおり、それが社会的

な価値として、更に調べることによって、発見されるものが他にもあると思う。例えば、

保護区では淡水の池を造って、浄化をして、それが実際どれだけ水質が変わったのかを、

経験的には皆さん御存じでも、他に人は分からないのです。それが、保護区がもっている

環境的な管理だと思うし、それがどういう生物に影響したかどうかを、淡水池の中で何が

どうなっているのかとかが、まだ見えていない。だから、そういうところをもう少し洗い

出す形で、“生態系サービス”という視点で、人間の恵みとして、自然環境とか生き物から

何（どんなサービス）を受けているのか、それを社会が認めることによって、その場所と

か機能というものをお金を出してでも、皆で護ろうということで、やって行かないといけ

ない。そういった意味では、本当の意味で人にとって、この生態系がどういうサービスを

提供してくれているのかという整理をもう一回した方がいいのではないかと思う。そこに

は鳥も入ってくるし、魚やベントスもやってくるし、水の浄化池もあるし、海からウナギ

やエビが上がってくるというような様々な経験の共有というか、人間がそこで積み重ねて

きたことをどういう形で表現していくか。それを将来に向けて、どういう形で皆で共有し

大切に利用してくか。それを１回整理して上で、保護区の中をある程度、必要に応じて、

人の制限をかけていかなければいけない所です。それから、未来のために環境学習・教育

機能の高い仕掛けを作るとか。そういう議論をしたらどうかと思う。だから、次回のワー

キング辺りまで、生態系サービスにしても、行徳湿地を特徴づけたりする要素としてどの

ような切り口が可能なのかを整理した方がいいと思う。頭で大体分かっていても、情報が

不足していて、世の中に説明できる情報が整理されていない。先程言った池の浄化力とか、

淡水池の中にいる生物の状況とか、例えばこのメンバーで調査など出来る所もあるし、調

査会社にしっかりとやってもらうのもいいと思う。そういうことをやって、もう少し情報

を社会に発信できるようにしていった方がいいと思う。 

（東） 

 ・ 今の御意見は資料３の“３”に繋がるようなところですね。“行徳湿地を特徴づけたり、

人を引き付ける要素などの確認”というような。 
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（風呂田） 

 ・ 基本的にここの保護区は共有財産ですから、社会的に、“ここをこうしたい”という意思

が出てこないと、将来的にはそこをもって崩れてしまう。こちらがいいと思ってやっても、

何かの力が働くとおしまいになってしまう。 

（東） 

 ・ だから資料３の“３”をやる上で、この生態系サービスという視点で、整理するのが一

つの方法ですよという提案ですね。 

（風呂田） 

 ・ それぞれの立場で、例えば、“こういう場所があった方がいい”とか、生き物を見るとき

の安らぎとか、非常に精神的な問題までこの生態系サービスの中に入ってくるので、今の

保護区の状態の中で、人間にとって提供出来るものは何かということを、一回出してみる。

ただ、この保護区は結構狭いので、あれもこれも入れてしまうとパンクしてしまう。そこ

である程度、スクリーンにかけて、これを優先していくためには、これは順位としては下

げていこうと、いうような戦略を立てなければいけないと思う。 

（東條） 

・ 前にも市川市の中の地区の市民利用を促進したいという懇談会の提言をいただいてから、

この保護区について市民によく知られてきていて、ここを大切にしていこうというよう

な考え方が進んでいるので、市民利用の面も十分考えていただいて、整理したいと思っ

ています。 

（後藤） 

・ この間、市民利用促進施策に関する懇談会の木下先生に来ていただいて、それぞれの場

を全体としてどうするかという議論があるが、ゾーニングも、その後、詰めていくよう

な形になると思うのですが。それで、人が入りやすいとか、自然を感じられるとか、多

分その議論が出来てきて、どうしても人間の都合だけでやってしまうので、多少はやっ

ていい部分と、いけない部分があるので、その認識が出来ればというのが一つです。大

きな問題があまり解決していない中で、淡水の問題や、土砂の供給など、それを長期的

な構想としてどう対処していくか、まずはとっかかりの方向の話をしないといけない。 

（東） 

 ・ その辺は目指したいところで、この検討の進め方の素案を作って、将来像をキチンと作

っていくことで、淡水源をどうするとかいうことにも繋げていく。木下先生のお話は、主

に人材のことだったので、その人を確保する原資というものも、検討を進めることで、何

とかやっていけるのではないかと思う。 

（風呂田） 

・ 人間と保護区との関わりが、生態系サービスの視点で、どういう切り口が可能なのか考

えているので、次回のワーキングで、それを示したいと思います 

（東） 

 ・ それをいただければ。生態系サービスの視点から、この資料３の“３”にある“行徳湿

地を特徴づけたり、人を引き付ける要素”というものが整理できるのかなという気がしま

す。 

（風呂田） 

・ ここの保護区の最大のサービスというのは、人間が非常に苦労して、今の環境を作り上

げたという、過程と歴史だと思うのです。その結果として、保護区にこれだけの生物が

生息している。だから、それをもう少し何か表現して、そこに結び付けるような整理を
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したい。そのためにはどういうスターが必要なのか、鳥も、生物も、群集構造もそうだ

し、例えば、ウナギは絶対に見て欲しい、なぜかというと、それは淡水系の中と海との

繋がりで、マリアナ海溝から北上している。膨大なヒストリーが、人間がこういう環境

整備をすることで、目の前で広がっているので。そういうスター性はあると思う。それ

を入れることで他のものが食われて困るとか、そうでもないとか、そういう一つの括り

をつけるために、ここでどういう機能を発揮できるかというのを、生態系を保全再生し

たり、その整理が一回必要ではないかと思う。 

（後藤） 

・ 逆に昔、当たり前にあったような環境がどんどん失われて、ここがそういう意味では本

当に最後の砦みたいになってきている。 

（風呂田） 

・ 希少価値というのがサービスにとっては、ものすごく価値があることで、谷津干潟と空

間的、構造的、生物相的にも全く違った状況になっていると思う。それはなぜかという

と、谷津干潟はそれで、その機能があるだろうし、行徳湿地の場合は、“これがなければ

いけないものがあるのだよ”というものがあると思う。 

（磯部） 

 ・ 風呂田先生にそういうものをまとめていただけるのだったら、その生物種に必要な環境

条件と最低の広さが分かると、進め方（資料３）の“３”の後が進めやすくなると思いま

す。おそらく、それを一覧表にしてみると、全部は入らないという話が出てきて、そこか

ら選択をしていくわけですけど、選択をしながら環境条件が分かれば、現状を基にして、

どういう所が適しているのかというのは、大体分かっていますよね。 

（風呂田） 

 ・ 基本的に生物は空間異存なので、構造と面積から見てそれぞれの生物が住める空間がど

れくらいあると、これくらい住めるというのは分かりますけどね。 

（磯部） 

 ・ 資料５のイメージ図は白紙で作り直すわけではないので、イメージ図の基となっている

再整備基本計画の図を前提にしなければいけないわけで、そこでどういう配置にしてどれ

だけのものが入るかというのが出てきて、それによって最終的な図に落とした時には、イ

メージ図みたいなものが出来てきて、それに対して、今度は淡水の循環であるとか、或い

は潮位差であるとか、泥を入れて干潟を造るとか、そういう全体としての環境条件をどう

整えていかないといけないかという次のステップが出てくると思うので、そこでゾーン毎

の環境の議論が出来るといいと思います。 

 

（風呂田） 

 ・ まだ、情報不足なところがあって、淡水とか真水の所の環境情報として、泥質が勝って

いるというのは、携わっている人なら分かってるけれども、では、資料を見てみればと言

うと、なかなか無いので、出来ればそういうことを観察会のような形で、友の会が中心と

なって、データを取りながら皆で調べてとか出来ればいいと思う。あと、例えば、今、中

央博物館の池の管理をしている立場で、水質浄化のプロで千葉県中央博物館の林紀男さん

に少し入ってもらい、そういう指導をいただくとか。林紀男さんは、いろいろと知ってい

ると思いますので、管理を皆に広げながらキチンと変化を追跡しながら対策を検討し実行

するいわゆる順応的管理を目指すことから変えていくというやり方も出来ると思うので、

そういうことも来年していただければと思う。 
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（東） 

 ・ 資料５のイメージ図について、事務局からの説明は特にありますか。 

（事務局） 

 ・ このイメージ図の叩き台は、行徳湿地再整備基本設計の全体計画図を下図に、市民利用

促進施策に関する提言書のゾーニング図（図－１）、それとゾーン“Ｂ”の中については、

友の会が描かれた“こうなったらいいな”という絵を、出来る限り落としてみたものです。

生物の絵については全て載せきれているわけではありません。 

（東） 

 ・ Ａ－３が微妙に丸浜川の中に入っていないことになっています。 

（事務局） 

 ・ 陸上部はコロニーを除いては、生物の絵は載せておりません。海域については、そこを

特徴づける生物で、ある程度表現出来るであろうということで、鳥類と底生生物の一部の

みを記載しています。 

（東） 

 ・ この図に具体的にどうしようということを落とし込むのも一つの方法だし、磯部先生か

ら御提案いただいたように、生物種の環境条件とか面積とかの一覧表を作って、その中か

らのアプローチもありますが、風呂田さんどうですか。 

（風呂田） 

 ・ その時に具体的に政策があって見通しが立つ短期目標と、例えば１００年後とか、暗渠

水門の前を埋めろと言ってもすぐに出来ないのだけれども、本当はその方が望ましいとい

う計画を書いていかないといけないと思う。それで、一番効率的に出来るような入り口を

考えて、特に海域の場合だと浅くなりやすい場所となかなかならない場所とは、大体分か

るので、そうすると浅くなるべき今の状況はどこら辺なのかというのを、むしろ磯部さん

から提案いただいて、淡水の場合でもどういう所が淡水になりやすいとか、海辺に近づい

ていくと、土手が崩れて皆駄目になってしまうことがあるので、地形的なベースも必要だ

と思います。 

（磯部） 

 ・ まずは１００年後でいいですよね。 

（風呂田） 

 ・ そうですね。 

（磯部） 

 ・ それで１００年後は、すぐに実現しないから、５年後とかで考えればいいですよね。こ

のイメージ図の叩き台は、フォーマットとしては非常にいいと思っている。それは生物種

とそれに必要な環境（泥干潟）がペアで書いてあるので、そういうイメージが出来ればい

いというのが先程のお話です。また、それを造るために並行して、生物種とそれに必要な

環境条件と最低の面積を一覧表みたいなものにしたものが私のイメージで、それを資料５

の図の横に見ながら、両者を合わせて、資料５の図を完成させていくということです。そ

うすると、この図の中身でこれから詰める必要があるのは、陸域部については、まだ生物

種が書き込まれていないので、書き込まれている環境を造るのは分かるけど、まず、何を

狙っているのかがさっぱり分からない所があります。それから、水域の側で言うと、私の

感覚では、シギ・チドリの図の所は狭くて本当に大丈夫なのかなという気がするので、面

積ということも申し上げました。また、コアジサシも何か狭すぎる雰囲気ですね。こんな

ちまちました所に来るのかなという感じです。 
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（東） 

 ・ 長い歴史の中で繁殖には失敗していますから。 

（風呂田） 

 ・ 今、鳥が減っている原因というのは、何か掴めないのですか。谷津干潟でもそう言われ

ていて、結局、飛来してくる鳥そのものが減ってしまっていて。 

（東） 

 ・ それは三番瀬再生会議の中で、蓮尾さんが考察されていますけれども、東京湾奥の場合

は、確か１０年くらいのスパンで考えると、野鳥は減っているとはなかなか言づらいとこ

ろがある。それで、もっと長いスパンで見ると減っているのだろうけども、あまりデータ

がないと思いましたが。 

（蓮尾） 

 ・ 東京湾の奥というのは、多分、日本の中で一番たくさん鳥のデータがある場所だと思い

ます。そのデータから言うと、移り変わっているだけではなくて、長距離を渡っていく鳥

は、増えているのもいるのですけれども、大体減っている。それで、海で魚を食べる鳥は

一部増えている。一つには、アジア全体ぐらいの規模で考えないといけないというのがあ

りますが、それは考えても対策の仕様が難しい。 

（風呂田） 

 ・ まずは、その場で出来ることを考えていかないといけないと思う。例えば、私は鳥の専

門家ではないので、鳥のことは全然分からないのですが、谷津干潟は、潮が上がると、鳥

の逃げ場がない。要するに休み場が全然なくなってしまう。ここも同じことが起こるので

すよね。 

（東） 

 ・ そのためのこの後背湿地だと思います。 

（風呂田） 

 ・ その空間づくりとして、満潮時に休み場として使える空間も考えていかないといけない

だろうし、場合によっては、谷津干潟の桟橋みたいなものを造ってみるとか、そういう人

工的なものでも場合によっては考えてみると。どういう空間がいるのか、何が欠けている

のかという部分の整理がいると思う。 

（蓮尾） 

 ・ 谷津干潟の場合の減少というのは、干潟の方が固くなったとか。そこに流れ込んできて

いた雑排水を、今では入れなくしたのです。 

（風呂田） 

 ・ とりあえずね。 

（蓮尾） 

 ・ ええ。それで、カルバートで海と繋げた影響が大きいのか、それとも有機物が非常に多

い淡水が流れ込んで来なくなったのが大きいのか、それは休む場所以前に、食べる餌の問

題もきっとあるのだろうと思う。要するに、これまで底生動物というのは、ゴカイなどふ

るいで分けて拾われるものが餌となっているというのが、中心だと考えられていたのだけ

れども、この頃はバイオフィルムという呼ばれ方をしている細かい、ふるい分けたら通っ

てしまうような有機物やバクテリアなどを含めた、その層そのものを食べているというシ

ギが実際にいるということです。全部がそうではないけれども。だから、ただゴガイが多

ければシギがいるかと言えば、そういうわけではないと思います。ただ、三番瀬の取りま

とめの時には、１９６０年代に実施した鳥のカウント結果と今の状況と比べると、下手す



14 

ると二桁違うと。１０００羽いたのが１０羽になるものもいる。そういうものが少なから

ずいる。一番怖いのは、繁殖しているチドリの仲間などは、今回、当たり前にいたものが

いなくなってしまったという所があります。だから、分からないのではなくて、非常に深

刻に減っているという鳥が多いという所があるが、その原因を特定しろと言われた時に非

常に困ってしまう。 

（風呂田） 

 ・ 問題はローカルな部分と、グローバルな部分とがあって、たぶん直接何か出来るのは、

まずはローカルな部分であって、ローカルな所に原因があるとすれば何か対応が出来るか

もしれないが、グローバルな問題はなかなか出来ないですね。 

（東） 

 ・ 今の話は、シロチドリなのですけど、シロチドリはここの保護区自体に何年も入ってい

ないし、ここで繁殖させると、もっとすごく大変になる。 

（風呂田） 

 ・ 個人的に言うと、シロチドリは草原に卵を産むので、前は気を付けていたのですが、調

査をする小櫃川でも草があると、そこはカワウが占拠している。そうすると、ここにもし、

そういう営巣場的なものが出来て、シロチドリが来てくれるのであれば、そこを何とかす

るとか、ここで出来ることですから、そういう議論も必要になってくると思う。 

（蓮尾） 

 ・ さっき、数が減ったということに対して言うと、１９６０年代の末の東京湾の大規模な

埋め立ての時期に、シロチドリがあるいは埋立地の裸地を繁殖の場所として利用すること

で、一時的に増えたかもしれない。また、埋立地の乾いていない所を採食場として利用す

るシギやチドリで、もしかしたら増えたのがいたかもしれない。だからと言って、長い歴

史の中で１９６０年代がピークだとした時に、シロチドリやコアジサシはもしかしたら東

京湾の埋め立て時に、ピークに達したかもしれない。ただ、他のシギやチドリの全部につ

いてそれが言えるわけではない。 

（東） 

 ・ ここで、基本に戻したいのですけど。資料５のイメージ図の淡水部分には、目標とする

生物を書き加えるということですね。 

（事務局） 

 ・ 友の会の描いた絵の意図するところが分からないので、描いた方にそのゾーンの目指す

ところを確認出来ればと思うのですが。 

（風呂田） 

 ・ 淡水の生物を調べればいいと思う。魚も貝類も。ウナギがいるのは聞いているので。 

（東） 

 ・ 要は、そういう調査を始めようということで、明日は友の会でカマキリの卵の調査をす

るのですけど、そういう一連の調査の流れに合わせて、水の中に何がいるのか、どうやっ

て調査したらいいのか、御指導いただければありがたいです。 

（風呂田） 

 ・ 現状で、分かる限りリストアップしてみて、経験的に分かるものと、過去に研究者が持

って行ったデータを基に、整理して今後の保護区の生態系を回復させる目標を持つ必要が

あると思います。水質で、例えば田んぼを回りながら、窒素とか有機物が変化してきたと

かいうのは、データで出せるのですか。 
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（蓮尾） 

 ・ データとしては出してます。ただし、論文として発表はしていないのです。 

（風呂田） 

 ・ もし、データがあって整理出来たら、東京湾から見てそういう栄養塩の流出がどれだけ

効果をもたらしているのかということで、生態系サービスで定量的に分かってくると思う。

そうすると、必ずしもきれいな水を入れるのがいいのか、汚い水の方がいいのか。谷津干

潟もそうですけど、むしろ汚い水を積極的にやることの方が、環境の再生が出来る可能性

があるかもしれないです。 

（後藤） 

 ・ ここの保護区を訪れた方に、“この辺にはこういう生物がいるよ”とか、“見たことある

よ”とかいう話はいっぱいあると思うが、一回そういうのを聴いてみては。 

（東） 

 ・ いろいろ適当には調べてはいるけれども、それがまとまっていないと思う。 

（後藤） 

 ・ それを調査する前に楽な方法で白地図に書き込んでいくことが出来ればと思う。もう一

つは、外側のＡ－２の所をどういうふうにしていくか、市民利用も含めて、視野に入れて

いいかなと思う。 

（東） 

 ・ あとはＣ－１とＣ－２もこのまま放っておいていいのかどうか、ということも検討しな

ければならないです。 

（風呂田） 

 ・ 確かに今までＣのゾーンを環境的にどう考えていくということはやってなかったですね。

先程、蓮尾さんが言われたように、極相ということで考えたとしても、こっちの方が面積

的に広いし、今、キョウチクトウがいっぱいあるのは知っているのだけれども、ちょっと

この保護区にとっては、合わない植生なのです。多分、植生とか生物学的な思想から造っ

た林ではないので、場合によっては、もう一回ゼロから始めることによって、ここがどう

いう海岸沿いの植生としてふさわしいのかが、見えてくるのではないかと思います。 

（後藤） 

 ・ 資料５のＢの真ん中の本土部には、いろいろな淡水池が沢山があるのだけど、ウラギク

湿地の所にアシ原とその上に干潟が書いてあるので、自然の中で川から海への移行帯とし

て一度イメージして、１００年後どうしたらいいかということも、想定しながら、どうい

うものが配置できるのか、例えば広さとか、そういうことは議論しておかないといけない

と思う。一個一個の淡水池をどうするという話よりは、全体の生態系の流れとして特徴的

なところを描いておかないと、それぞれの池に固定観念が出てきてしまって、何か細切れ

になってしまう気がする。 

（東） 

 ・ ウラギク湿地の奥部を汽水域にする実験というのは、協議会の中でも何度かやっていて、

県中央博物館の由良先生が実験をしてくださったのですけれども、淡水を流下させると、

どうやっても薄く広がることはなくて、一本の排水路状に流れてしまうのです。あるいは、

ウラギク湿地の最奥部に、どういうイメージを持つかということですね。 

（風呂田） 

 ・ 各論に入ると、だんだんぼやけてくる。全体像を決めて、それを社会の中で支えられる

には、どういうふうな視点が必要なのかという基本的なところの内容を決めること。社会
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が“ここがあってよかったな”というのが最後のゴールですよね。やはり地域の財産や誇

りになるには、どういうことを考えたらよいのか。その視点を一回整理する必要があるの

ではないかと思います。 

（磯部） 

 ・ 淡水池を造ることになった、その当時の議論の記録は残っていますか。なぜ水田を造ろ

うとしたのか、なぜやや深めの淡水池を造ろうとしたのかということです。 

（東） 

 ・ 構想は１９８０年代の初めくらいからあったのだと思います。この保護区の価値を上げ

ていくためには、一つは水鳥の繁殖をイメージしようと。海水など塩っぽい所では、鳥は

繁殖しづらいので、淡水はどうしても欲しいと。それから、こういう浅い池で、春秋通過

するシギ・チドリがいるので、周辺が開発されて、こういう環境が一番なくなってきてい

て、ここの中にそれを再現しようということなのです。行徳周辺では、妙典地区が最後に

湿地だった場所で、そこも市街化区域に編入されてからの工事の最中に、ダンプカーで何

台か、水車を回している池から下流にあたる池の周辺に運んできているので、その妙典の

蓮田の泥はもらっています。 

（磯部） 

 ・ そうすると、今のお話の範囲内でも、ここが淡水性の鳥というので、生物を貼り付けよ

うという、目標としては貼り付けられるのですよね。 

（東） 

 ・ はい、貼り付けられます。ですから、この事務局の張り付け作業のお手伝いは、私、或

いは蓮尾さんにお願いしたいのです。 

（風呂田） 

 ・ 保護区周辺では妙典の湿地が最後の池であったということで、そこではかなり詳細な生

物調査をやっていて、「千葉県の自然誌」に載っています。その時の生物相の目標がある意

味では、ここで期待される生物相なのかなというところです。 

（東） 

 ・ 今日の議論の目標は、３月２５日に開催予定の協議会で、このような方向で将来像の検

討を進めていきますという了解を取らなければならないのです。そのレベルまで達してい

ますか。 

（事務局） 

 ・ 資料３の“３”番については、お話を伺った限りでは、目指す生物は鳥であったり、特

徴づけたりということで整理していくと。また、時間軸で整理すると、どの項目をどの時

期までに、という整理が必要になると思います。あと、進め方の順番として特段問題ない

のであれば、とりあえずこの叩き台を素案として、今日の意見を踏まえて取りまとめ、次

回の協議会に諮り、その後のワーキングの作業と期限を決めていただければと考えており

ます。 

（風呂田） 

 ・ 資料３の“３”番のところで、同時並行で、“現状で足りない情報の整理”というのを入

れる。淡水の情報があるなら整理して、それが必要であれば、一緒にまた調査しに行って

という、“情報の整理と追加の現況調査”ということです。 

（東） 

 ・ このワーキングは、次にいつ開けるのかと事務局に聞いたのですけど、大変忙しい時期

に入るので、普通では９月になってしまうということです。 
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（事務局） 

 ・ 当方からの議題提出を考えると、その時期になると思いますが、緊急的に議題が挙がれ

ば、その時期に開催できるよう努力します。 

（風呂田） 

 ・ 先程の導流堤湿地側護岸の生物調査を友の会のメンバーと実施したのは、４月と５月で

すよね。 

（事務局） 

 ・ 去年は３月に実施しました。当方で発注する生物調査の仕様書を設定するための事前調

査として行いました。 

（風呂田） 

 ・ では、３月に生物調査の採取をやりますか。土手についている生物は何かということで。 

（東） 

 ・ いいですよ。 

（風呂田） 

 ・ 今度は潜らなくてもいいと思いますけど。干上がっている時に行って、砂を取ってふる

いにかければいいだけだと思います。 

（東） 

 ・ 話は変わりますけど、生態系サービスというのは、どういう視点で整理しますか。これ

で保護区の価値とか要素を整理していくというとどうなるかと思うのです。 

（風呂田） 

 ・ いろんな意見があるので、多分一年かかると思うのです。 

（東） 

 ・ 要するに叩き台が出来ればいいと思います。 

（風呂田） 

 ・ 次回のワーキングがいつか決めていただければ、それまでに作成します。 

（東） 

 ・ 例えば、９月のワーキングに生態系サービスの整理をやるのはいかがでしょうか。 

（風呂田） 

 ・ ９月のワーキングの前に、場合によっては、現地調査の採取時にメンバーが皆集まって

行うとかはあると思います。 

（東） 

 ・ そうですね。下打合せみたいな感じで。 

（磯部） 

 ・ この中で言うと、資料３の“３”番でやるのがいいですよね。 

（風呂田） 

 ・ その調査を５月の夕方ぐらいに、一回企画していただけたらいいと思います。 

（東） 

 ・ これが一つ大事なデータで、最低面積、環境条件、生物種をどこで検討するかですが。 

（風呂田） 

 ・ これが最終的にどういうようなゾーニングになるかという所にもっていけると思うので

す。“４”番とか“５”番の辺りで。 

（磯部） 

 ・ 私の意図としては、“４”番とか“５”番をやるために、“３”番で、それをやっておか
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ないといけないと思うのですよ。 

（風呂田） 

 ・ 合わせてその時にも出来ればとも思います。 

（事務局） 

 ・ そうしたら、要素の整理と共に“３”番に入るということですか。“ゾーニング”の前の

“生物種の情報収集と整理”ということになるわけですね。 

（東） 

 ・ はい。 

（後藤） 

 ・ 結論を出す前に一度情報交換を含めて、例えば、ワークショップみたいな形で検討時期

を作って、現地の声を聞いておかないと、勝手にやったとかいう話になってしまう。 

（東） 

 ・ 環境要件、面積、生物相というのは、３月中に出来ないですか、風呂田さん。 

（風呂田） 

 ・ やれと言われれば、やります。 

（事務局） 

 ・ 前回は、４月以降に発注する生物調査の仕様書を設定するための事前調査（サンプル採

取の深さなど）でしたが、３月にやろうとしている今回の調査の位置付けは、この将来像

の検討のためですか、それとも当方の生物調査のためですか。 

（風呂田） 

 ・ 今回は県の調査と関係なく、時間的な制約なしに実施するもので、覆土した所に何がい

るかというのを皆で見ていただきたいし、確認したいということです。 

（事務局） 

 ・ わかりました。では、当方の平成２３年度の生物調査は、平成２２年度と同様の仕様で

ということで了解しました。 

（東） 

 ・ 池の生物調査ですが、これは風呂田さんに教えてもらってどこかでやらないといけない

です。 

（風呂田） 

 ・ この間は、仕掛けをやりました。例えば、生物の名前、ヨシノボリというのは結構面倒

くさい。エビも要するに沼エビの仲間なのですけど、いろんなエビがいて結構大変です。

ただ、それは専門家に依頼すればいいので、取ってもらえればとにかく何とでもなります。 

（東） 

 ・ それで定量化するためにはどうしたらよいかなのですけど。 

（風呂田） 

 ・ 定量化はきっと難しいでしょう。だからむしろ定性的に何が採れてそこに棲んでいるの

かということを記録に残すと。どこの池で取れたということだけでも、何かに残していっ

て、観察会の度に皆で持っていくとか。例えば朝に仕掛けておいて、来たときに上げても

らうとか。そういうことで多分済むと思う。池の生物調査でもいいですが、ただ、それは

時期的なものを選んでやらないといけないと思う。 

（会場） 

 ・ 社会的に認知度を上げるというのは、これからも保護区の存在にかなり関わると思いま

す。保護区の中にゆっくり入る人、散歩のコースにしている人、散歩のついでにたまには
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観察舎に寄って望遠鏡をのぞくという人、今のところいろいろな人がいると思うのですけ

れども、そういった散歩の人と、中に入ってじっくり見る人と、もう一つ中間の形が必要

かなといつも考えている。例えば、ＵＦＯ島に渡って、戻ってくる架け橋を造るとか、特

に小学生たちが沢山遠足で来るので、ただ単に上から望遠鏡で眺めるだけではなくて、希

少な価値というのを分かってもらえるよう、少しは触れられるような空間を造って、もう

少しじっくり味わってほしい。そういったことで、何かもう少し使えないか。あと、観察

会に出て思うのですが、来たいのだけれども行き方が分からない。特に市川塩浜駅から降

りたら、ひどい目にあったと。地図で行ったら市川塩浜駅は近いように思ったらしいので

すが、結局、間に合わなかったのですよと言われたりしているので、観察舎に来れる様に

何か対策をお願いします。 

（東） 

 ・ アクセスの説明不足ですね。 

（会場） 

 ・ 前に千葉県で干潟の調査をした時に、すごくいろんな貴重種が発見されて、それを私の

側でも出来るような形になればと思っています。 

（東） 

 ・ 海域部、汀線部のところですね。 

（蓮尾） 

 ・ １２月のワーキングの木下教授の提言書の中に、人を育てるというのが一番大事な方策

なのだと書いてあって、それを何とかしたいけれども、その時間をどうやってひねり出す

のかというのは、すぐにはいかない気がする。正直なところ、この２、３年の友の会の労

力というのは、限られた予算の中で、どうやって削るかということばかり話してきていて、

その中でどうやって、保護区の良さを一般に伝えていくための努力の時間が造り出せるか。

ボランティアが育っていないと言われても、そのための時間が取れなかったというのが正

直なところです。 

（会場） 

 ・ 今、仕事をさせていただいていて、それで、皆さんに伝える努力が足りないということ

は十分わかったと思うのです。清水大悟さんが描いた絵は少し詰め込みなのかもしれない

ですけど、鳥を含めていろいろな生き物が昔、沢山いた行徳近辺の環境を取り戻していき

たいと思うのが、一番大きいところです。ただ、今のままで、果たして継続していけるの

かなというのは、常に思っています。やはり、ここは社会的に、人に好きになってもらう、

というのが一番大事なところと思っています。具体的には、まだあまり手をつけていない

状態なので、鳥が沢山来ることが、人がここを好きになってもらうことにつながると思う

ので、それに向けて頑張っていきたいと思っています。 

（会場） 

 ・ 資料５のイメージ図は、絵とか活用できるのでいいと思います。淡水池は大変そうなイ

メージがありますけど。結局、利用とかの話が出てくるのは、現在、中に入れない状態が

あるからこそだと思う。中に入って接する機会である観察会は、かなり価値があると思い

ます。それと、利用がある程度、人の方に譲るという場合も、今の緑の国から干潟の方に

降りられる所を造るとか、そういうパターンは考えられると思う。保護区はあくまで生き

物のための場所であるという根底の部分を踏まえた上で、その中で、人がそこにも触れら

れる場所が出来ればと考えている。 
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（東） 

 ・ 次回の協議会に向けて整理したいのですが。 

（事務局） 

 ・ 時間軸を確認したいのですが、資料３の“３”番をメインに進められるようなお話であ

ると思うのですが、これは風呂田先生の企画される現場での調査を含めて、現状の整理を

来年度に行うのでしょうか。 

（東） 

 ・ ９月開催のワーキングを目指して、情報を整理して叩き台を作ろうと考えています。そ

のための項目が何点かあって、生態系サービスの視点で整理するのを５月ぐらいにやるの

と、環境条件と最低面積と生物種の絞り込みを３月くらいにやりましょう。それから、全

く調べていないと言っても言い過ぎではないくらいと思いますが、池の魚を中心とした生

き物の調査をどこかでやりましょうということです。 

（風呂田） 

 ・ 観察会という形で、今度は干潟をやってみてはどうですか。 

（東） 

 ・ これで、ある程度、情報を整理して、資料３の“３”番について、９月のワーキングで

一度やってみてはどうですか。 

（事務局） 

 ・ 資料３の“３”番のところは、９月頃のワーキングで整理をしましょうということです

か。その先は分からないですが、そこで整理されないとその先に行けないということであ

れば、とりあえず、そこまでのスケジュールと思います。 

（東） 

 ・ そこから、資料３の“４、５、６”を経て、“７”まで何とかいけないかなと思う。ただ、

急がれるのが、利用の中の価値の情報発信というところだと思いますから。やれることは、

早くやりたいと思っています。少し無理があるのかな。 

（磯部） 

 ・ 早く進めた方がいいです。 

（東） 

 ・ どこかで、このゾーン“Ａ”と“Ｃ”の植生をどうするかというのと、“Ｂ”の水の全体

的な流れを一回検証した方がよいのではないかというのが出ていますので、どこかでやら

なければいけないと思います。何か項目で落としていることはありませんか。 

（事務局） 

 ・ 行徳湿地の現状についてワーキンググループのメンバーで認識いただけたということ、

また、次回のやることが明確になりました。 


