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日北方遊水池定点撮影（啓発分科会）より

「北方遊水地」の開園に向けて

市制施行

周年を迎えた平成

年度は、また、一面では、度重なる台風の来襲に悩まされた

年でもありました。道路の冠水はいうに及ばず、住宅にも浸水被害が発生したことは、今後とも
雨水対策を着実に進める必要性を痛感させるものでした。また、現在、県により建設中の大柏川
第一調節地の治水施設としての完成は、下流に住む市民にとってまさに待ち望んでいることとい
えるのではないかと思います。
その大柏川第一調節地を、親水機能を持つ水辺空間として整備しようと、平成
川市で申請を行った水辺プラザ整備事業も早

ヵ年度が経過いたしました。平成

年に千葉県・市
年度に北方遊

水地の会が設立されてからも、 ヵ年度が経過したことになります。私自身、水と緑の計画課長の
職にあった時よりこの事業に携わり、会の活動の経過について認識しておりますが、この間頂き
ました種々の提案には、「市民ならでは」というレベルを凌ぐ内容も多々あり、活動の充実には目
を見開かされるものがあります。平成

年度からは試行的維持管理作業が開始され、市民まつり

等での啓発活動でも目覚しいものがあったと聞いております。
規模にもよりますが、公園の建設はある時期に一気に施設整備を行うのが通常かと思いますが、
このように長い期間をかけて、種々の検討がなされている「北方遊水地」は、あたかも、現地に取
り戻されつつある自然環境との対話の中で、少しずつ整備が行われているかのようでもあります。
今後、当市に対して行われる提案も、現地条件に対する深い理解を基本に置き、一層充実したも
のになることを期待しているところであります。
さて、千葉県による調節地の整備工事も
備の時期となります

年度半ばに完了し、いよいよ本市による公園施設整

市民の方々とともに健康都市の実現を目指す当市にとり、市民の健康で文

化的な生活を実現するものとしての公園・緑地への期待もますます高まることでしょう。本市の
まちづくりの基本目標の１つ「人と自然が共生するまち」の実現のための具体的な施策の１つと
して、この水辺プラザ整備事業を位置づけてもいます。市政全体といたしましては財政状況が依
然厳しいことも事実ですが、この「北方遊水地」が

万市民にとって価値ある空間となるよう、

北方遊水地の会からの提案に期待しております。

市川市建設局

水と緑の部長

田口

修

年度の活動を振り返って

北方遊水池は、北方台地の西側・宮久保台地の東南側の谷部の平野を流れる大柏川沿いに位置
しています。都市化の進展している市川市において、市北東部の大柏川流域は自然が残っている
たいへん貴重な地域でありますが、上流域で大野区画整理組合の事業が始まり、また、高層建築
物や有料道路が建設されるとともに、都市型水害が頻繁に発生するようになりました。そこで県・
市は平成

年に大柏川に調節池を作る方針を立てたのですが、環境に対する意識の高まりを背景

に、調節池の整備については、水辺の環境を生かしていくとの考えが生まれ始めました。
その後、地元住民・市民団体・市川市・千葉県が一緒になって平成

年に「大柏川調節池ワー

クショップ」を開催し、池の基本となる考え方がまとめられ、やがて、平成

年北方遊水池の会

設立へとつながり、運営検討・施設検討・啓発の３つの分科会が設けられ、それぞれの分野で活躍
を始めることとなりました。各分科会は精力的に月に２度３度と打合せを行っておりますが、全
体会などでの議論により、縦割り組織の弊害が生じないよう努力を重ねております。さらに、平
成

年度も多くの新規会員が参加され、会員数は

年度より

名以上も増えることとなりまし

た。将来の夢がふくらみます。
水辺の生態系や植物群落、または野鳥も、かつての姿そのままに残され、昔から集落にあった
屋敷林等が植栽に取り入れられ、北部広場には動植物の観察のできるビジターセンターが設けら
れ、地元の方たちが熱望した多目的集会室等には、四季に花咲く植物や飛来する鳥の版画を飾り、
室内で学習して外に出るとその鳥が餌場で遊んでいる姿を観察できるようになるというような夢
が浮かんできます。
地域の自然は人間だけのものでなく、動植物にとっても生活の場であります。遊水池のまわり
は市街化調整区域ですので、休耕地・休耕水田やアシ原草原などが広がる周辺一帯を含めて、野
鳥などのための生活の場・餌場・休憩所・避難所・ねぐら・繁殖場所になればと、夢はますます大
きくなります。大都市市川に自然のある地域を残し、それを体験できる場所として後世に伝えて
行きたいと思っています。
本会が

年度も無事に運営ができましたのは、ひとえに参加された方々の公園作りに対する

熱意によるものであり、この場をお借りして、会員の方々・アドバイザーの先生方・行政の関係
各位に厚くお礼申し上げます。
今後も、「大柏川第一調節池」の市民開放に向け、会員共々全力で取り組み、より良い調節池に
なるよう努力して行きたいと思っております。
北方遊水池の会会長

川野勝義

思いは一緒、子どものために！
計画の立案から

年余りの歳月が流れ、様々な人々の協同とともに、ときに対立し、ときに妥

協しながら、北方調節地はその姿を現してきました。新河川法の精神を最大限活かしつつ自然豊
かなまちづくりの一翼を担ってきたミニ自然園・北方調節池プロジェクト、その目標の姿ととも
にこれを支える人々のパートナーシツプは、まさに素晴らしい協働実践のお手本です。
長年にわたりミニ自然園・北方調節池のプロジェクトを支えて下さった方々の輪のなかには立
場上今ではほとんどかかわりのなくなった方々も多く、また石井信義先生のように完成を見るこ
となく他界された方もおられます。私が石井先生と最後にお会いしたのは市川市役所八幡庁舎で
の植栽計画の打ち合わせのときでした。入院されていた病院から駆けつけられ御自分の運命を直
視されながらも熱く語られた先生の将来計画には、病の悔しさとともに新たな北方での自然再生
に対する夢多き思いがあふれていました。石井先生はじめこのプロジェクトに心血を注いで下
さった多くの方々の御恩に報いるためにも、より一層大きな協働の輪が求められます。
今後の協働の輪のなかに私は是非子どもたちを巻き込んでいただきたいと思います。最近の子
どもたちの遊びは家の中でのテレビ・ファミコンが最も多く私たちが子どもの頃はあたりまえ
だった野山・川沼での生き物とのふれ合いはほとんどありません。これは子どもがそう望んでい
るのではなくむしろ野山・川沼の遊びをしたくてもできない状況なのです。今の大人は子どもた
ちから自然体験の空間・時間・仲間を奪ってしまったのです。
野山での遊びには、五感をフルに発揮し自然・生命とのふれ合い、また、子ども同士のふれ合い
があります。単なる知識の伝達ではない真に生きる力の教育・学習は白然体験のなかにあるので
す。最近の子どもの遊びに関する調査研究からゲーム・テレビ浸けで自然体験や外遊びが少ない
子どもについては語彙が減少し正義感・道徳心も低下するいった結果が示されています。さらに
脳科学の研究では自然の中での五感体験はホルモンに作用し子どもの身体や脳の発達とも深く関
係することが明らかになってきました。キレル引きこもるは人間の大脳としてのはたらきではな
く、動物本能の作用、すなわち攻撃、逃避にほかなりません。特に、大脳の神経回路がほぼ完成
する幼児期の自然体験の質・量は、その人の－生にかかわってくることもわかってきました。人
の大脳をつくりだす自然体験は教育（生きる力）の原点であり、決してオマケではないのです。
東京に隣接する市川市は急激な都市化によって子どもにとっての身近な自然をどんどん後退さ
せてきました。そのなかで、北方調節池は人工空間であるが、長く守られてきた隣接するミニ自
然園を核として豊かな自然とともに子どもたちが自然・生命とふれ合える所になっていくはずで
す。子どもの視点を盛り込んだパートナーシップは、大人たちにとっても思い出再生と価値観の
共有につながり、より強固な連携につながることと思います。
自然豊かな中で子どもが思い切り遊び、大人が誇れる北方調整池・ミニ自然園プロジェクト、今
後もまだまだいろな困難があると思います。そんなとき大人であれば自分のためではなく「思い
は一緒、子どものために！」で頑張って下さい。
千葉県立中央博物館副館長

中村俊彦

「くろうと」の要素を増やす議論を
「若い頃の話ですけど、改修工事を終わった地域の農家のお婆さんが、事務所までお礼を特って
来たことがありましたよ」。これは

、 年くらい前に、真間川改修事務所の方と話をしているな

かで、雑談のように出た話です。「若い頃」までさかのぼりますから、昭和

年代頃と思われるこ

のエピソードは、さらにそれより以前に河川や農業用水路の手入れを農村地域の人びとが共同作
業で実施していた時代があったことを物語っています。このお婆さんにしてみれぼ、自分たちで
やるはずの作業を役所の人がやってくれたのだから、せめてもの感謝のしるしを表したいと思っ
ていたのでしょう。
大規模な治水事業や街道整備事業は別ですが、取水堰の構築、用水路整備、川浚え、道普請な
ど、地域の人びとが自分たちで計画し、共同作業で実施した身近な環境整備がかつては数多くあ
りました。技術開発、工事の機械化、農村社会の変化、都市化、代行化などが絡み合って、公共空
間整備は行政任せという考えが比重を増し、一般的になりました。
そうすると行政が計画の「くろうと」であり、市民は「しろうと」とみなされます。その見方
は、公共事業に関する法律や制度、予算、技術などについては、ほぼ当てはまります。しかし、河
川水位のかすかな上下や流れ方の時間変化、そこにいる生物、近隣の人びとの行動などの身近な
環境の特性については、市民が「しろうと」であるとは言い切れません。また、担当分野の「くろ
うと」である行政マンでも、多分野が関連する市民生活や環境のすぺてに精通しているとは限り
ません。生活の場で「しろうと」の顔をした市民の中には、仕事の場で「くろうと」として活躍し
ている人も隠れていますし、身近な生活環境も、制度や技術もよく知っている「くろうとはだし」
の市民も増えてきました。
「くろうと」か「しろうと」かを決めるのは、その人の置かれている立場ではありません。さま
ざまな分野ごとの経験と蓄積こよって、
「くろうと」の要素と「しろうと」の要素を何割かずつ持ち
合わせているのです。公共空間の計画に市民が参加したり、「パートナーシップ型の川づくり」の
ように行政と市民が協働して計画したり、管理・運営をしたりすることが全国各地で盛んになった
のは、
「くううと」の要素を多くの分野から出し合えば、より良い環境を創り出せると考える人が
増えたからでしょう。それは一見近年の新らしい計画手法こ見えますが、かつての農村社会で続
けられていた身近で自主的な環境整備の伝統を、現代的に再編したものと考えることもできます。
かつて農村で水争いが見られたように、自主的な環境整備は激しい生存競争の一面をのぞかせ
てますが、生存条件を満たした現代ではより良い環境を創るための協働作業が大半です。時には
水掛け論が始まるかもしれませんが、より高い水準の「いい川・いい池・いい環境」を創るという
目標を見失わなけれぼ、議論に時間を費やしたとしても、最良の結論へたどり着くものと思いな
す。そのたためこは他の人たちが持ち寄った「くううと」の要素を吸収しあいながら、建設的な
議論を続けることが必要です。期待しています。
東京家政学院大学教授

望月

史郎

北方遊水池と『いちかわ自然の窓』
早いもので今年は石井信義先生の３回忌である。石井先生は
市川よみうり新聞に連載した「いちかわ自然の窓」から

年から約

回にわたって

編を選び、出版の準備を進めておられ

た。進行する病による激痛と、薬による朦朧とした意識の中、壮絶な状況の下での作業であった。
残念ながら病の進行は作業の進行より早く、先生のご存命中に出版することはできなかった。
石井先生が亡くなられた後、先生と志を同じくする岩瀬先生、唐沢先生、蓮尾さんの絶大なご
支援を受けて編集作業を続けた結果、昨年
ることができた。

月にようやく『いちかわ自然の窓』出版に漕ぎ着け

部発行したが、おかげさまで大変好評で今では書店でも手に入れるのが大

変な状況である。
この本は三部構成になっており、その第二部は「北方・奉免の野鳥」である。そこには
から

年

年までの野鳥の観察経過が克明に記録されている。遊水池の用地買収が始まり、また、

市民プール周辺では水田の埋め立てが進んでいる時期であった。奉免町ではまだ水田が耕作され
ており、

羽近いタゲリが翼を休める風景や、足元のイネの切株の陰から急にヤマシギが飛び立

ち驚かされること、かわいいカルガモのヒナの様子、近くの農家の屋敷林で繁殖するアオバズク
のこと、越冬にやってくる多くの種類のカモたちのこと、正統なスズメ猟のおじさんのこと、小
鳥をねらってやってくるオオタカやチョウゲンボウなどの猛禽類のことなどが活き活きと描かれ
ている。
用地買収により休耕地化が進み、一部ではヨシやヤナギが背丈よりも高く繁茂したり、試掘の
ための小さな池、それらに囲まれながら耕作が続けられる水田など、様々な環境がモザイク状に
入り交じった状態になっている頃であった。このような環境を、野鳥に限らず色々な生き物たち
が、さながら駆け込み寺のように利用して暮らしていた。当時はまだ現地に野球場やサッカー場
が描き込まれた完成予想図が立っており、何とか自然を活かした遊水池にできないかと石井先生
をはじめとする関係者が努力をしていた。「北方・奉免の野鳥」という第二部にもこうした思いを
述べた記述がたくさん見られる。
「…何も言えないこの先住者のために、市民プール西側の

の遊水池計画が本来の自然の姿

であってほしいものだ。」（「関東では指折りの個体数、タゲリ」）
「…やがてできる遊水池が、この
池の延長であり、自然度の高いものであったなら、そこは市川の原風景である低湿地とともに、野
鳥、トンボ、ホタルなどが生活する、市川のふるさと的な空間になりうることを、この小さな池
が示唆しているのである。」（
「カルガモ一家に自然度の高い遊水池を」）「…将来、自然度が高い状
態の広い遊水池ができたら、さぞかし見事な水鳥の生息場所となるであろうと予測できる。」
（「出
揃った冬鳥たち、渡りの時期は正確」
）
「…大柏川調節池完成予想図には、野球場二面や広場、それ
に築山庭園風の絵が描かれている。現在、ここでは年間を通して

種近い野鳥が見られる。それ

らが今後も暮らして行けるような自然度が高い状態の調節池であって欲しい。自然を残して欲し

いという声は、地元にもかなりある。応える行政を望みたい。」
（「ドジを踏んだ？チョウゲンボウ
の死」」
北方遊水池は自然を活かして整備されることが決まり、遊水池の会で詳細が検討されている。
今もう一度『いちかわ自然の窓』を読み返してみると、この場所の主役が誰であるのかをはっき
りと読み取ることができる。この場所の主役は決して人ではない。「欲しいもの」ではなく「必要
なもの」を考えることが大切ではないだろうか。

『いちかわ自然の窓』より「工事中の調節池」の図

市川市自然環境研究グループ

岡崎清孝

目次
はじめに
「北方遊水地」の開園に向けて
年度の活動を振り返って
思いは一緒、子どものために！
「くろうと」の要素を増やす議論を
北方遊水池と『いちかわ自然の窓』
Ⅰ 組織
北方遊水池の会の誕生と発展
＊大柏川調節池ー水辺プラザ事業ー経緯と発展
基本方針
整備の目標
利用方法
規約
会員（

年度）

＊年次進捗表
Ⅱ 活動
全体会
役員会
運営検討分科会
活動経過
まとめと課題
運営の基本方針
運営維持作業の進め方
啓発分科会
活動のあらまし
ホームページの開設
今後の展開
＊

年度運営啓発活動予定表
施設検討分科会
活動経過
年度の検討事項
植栽基本計画
植栽樹木の選定樹種一覧
『市川の植物』樹種総覧

Ⅲ 自然
植生調査、野鳥観察
鳥類観察記録
＊植生調査表（調査区

）

草刈り日誌
Ⅳ 資料
＊大柏川調節池計画図（全体図、断面図、通路断面図）
＊植栽計画図（水、緑、ゾーニング）
＊植栽樹種一覧
＊外周堤防植栽配置図（全体、部分図
他団体との交流
流域環境研究会
舞岡公園
都市公園条例
あとがき

区分）

Ⅰ

組織

らぎを与えてくれる空間となるための基本計画づくりを
市民と行政が協働で行った。参加者は地元自治会、市民
団体、市職員の

北方遊水池の会の誕生と活動
水辺プラザ整備事業指定（

（平成

アドバイザーとして学識経験者である市川学園の石井
信義教諭、千葉県中央博物館の中村俊彦氏および東京家

）年）

国土交通省は市町村にある水辺の魅力を最大に引き出
す整備により、地域の拠点となるような「にぎわいのあ
る水辺」の創出を目的として、

（平成 ）年度に「水

辺プラザ整備事業」を創設した。
これを受けて、

（平成 ）年度に千葉県・市川市

連名で登録申請、

（平成 ）年度に国土交通省より
（平成

事業指定の通知を受け、

）年度に千葉県と

水辺プラザ整備事業計画に関する基本的な事項について
の「覚書」を締結した。
水辺プラザ整備事業の指定により、大相川調節池をた
だ単に治水を目的とする河川施設から、親水性のある自
然環境創造型の施設として、地元（市川市）が主役の水
辺拠点づくりに移行するとともに、河川管理者（千葉県）
は市町村の実施する拠点整備の進捗に応じ、必要な河川
整備等を優先的に実施するという内容の整備事業を千葉
県と市川市が共同で進めることになった。
（平成

名で、オブザーバーとして千葉県、

政学院大学の望月史郎教授が参加した。ワークショップ
では勉強会や見学会などにより調節池における背景や現
状についての知識を深め、共通認識をもって実質的な作
業を進め、基本的な考えとして「整備の目標」と「利用
方法」を取り決め、イメージ図を作成した。また、ワー
クショップは傍聴自由とし、毎回情報誌の発刊や市川市
ホームページに掲載することで情報公開に努めてきた。
整備検討会（

（平成

整備検討会では

（平成

）年）
）年度大柏川調節池ワー

クショップで策定した基本計画を実施設計に反映させ
るために必要な整備の細目や運営・管理に関する基本的
な取り決めについて検討した。ワークショップ参加者の
中で引き続き参加を希望するメンバーが会合を開き、実
施設計で必要とされる下記項目について詳細な検討を
行った。
利用区分の設定（開放区域、非開放区域）

）年度には市民参画のもとにワーク

棚池の造成形状（棚池形状、田んぼ、浮島．築島）

ショップ方式を活用して整備の基本計画を策定するとと

水源に関して（水源確保の方法）

もに、整備後の運営や管理についても市民と協働で進め

管理用通路・利用通路の配置（位置、動線計画）

ることになった。

外周の防護

市民団体の提案（

（平成

）年）

柵（設置範囲）

大相川調節池の生物調査・研究を始めた市民団体は
（平成 ）年頃から千葉県や市川市に要望し、関係
部署と意見交換を行ってきた。
（平成 ）年

月に治水と両立さ

せる格好で「北方自然文化園構想」を千葉県と市川市に
提言し、県・市と意見交換を重ねながら、
年

（平成

）

月に「北方自然文化園基本設計案」を提案し、同年
月に市川市長に提出した。

また、

（平成

）年

月市議会で、市川市は「基

本計画については市民参加によるワークショップ方式に
したい」と答弁しこれより、
「北方自然文化園基本設計
案」を基本に、今後の管理・運営を踏まえた計画づくり
を地元住民とともに策定することとなった。
大相川調節池ワークショップ（

細部の検討（舗装の種類、ポケットパーク、縁石、
車止めの材質・形状）

これらの市民団体は自然と文化の両面から現地調査や
事例研究をして、

植栽（樹種、配置、植え方）

（平成

）年）

大相川調節池ワークショップでは市民にうるおいと安

北方遊水池の会（

（平成

）年）

基本方針の「整備の目標」と「利用方法」に賛同する一
般公募市民

名と関係部局の職員およびアドバイザー

により市民と行政の協働を進め、会の目的を文書化し規
約や分科会などの組織をつくり、今後の活動計画を策定
した。
北方遊水池の会（

（平成

）年）

年度の活動計画に基づき運営に関する基本計画、
植栽基本計画、外周堤防基本設計の詳細設計を行い、ま
た遊水池の可能区域で試行的な運営維持作業の進め方を
確認し一部実施に移した。
次ページに以上の経緯進行図を示す。

北方遊水池の会の誕生と活動

大柏川調節池―水辺プラザ整備事業―経緯と進行
真間川が総合治水対策特定河川の指定を受ける。
真間川流域総合治水対策協議会を組織、流域整備計画を策定。

大柏川調節池プロジェクトの開催→「自然環境創造型」の整備に
合意→広報「いちかわ」に掲載
建設省が「水辺プラザ整備事業」を創設
→千葉県・市川市連名で登録
大柏川調節池の整備基本方針に関する調整会議の開催
建設省より水辺プラザ整備事業の指定通知を受ける
水辺プラザ整備事業に関する覚書の締結
北方自然文化圏案の
策定（市民団体）
市川市長に北方自然文化圏案の提案
千葉県真間川改修事務所長に北方自然文化圏の提案
月議会で基本計画の策定に
市民参加で行う方針
基本計画（市川市）
大柏川調節池ワークショップ
（ 回開催）
基本的方針

取りまとめ（報告書・図面・模型化）

整備のディテール

市長報告

運営・管理の

広報「いちかわ」への掲載

問題点

基本計画策定

大柏川調節池整備検討会（ 回開催）

実施設計
北方遊水池の会発足
～
工事

実施設計

工事
開園準備（運営・管理）

利用方法
・そして、地域の伝続文化等の継承を目指します。

基本方針
以下に示す「基本方針」は

（平成

）年度に議論され「大柏

利用方法

川調節池ワークショップのまとめ」として『大柏川調節池整備検討会

真間川流域の総合治水対策を理解する場として利

報告書』
（

用する。

（平成

）年

月刊）に「基本的な考え」として掲載

されたものである。行政上の正式名称である「大柏川第一調節池」は

・総合治水や水防意識の啓発に関する説明・案内

「大柏川調節池」
「北方遊水池」などと上記報告書で略称されている。

板を設け展示等を行う。

「基本方針」は「整備の目標」
「利用方法」から成る。

地域に根ざした動植物を保護する場として利用す
る。

整備の目標
自然環境創造型の調節池を
大柏川調節池は、治水施設に加え、市民と行政の協働の
もとに、下記に示す水辺の自然を活かし整備を行います。

・地域の生態系に配慮し、貴重な湿地の自然が残
るよう整備する。
子供も大人も動植物にふれあい、自然体験できる
場として利用する。
・調節池の中に、動植物とのふれあいを目的とし

洪水被害を軽減します。

た浅い池を設ける。

・真間川流域の総合治水対策の一環として、適正

・掘削しない場所に、人が憩える草原広場を設

な貯水容量の確保を第一の目的とします。

ける。

・また、日頃から、洪水時の水の怖さや、その対策

子供達の環境学習の場として利用する。

を知り、水防の意識を高められる場を目指します。

・小中学校の環境学習や総合学習の場として活用

水と緑の財産を次世代に残します。

できるよう、田んぼや自然を観察できる場など設

・かつての大柏川流域における自然空間を保全・

ける。

復元し、水と緑の財産を次世代へ残すことを目的

外周道路は遊歩道として利用する。

とします。

・自然環境や貫観に配慮し、散歩道として親しま

・そして、谷底低地の多様な水辺を復元し、人に

れる道路を設ける。

とっても動植物にとってもよい空間とします。

ビジターセンターを設け、多目的集会室やレクチ

自然にふれる場所とし豊かな自然観を育みます。

ヤールームとして利用する。

・安全で親しみやすい水辺で、子供から大人まで

・地域の農家を参考に風土に則した建物を設ける。

が生き物にふれ、豊かな自然観を育むことを目的

なお、トイレや水道設備なども備える。

とします。

・民話など地域文化の継承と世代をこえた交流に

・そして、様々な生き物が生活していける空間を

活用できるよう工夫する。
（古い農家の移築も考

創造し、地域の自然や水循環の大切さ、人と自然

慮する）

の共生について学べる環境学習の場とします。
気持のよい安らぎの空間を提供します。
・自然を楽しむことのできる、静かで気持のよい
安らぎの空間を提供することを目的とします。
・そして、かつての自然環境や風景を時間をかけ
て復元し、四季を楽しみながら散策や観賞できる
よう図ります。
地域意識のつながりや文化の継承に寄与します。
・自然と文化を一つのものとして考え、里づくり、
ふるさとを意識した人の集う場所を創造すること
を目的とします。

規約
（ ）書 記
（

規約

（ 名）

会 計

名

（ ）分科会代表 （若干名）
（名 称）
ぼっ け

第

条 本会は、北方遊水池の会（以下「会」という。
）

（ ）行政代表

（若干名）

（ ）会計監査

（ 名）

と称する。

．会長、副会長、書記、分科会代表は、年度毎に市

（目 的）
第

民会員の互選により選出する。

条 会は、大柏川調節池を治水施設に加えて水辺の

自然を活かして整備し利用することを定めた大柏川調節
池基本計画（平成

年

月決定、以下「基本計画」とい

う）に基づき、市民と行政が協働して行うために設置す

．行政代表は、公園緑地課長の職にある者および緑
の推進課長の職にある者をもって充てる。
（役員の職務）

意見要望については、市長及び関係機関に提案する。
．具体的には次に掲げる

条 会長は会員から選出し、会議の議長となる。

第

るもので、下記に掲げる事項を目的とし、会でまとめた

．副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは
その職務を代理する。

項目を目的とする。

．書記は会議の記録を作成する。

（ ）大柏川調節池の利用に関する運営及び維持管理に

．会計は会の金銭の出納を掌理する。

ついて検討を行う。

．分科会代表は会議に検討結果を提案する。

（ ）基本計画どおりに大柏川調節池の実施設計や整備

．行政代表は会議に情報提供をする。

が進んでいるか確認する。

．会計監査は会の会計を監査し、その結果を全体会

（ ）大柏川調節池の利用に関する運営及び維持管理を
行う。

に報告する。
（役員の任期）

（ ）大柏川調節池が市民共有の水と緑の財産となる
よう、委員相互の自己啓発を図るとともに広く市民にア

条 役員の任期は原則として

第

役員は辞任、または任期満了後でも後任の役員が

（会 員）

就任するときまで、なお職務を行うものとする。

条 会員は、目的および大柏川調節池基本計画に賛

同する市民及び大柏川調節池に係わる関係部局の職員と
する。

．補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
（アドバイザー）
．アドバイザーは専門的知識のある者をもって充て

（任 期）

る。

第

条 会員の任期は原則として

の

年度とする。但し、会員の再任は妨げない。

月から翌年

月まで

（退 会）

（会 費）

（会 議）
条 会の会議（以下「全体会」という。）は、役員

会を経て会長が招集する。
全体会は、会の意思を決める決議機関とする。議決
は全会一致を旨とするが、やむを得ないときは、出席し

条 市民会員は、会で定める会費を納入しなければ

ならない。なお、職員会員の会費は免除する。
年度途中での退会については、納入された会費は
返納しない。
（役 員）
第

．アドバイザーは会に適切なアドバイスをする。
第

条 市民会員は、会長が別に定める退会届を会長に

提出し、任意に退会することができる。
第

条 会にアドバイザーを置く。

第

市民会員は、公募による。

第

月まで

とする。ただし、役員の再任は妨げない。

ピールする。
第

月から翌年

条 会に次の役員を置く。

（ ）会 長

（ 名）

（ ）副会長

（ 名）

ている会員の過半数で決する。
．全体会は公開とし、全ての市民が傍聴できる。

（役員会と分科会）
条

第

（分科会）

会の目的を効果的に達成するため、役員会と

．分科会は、検討や作業の項目ごとに、会員より募っ

（役員会）

て構成する。

条 役員会は役員で構成する。

第

条 分科会は分科会代表が招集する。

第

分科会を置く。

．分科会は、検討の結果を全体会に提案する。また、

．役員会は、会長が召集する。また、役員は会長に
役員会の開催を要請することができ、会長は役員の過半
数から要請されたときは役員会を招集しなければならな

全体会の決定を受けて、作業などを実行する。
（事務局）
条 事務局を緑の推進課に置く。

第

い。

．事務局は、役員会を補佐する。

． 役員会は、次のことを行う。

（その他）

（ ）全体会が円滑に進められるように進行を管理す
る。

条

第

この規約に定めのない事項が生じた場合は、

全体会にて協議する。

（ ）会員の意思が適切に反映されているか確認し、必

（附 則）

要に応じて進行を調整する。

この規約は、平成

（ ）全体会で決まった事項を報告書にまとめる。報告
書案を再度全体会に提案する。

平成

年

年

月

日一部改正（役員の任期の追加な

年

月

日一部改正（会費徴収に関する追

加）
。

全体会
全員で協議・決議

アドバイザー
専門的見地から
アドバイス

運営検討分科会
運営管理等について
全体会へ提案・実行

日から施行する。

ど）
。
平成

北方遊水池の会
組織概要

月

役員会
全体会の進行
管理、調整
報告書案作成

啓発分科会
啓発広報等について
全体会へ提案・実行

事務局
役員会の補佐
連絡等の事務

施設検討分科会
施設植栽等について
全体会へ提案・実行

行政からの会員

市民からの会員

（関係部局職員）

（公募）

傍聴者

会員（

会員（
役員会
会長

年度）

・会員の所属分科会
青柳 和子

年度）

啓発

秋本 宏

啓発

安達 忠宏
川野 勝義

石井 貞雄

施設

副会長

鳥居 雪子

石山 通雄

施設

書記

横山 哲也

伊藤 美樹

啓発

書記

横山 孝仁

伊藤 朋子

啓発

運営 代表

岩田 孝昭

稲垣 正博

施設

運営 副代表

大河内 英夫

稲田 克己

施設

運営 副代表

大峡 章禧男

今村 隆文

施設

運営 副代表

酒井 雅朗

岩井 功

啓発 代表

山下 幸治

岩崎 厚子

啓発

啓発 副代表

柴田 昇文

岩崎 亮

施設

施設 代表

川上 幸延

岩田 孝昭

運営代表

運営

施設 副代表

森角 武久

植田 稔

事務局

啓発、運営

施設 副代表

木下 賢晴

宇田川知美

啓発

施設 副代表

矢島 敬二

大河内英夫

運営副代表

運営

緑の推進課課長

大峡 章禧男

運営副代表

運営

行政代表
事務局
緑の推進課
植田 稔
岩井 功
草尾 明広
黒崎 玉江
後藤 敬子
高橋 ひろ子
高知尾康雄
村田 善鴻

事務局

啓発

大場 洋一

施設

小川 寛子

啓発

小川 正男

啓発

小倉 力也

運営

小野 勝弘

啓発

買場 都明

啓発

鍛治 向子
片橋 正広

施設

加藤 清秀

施設

川上 幸延

施設代表

施設

川野 勝義

会長

啓発

木下 賢晴

施設副代表

施設

草尾 明広

事務局

施設

青柳 和子

黒崎 玉江

事務局

運営

大河内英夫

小泉 順也

川上 幸延

越川 重治

矢島 敬二

後藤 敬子

事務局

山下 幸治

小林 到

啓発

本池 洵
山崎 健介
報告書作成委員会
横山 哲也

啓発
啓発

小松 昭雄

施設

斉藤 慶太

運営

斉藤 正美
酒井 雅朗

運営副代表

運営

坂入 文雄

運営

室伏 ゆきの

坂田 晴代

施設

本池 洵

事務局

運営

佐藤 祐子

運営

森角 武久

施設副代表

施設

佐野 瑞穂

施設

矢島 敬二

施設副代表

施設

塩崎 高史

啓発

安間 みち子

施設

啓発

屋祢下亮

啓発

渋谷 孝

啓発

山内 優

施設

清水 義雄

施設

山崎 健介

事務局

啓発

山下 幸治

啓発代表

啓発

芝田 昇文

啓発副代表

進藤 賢一
須賀 義之

施設

杉村 豊

運営

山下 龍一

啓発

八町 恵美子

鈴木 健

運営

横山 孝仁

書記

運営

高沢 克彦

施設

横山 哲也

書記

運営

高知尾康雄

事務局

啓発

高野 昇二
高橋 志津子

施設

高橋 鉄造
高橋 ひろ子
滝

事務局

施設

谷藤 博喜

啓発

鳥居 雪子

施設
副会長

施設

永井 和博
中谷 治代

啓発

那賀 俊明

啓発

中西 あつ子

運営

那賀 美奈子

啓発

中村 一郎
西沢 正浩

啓発

浜田 誠

啓発

広岡 晴嶽

施設

広瀬 喜久男

施設

しづ子

萬納 宏俊

施設

宗像 美智子

啓発

村越 起美子
村越 充朗
村田 善鴻
室伏 正一

事務局

啓発
運営

公園緑地課
緑の推進課
水と緑の計画課
自然環境課
河川・下水道管理課

正規

戸野 勝美

堀

市川市

啓発

善樹

谷

行政関係
行政会員

教育委員会指導課
オブザーバー
千葉県

真間川改修事務所

年次進捗表

越流堤被覆

水辺プラザ事業

法面保護

仮設道路撤去

棚池造成

施工延期

外周管理用道路・植栽

棚池造成

棚池造成

県協議
植栽基本計画

被圧水・水循環設計 絞り水利用計画
県協議

修正計画

外周堤防基本設計 修正計画

実施設計

管理用道路・植栽工事
浮島設計
サイン計画

施設整備
北部広場基本設計

修正計画

実施設計

ビジターセンター基本設計

運営基本計画

開園

施工延期

実施設計

一部試験施工

リリーフウエル水利用計画

植栽地
づくり

圃場整備 苗・種植付け
補足植栽

北部広場
基本設計

（補正予算決定の場合）
実施設計 工事（整地植栽、管理道路、広場） 完成
遅れの場合
工事
ビジターセンター
基本設計（見直し）
実施設計
建設工事

運営実施計画
維持作業実施計画

利用者規定の検討
新組織規約・利用者規定の策定

運営管理

維持管理の試行

現地調査

生物生態調査 分析
ホームページ準備

宣伝啓発

開設

補足植栽

田んぼ作り実施方策検討

保守
年間行事イベント企画の検討・試行
関連団体との連携・協力要請

完成

完成

Ⅱ

活動

事務局からの報告
・ 月

日 役員候補者調整会議の報告

・アンケート集計結果報告

全体会

・メーリングリストの奨め

案、行政からの要請事項を参加者全員の協議を経て最終

第

決定する機関で『全員での議論を大切に』をモットーに

：

：

日時・会場・人数
（平成
：

～

）年
：

月

日

名

八幡小学校 体育館会議室

提案事項

）年

～

大柏川現地見学会

回全体会

（平成

回全体会

：

～

日時・会場・人数

している。
第

：

・

全体会は役員会からの提案事項、各分科会からの提

月

日

名

流域環境研究会からの交流申し入れについて

北方小学校

・池内部の見学と交流会について了承される

提案事項

維持作業に関わる事故の保険加入について

平成１６年度役員の選出について

・会員加入を原則とすることを了承

・ 月

・次回具体的内容を提示し了解をえたうえで手続

日 役員候補者調整会議

結果を踏まえて

きをする

会長

・今回欠席している方にも文書で連絡する

川野勝義

副会長 鳥居雪子

外周道柵設置について

書記

・設置を了承する

横山哲也 横山孝仁

以上を再任することを承認

・柵の仕様等については施設分科会が中心となっ

各分科会の代表選出について

て、役員、分科会代表で、県と折衝することとする

・各分科会で推薦・決定

規約改正について

・運営検討分科会

・次回、検討することとする

代表

岩田孝昭

報告事項・その他

副代表 大河内英夫

・役員会報告

副代表 大狭 章禧男

・平成１５年度活動の報告について

副代表 酒井雅明

・期日、内容、体制については次回役員会で検討

・施設検討分科会
代表

し全体会に諮る

川上幸延

・流域環境研究会からの交流会申し入れについて

副代表 森角武久

了承し実施することとする

副代表 木下賢晴

・維持作業に関わる事故保険加入については内容

副代表 矢島敬二

をよく検討し全体会に提案する

・啓発分科会
代表

・外周道柵設置について県との調整協議の報告

山下幸二

あり

副代表 芝田昇文
・事務局：
子

岩井功

・懇親会、見学会の実施について
植田稔

黒崎玉江

後藤敬

・各分科会報告

高知尾康雄 本池洵 山崎謙介

・大柏川第一調節池の一部の試行的な維持管理に
ついて（お願い）文の訂正について
・使用方法の文章のうち『なお・・・』以下を削除
・当面の作業以下・・・全文削除
報告事項・その他

・外周道柵について各分科会の検討結果を報告
第

回全体会
日時・会場・人数
（平成

）年

月

日

名

全体会
：

～

：

八幡小学校体育館会議室

見（北部広場内での北西部に配置するという意見）

提案事項

・７月１４日真間川改修事務所との協議中で現在

規約改定について

の調節池の対応は

・改正案で承認された

・将来は

維持作業に関わる事故の保険加入について以下了

なくなる

承された

ればビジターセンターはいつでも取り壊しの出来

・集金は各分科会で実施する

るあるいは移動できる建物が理想と考える

・集金後行政と会の代表（鳥居、横山哲）でまと

・これはプラザ事業の中で市と県の契約事項でも

め手続きをする

ある

・保険の加入は

月からとする

イベント参加について
・八幡回遊展と市川まつりに参加することを了承

第

ｍｍ対応をしなければなら

したがって今後これらに対応するとす

日時・会場・人数
（平成
：

ランを立案することを了承

）年

～

報告事項・その他

提案事項

役員会報告

回遊展

・外周道柵の仕様設置範囲の決定

会提案

・保険加入の手続き等について説明

・参加日

年度報告書の内容についての説明 報告書が

ｍｍ、

回全体会

・実施に当たって啓発分科会が中心となり詳細プ

・

ｍｍ対応である

：

月

日

名

市役所第六委員会室

八幡・市民まつり参加について啓発分科
月

日、

日

・費用約１万円カンパで賄う 以上実施案を了承

出来次第活動報告会を実施したい旨説明あり

・展示内容、展示方法、予算等については啓発分

・流域環境研究会との交流会報告（７月４日実施）

科会に一任とする

分科会報告

ホームページの一般公開について

啓発分科会

試験ページから一般公開にすること

・今後のスケジュールおよび実施項目の検討をし

・内容をチェックする審査会の設置

ている

・記事の集約方法

・今後、植栽調査、野鳥調査を月二回程度実施し

結論

充実させる

分科会で問題点の整理し再度役員会で検討、全体

施設検討分科会

会に諮ることを了承

・真間川改修事務所との第３回調整会議報告（６

いちかわネイチャーゲームと本会とのイベント共

月２３日実施）

同実施案

・ビジターセンターの基本計画の検討内容（第二

・

次案）

・本会と共催することを原案通り承認

運営検討分科会

報告事項・その他

・行政と市民の役割分担の考え方について検討

役員会

・行政に対して、検討内容を説明し行政の考え方

・分科会未加入の会員に対して所属を明確にする

を示してもらう必要があるとの結論

よう促す

・全体会に諮る

・保険加入についても積極的に加入していただく

その他

よう会長名で文書をだす運営検討分科会

・全体会開催日について市から平日開催の意向が

・行政と市民の役割分担について・ 月

示された

文書を提出

・アンケートを実施し決定の参考にすることに

・ 月

した

・市と県の維持管理覚書の協議が成立するまで検

『ビジターセンターの位置について』の市からの意

月

等啓発分科会から提案

日北方遊水池

日質問

日同文書に回答あり

討を棚上げとする

施設検討分科会

・ネイチャーゲーム会との共催であるので積極的

・ビジターセンターの検討について、現在に至る

参加を要請

までの経過報告

施設検討分科会

・ビジターセンターの検討について運営検討分科

・外周堤防の植栽計画の詳細について県との調整

会と協議

会議報告（９月１５日）

・外周堤防植栽試案を県に提示して調整中（ 月

・灌漑用道路線形と植栽エリアの確認（９月１

日）
（別紙参照）

６日）

・舞岡公園視察会（ 月予定）
月予定）

・緑の基本計画の勉強会（

第

回全体会
日時・会場・人数

啓発分科会
八幡・市民まつりに参加の方向で検討

・回遊展

（平成
：

・具体的展示内容、展示方法、予算等検討
第

：

月

日

名

八幡小学校体育館会議室

提案事項

回全体会

第一調節池の水量および水の収支計算について

日時・会場・人数
（平成
：

～

）年

～

）年
：

、貯水量

・池部の面積
月

日

名

万

千となって

いるがその根拠を県に説明を求めることを了承

八幡小学校体育館会議室

報告事項・その他

提案事項

役員会

北方遊水池の会ホームページ更新手続きの内容に

・平成

関して

・
『市川自然の窓』発刊記念 石井先生をしのぶ会
（

・提案内容で了承

年度北方遊水池の会報告書完成 配布

月

日）

・掲載内容は良識の範囲内で

分科会

・重要事項に関しては会に諮る

施設検討分科会

回遊展

八幡、市民まつり募金について

・南西部ポケットパーク出入り口について県との

・会として可能な限り協力し、募金を実施する

調整会議継続中

南西ポケットパーク入り口の柵の形状について

・外周部植栽について県との調整終了

・県との協議については施設検討委員会に一任す

啓発分科会

ることを了承

・ネイチャーゲーム実施（

報告事項・その他

・回遊展

役員会

報告

・保険加入について未加入会員に対し会報で再度

運営検討分科会

加入の呼びかけを行う

・開園時の人員配置について検討

・全体会開催のアンケート結果、土曜日開催の希

確になっていないので前にすすまない

望が多いことから当分土曜開催とする

・事例見学（舞岡、小谷戸の里）実施（ 月

市からの報告

・みどりの基本計画勉強会実施（

・予算との関係から１７年度開園は困難
・プレハブ使用について使用を許可する方向で検
討中
運営検討分科会
・舞岡公園『小谷戸の里』見学について 参加募集

第

月

日）

八幡の展示状況、アンケートの結果

市の対応が明

月

回全体会
日時・会場・人数
（平成
：

～

）年
：

月

日

名

市役所第五委員会室

・維持作業実施報告作業日誌

提案事項

・維持作業ボランティアのお誘い内容

ビジターセンター位置について

啓発分科会

・施設検討分科会から提案

日）

日）

全体会
・現在計画している位置（北部広場南東部）が運

（平成

営管理および利用上最適である
・市から県に対しこの要請を伝えて欲しい

：

～

）年
：

月

提案事項

県の見解として

野鳥観察日の増加について
年度に河川局

日

名

八幡小学校体育館会議室

市の説明
①真間川流域の治水対策は昭和

・啓発分科会から提案

長通達に基づき、総合治水対策特定河川に指定さ

・観察日増加については会として了承ただし、野

れている

鳥の習性を考慮して『良識ある行動』をとること

②現在

対応の整備を今後

年を目処に進

めている

を望む
・観察のルールを次回全体会で説明することを

での完成を最優先と考えている

③現状では

了承

④現在、特定都市河川浸水被害対策法（新法）適

ビジターセンター位置について

用河川に真間川は指定されていない

・市から何故変更するかの説明資料が提示された

⑤新法が適用されたと想定した場合は流域全体で

・多数意見表明あり

の計画の見直しを伴うと思われるが、作業は行っ

結論

ていないと聞いているのである

①水辺プラザ整備事業は時間雨量

市としては北部広場北西端に位置を変更して欲

としたものである

しい

を考慮する理由はなにか

・多数の意見表明あり

②調節池再掘削の可能性について市としての考え

結論：下記を了承

方以上の

①市の変更計画決定の根拠を求める

③ビジターセンター位置について会員のみで『討

②県の見解の受け取り方が市と会で違う点を明確

論会』を開催する（市から

にする

結論を出して欲しいとの要請あり）

③各分科会で位置について検討する

報告事項・その他

報告事項・その他

役員会

役員会

・開園の時期・方法について

・水防倉庫の使用について市から出されている条

役員会と市協議することに決定

件に対して再考を求める

・平成

・市長に対して

年度の活動報告会を実施（

を前提

以上の降雨への対応

点を今後市が説明することとした

年度新規募集

月いっぱいを目処に

月下旬広報に掲載する

・報告書の作成 次回検討する

月

日）

運営検討分科会

・

年度報告書の配布先決定施設検討分科会

・柵池を横につなぐ水路の設置は、県としては了

・ビジターセンターの建設を市が

年度計画と

承する旨の確認を得た

しているが開園の時期を早急に全体会で検討する

・北方遊水池に関し、公園として利用した場合の

旨要請

種々の問題について勉強会の開催

運営検討分科会

施設検討分科会

・試行的維持管理作業の実施について 内容、日程

・ビジターセンター位置について、全体会で論議

啓発分科会

の要請

・回遊展

第

日時・会場・人数

八幡、市川まつり収支結果赤字につき

・外周部植栽の実施に伴い位置の確認作業への参

募金要請

加要請（ 月中旬予定）

・民話の収集方法を検討

啓発分科会

回全体会

・回遊展、市民まつりの赤字 分科会で負担
・野鳥観察 第二、三日曜日以外にも実施する

第

回全体会

・役員会としで調整中
運営検討分科会

日時・会場・人数
（平成

）年

月

日

・公園緑地課を招いて勉強会の予定

名

・試行的維持作業の見直しと本年度計画の検討

八幡市民談話室集会室

施設検討分科会

提案事項

・外周堤防植栽につき県と立会い実施

啓発分科会提案

・市民ボランティアの植栽の必要性

遊水池立ち入りの際、腕章等着装の件
・着装する

第

・会員は個人負担で購入する

日時・会場・人数

・シンボルマークはタゲリとする
・デザイン（図案）は広く会員から募集し、専門
家の意見を取り入れることとし再提案とする
野鳥班による野鳥観察実施時の行動ルートにつ
いて
・表題の『日曜日の』を削除することで了承、決定
会の名刺を作成する件
・団体用、個人用の区分など問題点があるので、
整理し再度全体会に諮ることに決定（分科会で再
検討）

月２６日

名

：

～

八幡小学校体育館会議室

ビジターセンターの位置について
市の見解（第７回全体会に提案の再説明）
・特定都市河川浸水被害対策法が平成１５年６月
に公布され、真間川流域も今後対象河川に指定さ
れる可能性がある
・指定された場合、大柏川調節池の再掘削が行わ
れ、会の提案位置も掘削される可能性が高いと考
・県は

来年度の新規会員の募集について

円計

円を徴

収する
円は（保険料

・年会費

円）はあくまで

も臨時提案とする
・規約改正を伴うので早急に規約改正案を役員会
で作成し、全体会に諮る
・会員募集に当たって会費

えんを明示する

以上了承、決定

対応しかしない

・県との覚書により、北部広場の公園的整備は市
が行うことに成っており、整備自体は実施するが、
掘削する可能性が高い場所にビジターセンターを
建設することは避けたい
結論：役員会で再度討議し、会としてのまとめを
することを了承
報告事項・その他
役員会
市民討論会

報告事項・その他

月

日

・議事録 横山哲也成

役員会
日 第

年間は

対応整備を進めると

かはわからない

・会費徴収について
円プラス維持費

年を目処に

言っているが、

・昨年と同様に募集する

・会員全員に配布する

回）の回答

報告書作成メンバー

ビジターセンターの位置について
・ 月

：

）年

えている

役員会提案

（ 月

（平成
提案事項

以上は了承され決定

保険料

回全体会

・早急に決めて欲しい

日 会員のみによる討論会の実施

新規会員に対する説明会

・質問項目を整理し市に提出する
開園までのスケジュールの検討および
活動報告書の作成
・役員で分担し、今後すすめる
水防倉庫使用上の注意について

年度

・実施する
啓発分科会
・コクドリ、ホオジロの繁殖エリア作業実施中（試
行的）
・腕章、シンボルマークについての意見提供を

役員会

第

期待

・平成

年

運営検討分科会

報告

・勉強会 ２月１日 実施

・第

・公園条例等の内容

・平成

・舞岡公園視察の報告

啓発分科会

月以降の試行的維持管理作業の

回分科会の報告
年度分科会の活動報告

・将来の『北方遊水池の姿』検討内容報告

回全体会

（横山哲也）

日時・会場・人数
（平成
：

～

）年
：

月２６日

名

八幡小学校体育館会議室

役員会

提案事項
平成

年度の試行的維持管理作業について

役員会は全体会に提出する議題の選定、懸案事項の検

運営検討分科会提案・啓発分科会との共同提案

討、行政との打ち合わせ等を行っている。以下役員会の

・年間活動予定表についてのみ承認

活動の概略を記載するが各分科会からの報告は特記事項

・維持管理作業は１分科会の作業でなく会として

のみを記す。

の作業であるとの確認を了承

第

平成１７年度分科会活動方針についてについて

回 役員会

月

日

県との調整会議報告の件

運営検討分科会の提案

（１）確認事項のみ記録する（２）まとめは緑の推

・開園までのスケジュールの検討の大枠は開園ス

進課とする（３）会から要請した『大柏川調節池

ケジュール検討委員会で議論する

の一部試行的な維持管理について（お願い）
』は県

・開園は全ての工事完了後にするのかそれともそ

から承認される（４）外周広場について（イ）柵

れを待たずに部分的開園をするかを委員会で検討

をめぐらす（ロ）門扉をつける

する

全体会のテーマ

以上を前提として提案を了承

（１）柵について 分科会での検討（２）規約の改

規約の改正及び会費徴収について

正について

役員会提案（横山哲也）説明

役員会提案（３）報告書の作成につ

いて（４）流域環境研究会との交流について（５）

規約改正

維持管理作業に関わる事故の補償について

・退会・会費・役員・役員の職務について追加条

保

険加入の検討（６）北方遊水池の会懇親会の開催

項及び一部を改正する（改正会則参照）

の件

今回の改正は小幅にとどめ来年度開園時までに将
来像を想定した改定を行うことを前提とする改正
提案を承認

新規会員にたいする説明会について
日実施予定）提案内容を

承認
報告事項・その他
市からの報告
ビジターセンターの位置について
・会の強い意向である北部広場南東部で今後検討
運営検討分科会

月

日

（１）今後の工事スケジュール（２）外周柵につい

・会費の額及び徴収方法 原案を承認

する旨の説明あり

回 役員会

県との調整会議報告

会費徴収

・説明会の内容（ 月

第

て、 仕様、設置範囲が決定
維持作業時の事故に関する保険加入の件
（１）保険加入が承認されたので加入方法、集金な
どを行政と会でまとめて次回全体会に提案（２）
徴収は次回全体会で実施
活動報告会について
（１）報告書が完成次第実施する（２）報告書の早
期完成に努力すること
流域環境研究・設立交流会実施の件

分科会からの要請

今後の整備予定と開園の見通しの件

運営検討分科会：
『行政と市民の役割分担の考え

説明
『みどりの基本計画』について勉強会実施（

方』について市の考え方を明確にしてもらう正式

（１）規約の改正について（２）全体会開催日の事

第

回

役員会

月

日

との認識

・現状の調節池は

県との調整会議報告

・今後

調節池の掲示板 県で設置

・貯水量・予定より

夜の観察会（ 月

今後の整備予定と開園の見通しについて

日実施）の報告
月

日）予定

年間は見直ししないとの見解示される
している（

トン）

年度後半北部広

（１）市からの説明（２）平成

（１）実施計画表を作成し、市と県を調整する（２）

場の整備に入る

全体会に諮る 予算・内容等

水防倉庫使用上の注意『文書』～ 市から提示

ビジターセンター建設の件

その他

（１）予算（２）北部広場整備スケジュールの策定

（１）維持作業について（イ）早急に対策をたてる

全体会開催日のアンケート結果について
回

役員会

月

こと（ロ）データ収集の必要性（ハ）各分科会の
共通認識と協力（２）報告書の配布先

日

確認、配

布先追加了承（３）ビジターセンターの位置につ

県との調整会議報告

いて県の見解を聞くための日程調整を図る（４）

（１）外周堤防の植栽実施設計について（２）工事

市長報告会

北部広場の基本計画（ビジターセンターを含む）
検討について

月

日

：

～

：

実施

することを決定

スケジュールについて（３）水源について
第

回 役員会

月

日

ビジターセンターの位置について

（１）資金計画（２）ビジターセンター実施図面
北方遊水池の会ホームページの掲載記事更新手続

（１）分科会での検討内容の報告（２）当初計画か

きについて（案） 検討して全体会に提案予定

ら変更することの『市の考え方および予算』等を

その他

含めて提案を受ける件
開園に向けてのスケジュールについて市から説明

（１）保険加入の件、分科会お誘いの件、会報に掲

年

載の件（２）プレハブ倉庫（水防倉庫）使用につ

（１）県の工事：平成

いて

（２）北部広場の整備：平成

許可される（３）舞岡公園小谷戸の里視察

会について（４）回遊展
第

月

（１）ビジターセンターの件

日

ネイチャーゲーム実施（

第

回 役員会

県との調整会議報告

前決定について
第

月

日）の報告

な依頼文を出すことを全体会に諮る
その他

市からの

回

役員会

月

八幡参加の件

月ごろまでに終了
年

月以降

水防倉庫の使用について
水防倉庫使用上の注意についての文字訂正に関し

日

て再検討

県との調整会議について

その他

（１）植栽について申し入れをする件（２）北部広

（１）新規会員募集について（２）今年度（平成

場ビジターセンターの配置について（３）南西部

年度）報告書作成準備について（３）維持管理等

ポケットパークの入り口について

のため遊水池入時の連絡体制について

回遊展

八幡、市民まつり参加の件

準備、手伝い確認
ネイチャーゲーム実施の件

第

回 役員会

月

日

開園時までの整備スケジュールについて

役員会
会員による『討論会』実施予定（ 月

日）進行、

（１） 月

年度の会員募集について
月

（１）広報掲載の準備

日掲載予定（２）

年度活動報告書の編集について

（１）新しい市民活動の支援制度について（２）水

月

日の全体会に諮る三役

日

会則の改正について

文章の検討・使い方の

三役会検討の結果、次の前提条件を基本として

確認（３）池内入時の連絡体制について

改正は小幅にとどめる
（１）今回は会費徴収を導入することに伴う改正

日

であり小幅にとどめる

報告事項

両案を参考にし会計業務

出納等を明確にし、監査を実施することに重点を

（１）勉強会の報告（ 月

日）実施『河川区域を

置く改正とする（２）開園にともない全面的な改

公園として利用する時の問題点』
（２）
『北方の歴

正が必要となる

史と文化』について講話 （ 月

討すべきテーマ』とも関連してくるので今後事務

日実施）

活動報告書の編集について
編集委員 各分科会から

名選出

月までに開園時にふさわ

しい規約を作成することとする
各分科

会から ， 名選出

第

新年度新会員募集について
（１）広報いちかわ 募集要項一部訂正（２）新規
会員に対する『説明会』実施について

説明内容

作成（３）会費徴収に伴い会則を改定する
局で原案作成し、役員会で検討後

事務

月の全体会に

諮る

回 役員会

月

日

新年度役員の選出について
（１）アンケート調査結果報告（２）新役員選出方
法について各役員から意見を聴取（３）結論
（イ）現状の役員数で今年一年を乗り切る

但し

今後副会長以下の人数については開園に向けて

回 役員会

月

の準備委員会等（運営も含めて）で増員の方向で

日

十分検討することとする

報告

（ロ）新役員の提出案（敬称略）

（１）運営検討分科会
勉強会（ 月

現在運営検討分科会で『今後検

局案も参考にして来年

開園スケジュール検討委員選出について

第

月

会

月

日

尽くしたが結論にいたらず（３）三役一任とする
（４）三役でまとめ

防倉庫の使用について

月

（１）事務局案と委員提出の案で討論（２）議論を

その他

役員会

問い合わせ

会則の改正について

スケジュール作成

回

月

臨時役員会

（１）報告書作りの体制・・編集委員の選出等（２）

第

名

日実施予定 池の見学も同時実施

チラシ作成（３）募集の要項（４）募集方法等
平成

応募

件（２）新規会員に対する説明会

役割分担
平成

日現在

会長

日実施）
『自然再生指針の策定につ

いて 水辺の自然環境の現状と将来』

会計：横山（哲）当分の間

野鳥、植生調査等の年間スケジュールについて
規約の改正について

監査：鈴木、広岡
（ハ）分科会の代表・副代表の件

（１）会費徴収（臨時的処置）に当たっての規約改
正（２）事務局案を軸に検討・・委員から改正案、
月

日臨時役員会を開催する 次回全体会に諮る
報告書編集、開園スケジュール検討体制について
新規会員募集についての中間報告

副会長：鳥居
書記：横山（孝）
、横山（哲）

（２）啓発分科会

意見書の提案あり（３）結論にいたらず

：川野

各分科会に一任する
平成

年度北方遊水池の会報告書作成について

（イ）報告書作成委員から骨子の提示あり
（委員：横山（哲）
、大河内、矢島、青柳、山下、川
上）
（ロ）編集方針概要の提示

活動経過
いちかわ環境フェアの参加について
月

要と必要に意見が分かれた。
）

日実施 会として参加することを了承
（横山哲也）

第４回（通算

回）
：７月３日午後１時

５時、東部公民館にて

分～

人参加。

・市民開放に関する行政と市民の役割分担の考え
方を５人が提案発表し、意見交換した。
・具体的な運営・維持作業毎の実施主体を２人が

運営検討分科会

提案発表し、意見交換した。

活動経過

・上記の検討には行政側の姿勢が重要で次の点を

第１回（通算

回）
：

年５月８日全体会に引

北方池遊水地の維持管理に関する県と市の間の

人参加。

き続き、北方小学校にて

・分科会メンバーの自己紹介。代表に岩田孝昭氏、

市民に期待するものとに分けてもらう。

酒井雅朗氏を選出。
回）
：６月５日午後６時

９時、中央公民館にて

分～

・前年度までの検討経過と今年度の課題を代表が
・後半は啓発分科会と合同で、６月

日の懇親

分～

人参加。

・市民開放に関する行政と市民の役割分担及び維
員が説明した。

回）
：６月

日午後６時

分～

担を話し合い、明確になった時点で、覚書等を取
り交わす。来年４月には覚書を取り交わす予定で

人参加。

・外周道路や防護柵、民有地との境界等の検討経

ある。
行政と市民の役割分担について、市では具体的

過を代表が資料配布して説明した。
・外周柵について５人の提案発表があり、当分科

な検討は行っていない。今後、全体会に出席を依
頼している関係課と一緒に検討することになる。

会の見解を協議し、以下の合意に達した。
「保全と利用の両立のため、管理して人を入れる」
「どんな柵を設けてもそれで完全に進入を防げる
ものではない」
「柵などハードと人員配置などソ
フトを併用する」の３つを検討の前提にする。
池内の開放は常駐者のいる日中に限定する。
時間開放を視野に入れる

かどうかで意見が分かれた。また、北部は、施設

市は、具体的な運営・維持作業について検討し
ていない。「運営・維持作業（暫定版）」について
も、県と市で河川法に抵触するかどうかを含め、
行政の役割分担を具体的に検討したい。その上
で、運営検討分科会、市の関係課と一緒に検討す
ることになる。
・意見交換し、行政会員も含め参加者一同で以下
を合意した。

的検討を待つことで合意）
池内の開放を制限するため、外周部に民地境界

県が治水施設として維持管理する具体的内容と
その予算措置を、北方遊水池の会と県真間川改修

と池側法面肩に二重のバリアを設ける。
民地境界は鉄やコンクリート偽木、法面肩は生
垣や低木植栽。
（民地境界の柵の高さは、

後の維持管理に関する覚書等は取り交わしてい
ない。維持管理について、今後、県と市で役割分

会と池内観察会の案を検討し賛同を得た。

ｍ、

日午後６時

整備を進める上での覚書はあるが、現在、整備

資料配布して説明した。

（外周部については、

回）
：７月

持作業の実施主体の文書回答を次のように行政会

が交代で行うとした。

９時、八幡分庁舎にて

第５回（通算

９時、八幡分庁舎にて

人参加。

・分科会の連絡網を確定し、司会と記録は副代表

第３回（通算

覚書などを示して欲しい。
運営・維持作業の項目毎に市が行えるものと、

副代表に大河内英夫氏、大峡章禧男氏、
第２回（通算

市の担当課に求める事で合意した。

ｍ、

ｍに意見が分かれた。
）

外周道路の途中の出入口は、ミニ自然園脇につ
いては合意した。
（それ以外の途中出入口は、不

事務所の調整協議のテーマとするよう提起する。
市は、県と維持管理の分担を早急に協議する。
その際、前年度に会が策定した「必要とされる運
営・維持作業（暫定版）
」の各項目が、治水施設の
維持管理に抵触しないか、出来るだけ早く確認す
る。市は、随時その協議の経過状況を会に情報提

運営検討分科会
供する。

ビオトープ空間の具体化など意見交換。

当分科会は、当面、行政と市民の役割分担の検

４時

回）
：８月７日午後１時

分、東部公民館にて

回（通算

回）
：

月

日午後１時

分

～５時、東部公民館にて８人参加。

討を休止し、市と県の協議を待つ。
第６回（通算

第

分～

人参加。

・代表から今年度下半期の当分科会の進め方の提
案があり、協議した。

・施設検討分科会と合同。ビジターセンターにつ

・提案の「池の自然の目標設定」については、意見

いては、施設検討分科会から設計案の説明があり、

交換の場を会全体に投げかけて行うという大まか

ミーチングルーム 会議室 、レクチャールーム、

な合意を得たが、その具体化は継続審議となった。

案内窓口の配置など意見交換。

・提案の「開園時の人員配置の検討」は行政の姿

・県との調整協議の報告を受けて、造成工事の予

勢の見解で意見が分かれ、継続審議。

定や開園の時期について意見交換。

第

第７回（通算

回）
：８月

５時、東部公民館にて

日午後１時

分～

人参加。

回（通算

回）
：

月５日午後２時５分～

分、中央公民館にて７人参加。

４時

・前回に引き続き今年度下半期の当分科会の進め

・前回に引き続きビジターセンター設計に関する

方について協議し次の合意に達した。

運営面からの検討。４名が提案発表し、意見交換

「池の自然の目標設定」は、啓発分科会が行ってい

した。オープンスペースと個室、トイレの利用と

る観察会・検討会に当分科会メンバーが積極的に

保安などに意見が集まった

参加して行いたい。この当分科会の意向を啓発分

・舞岡公園視察と市川市みどりの基本計画勉強会

科会で検討してもらう。

を全体に呼びかけて行うことを合意した。

「開園時の人員配置の検討」は、今できることや行

・昨年度に検討途中の開園時の人員配置について、

政との対話を重視し、
（１）今年度の試行的維持作

経過を振返ることを合意し資料を配布。

業を見直して来年度の作業計画案を作成し、今年

第８回（通算
４時

回）
：９月

日午後１時

分～

分、東部公民館にて９人参加。

度中に全体会に提案する。
（２）市の関係各課の
方を講師に招き、会員全員に呼びかけて勉強会を

・舞岡公園視察について、質問事項をまとめた。

継続する。

・秋以降の試行的な遊水池維持作業の進め方に

第

ついて意見交換し、次の合意に達した。維持作業

回（通算

回）
：

年１月８日午後１時

分～５時、東部公民館にて

人参加。

（特に池内の草の管理）について生物との関連を

・市緑の推進課との調整について代表が次の通り

考慮するため、啓発分科会と意見交換をする。作

報告。
「県と市の維持管理の覚書の締結は当初見

業時に、有識者や経験者にも参加いただきアドバ

通しの

イスを受ける。 全体会で作業の報告を行い、会員

間川改修事務所だけでなく葛南土木事務所も加え

全員に「作業のお誘い」のチラシで参加を呼びか

市との三者で協議中、市は都市公園に指定する方

ける。・開園時の人員配置について検討の進め方

向を検討中」。報告を受け、市民と行政の役割分

を協議。市の姿勢を質す意見が多く、保留。

担や開園時の人員配置の検討は今年度は困難と参

日午前８時

舞岡公園小谷戸の里視察：９月
分～午後５時

月より遅れ３月末にずれ込む、県は真

加者一同、了承。

分、３人参加。

・来年度の試行的維持作業について協議し、次の

・作業体験（草取り、草刈り、後片付け）
、管理運

合意に達した。
「必要とされる運営・維持作業暫

営委員会事務局長小林哲子氏、指導員鈴木氏から

定版」から実施できるものを追加し、月別に割り

のヒアリング、園内見学を行った。

振って作業カレンダーを作る。その際、啓発分科

第９回（通算
８時

回）
：

月５日午後６時

分、八幡分庁舎にて

分～

人参加。

会の観察会や検討会と連携を図る。勉強会第２
回：２月１日午後６時

分～８時

分、八幡分

・市川市みどりの基本計画について水と緑の計画

庁舎にて８人参加。

課桑原氏を講師に招き、勉強会。

・市公園緑地課広瀬氏を講師に「河川区域を公園

・同計画での北方遊水池の位置付けや水の拠点・

として利用するときの問題点」で行った。

まとめと課題
・市都市公園条例の「行為の禁止」と北方遊水池
での利用者ルールの関わりなど意見交換。
第

回（通算

回）
：２月５日午後１時

・開放された北方遊水池の行政措置上の位置付け
（都市公園、緑地、教育施設など）を市が調整中で

分～

あること。これら検討の前提となる行政の姿勢が

５時、東部公民館にて７人参加。

明らかにならず、市民独自で検討を進めるのは困

・来年度の試行的維持作業について２人の提案発

難と判断した。開園時の運営組織の準備や利用者

表があり、作業カレンダー案をまとめた。

規定の検討には着手できなかった。

年３月決定の「４月以降の試行的な運営・

「池の自然をどうするか」の目標設定のため、試行

維持作業の進め方」を再確認し、そのスケジュー

的な維持作業を実践しつつ、生物との関連を考慮

ルの部分を作業カレンダーに置き換えること、啓

するため啓発分科会が行っている観察会や検討会

発分科会と調整し、両分科会合同で全体会に提案

に当分科会メンバーは積極的に参加した。維持作

するようにすることを確認した。勉強会第３回：

業の手法も手探り状態で、自然の全体像を視野に

・

３月１日午後６時

分～８時

分、八幡分庁舎

入れるには至っていない。

にて６人参加。

６月以降、月１回２～３時間、会員全員に参加を

・市自然環境課岡崎氏を講師に「自然再生指針の

呼びかけ遊水池内で通路の草刈・ゴミ拾いの維持

策定について～水辺の自然環境の現状と将来」で

作業を行った。合計８回に及んだが、各回十数名

行った。

にとどまった。これを見直し、啓発分科会の観察

・市川の自然が人為で維持されてきた歴史や現状、

会などと連携を図る来年度の作業カレンダーを策

外来種やペットの影響などを意見交換。

定した。

第

回（通算

４時
・

回）
：３月５日午後１時

分～

外周柵の設置に際し、当分科会の見解を示した。

分、東部公民館にて７人参加。

当分科会内の合意で未だ会全体の承認を得ては

年度試行的な運営・維持作業のスケジュー

いないが、開放時間の制限などの検討材料を提供

ル案の修正を確認した。
・

した。
（運営検討分科会活動経過の第３回の項を

年度当分科会の活動経過を確認し、その到

参照。
）

達点について協議した。これら文書を一部修正し

ビジターセンターについて、施設検討分科会と合

報告書に載せることで合意した。

同し利用や運営から検討を加えた。

・

年度当分科会の課題を２人が素案を発表。

舞岡公園小谷戸の里を視察し、会員の見識を深め

参加者で協議した結果、今年度の課題となってい

た。また、市関係各課を講師に招いて３回にわた

た「運営の実施計画」と「維持作業の実施計画」

り勉強会を実施し、行政と市民の対話を促進した。

を来年度も引き続き課題とし、特に① 開園にあっ
たての新しい運営組織と規約、② 運営管理・利用

課題

者規定、③ 運営管理に関する人員配置の３点を早

基本的に

期かつ重点的に検討することで合意した。

なっており、

年度の課題がそのまま持ち越しと
年度は引き継き「運営の実施計

画」と維持作業の実施計画の策定を行う。

まとめと課題
まとめ
運営と維持作業の実施計画について検討を試みた
が、次の点から策定に至らなかった。
・同実施計画の中心的な課題である「市民と行政
の役割分担」と「開園時の人員配置」は、県と市
が整備後の維持管理に関する覚書を協議中である
こと。

また、遊水池の県からの引渡し後の維持管理につ
いて、県と市との間で覚書締結に向け協議中との
ことであり、締結後の市の姿勢（行政上の位置付
け、都市公園法上の問題など）が明らかになるも
のと期待される。従って、本年度は開園に向けて
なすべきこと、開園後になすべきことを明確にし
て検討を進める。
上記のとおり、本年度は前年度の課題を継続検討
していくが、取組むべき課題を次の通り明確にし
て検討を進める。（１）早期・重点的に検討する課

運営検討分科会
題① 開園にあったての新しい運営組織、及び規
約…・新規検討＝どのような組織が適切か（現在
の行政と市民の協働体制での組織か、独立した市
民中心の組織化か）＝規約の内容は

３．自然環境の維持・発展を妨げるような行為を排除
し、保全と利用を両立させる。
運営組織
市民と行政の協働を進める。そのために、次のこと

② 開園後の利用者規定…・新規検討＝開園時間、

を行う。

禁止事項、注意事項、安全対策、防犯対策、ゴミ

１．市民と行政は互いに役割と責任を分かち合い、と

対策等＝検討された利用者規定は試行的な運営維

もに運営にかかわる。市民利用上の通常の運営は、行政

持作業・観察等にあって試験的に運用し、開園ま

と市民が役割に応じて責任を分担する。

でにより実効あるものとする

２．当面は、
「北方遊水池の会」
（行政＋市民）を基本

③ 開園後の運営維持管理に関する人員配置…・継

に、自治会、学校、農協、企業などを加え拡充して運営

続検討＝具体的運営・維持作業について掘り下げ

組織（以下、会と言う）とする。将来は、状況を見なが

て人員態勢を検討＝ただし、
「市民と行政の役割

ら、行政から独立した市民中心の協議会やＮＰＯ法人な

分担」について市からの回答を待って検討

どへの移行を検討する。

（２）並行的に検討する課題① 池の自然をどのよ

３．会は、協力を希望する全ての市民に開かれ、平等

うに作り上げていくのか…・継続検討＝生態系調

に意見が言える風通しの良い組織にする。協力する市民

査や植栽基本計画、試行的な運営維持作業などを

は、その会則に従って活動する。市民は、責任に応じて

踏まえて、他の分科会とともに検討し、目標をよ

有償と無償の活動を行う。

り具体化する

４．利用者の安全確保、自然環境の保全と適切な利用

② 運営維持管理に関する市民と行政の役割分

の促進のため、日中に常駐する者を置く。常駐者の身分

担…・継続検討＝市からの回答を待って、具体的

は、今後検討する。

に検討＝池内北部・外周で必要とされる運営維持

５．入園は無料とするが、行政の予算を補うため、自

作業（暫定版）をベースに検討

主財源の確保を検討する。例えば、ビジターセンターの

③ 運営維持管理に係る財源の確保…・新規検討＝

部屋や駐車場を有料化したり企業や市民から協賛金を

必要経費をどう捻出するか＝県・市の管理分担と

募ったりするなどである。

経費の予算化に対する働きかけ

６．動植物や化石・地層や湿田など博物館との連携を

その他

検討する。

（１）遊水池の維持管理と自然環境の保全に役立
てるための勉強会や他施設の見学会を実施する。
（２）時宜に応じて出てくる課題へ対応する。

７．防犯のため、交番を誘致し警官の夜間巡回を依頼
するなど警察と緊密に連携する。
維持作業
自然環境を創造・復元し保全する。そのために次の
ことを行う。

運営の基本方針

１．市川北部に元々あった生物のつながり（生態系）
年

月

日

運営方法
基本計画の「大柏川調節池の基本となる考え方」に
示された５つの目的を、市民と行政の協働のもとに実現
する。これらの実現に向けて、次の通りに自然の保全と
利用のバランスを図る。
１．内陸湿地の自然環境を創造・復元し保全する。
２．１を前提に、市民の自然環境と調和した利用を
図る。

を復元する。
２．自然環境の変化や人の利用状況などを調査・監視
し、自然の回復力を助ける柔軟な対応を講じる。
３．維持作業を実行するために、外周部（遊歩道な
ど）、北部（広場など）、池内部などに分けてそれぞれに
目標を設け、作業内容を工夫する。
４．北方遊水池だけでなく、真間川水系や市川北部の
生態系を視野に入れ、その周辺に残された自然とつなが
るようにする。その際、まちづくりの一環として、地域
全体の自然環境が向上するよう図る。

運営維持作業の進め方
企画

（２）作業の内容や年間計画は、まず運営検討分科

基本計画の「大柏川調節池の利用方法」に示された
自然環境と調和した利用を促進する。その際、次のこと
を特に配慮する。

会が案を作成し、その後、県との調整や経験者・
アドバイザーの助言を受け、全体会で決定する。
（３）当面は遊水池の会内で作業をスタートさせ

１．豊かに地域の自然を体験する。特に、子供の自然
観の育成を重視する。

るが、県と調整のうえで学校やシルバー人材、自
治会、環境団体など他団体や個人のボランティア

２．自然のみならず、地域の文化や歴史を掘り起こし、
再認識する。特に、世代を超えて広く交流する。

へ作業参加を呼びかけることも視野に入れる。
（４）作業に際しては、毎回、現場代表者を決めて

３．大町公園や北方ミニ自然園など近隣と連携する。

おく。作業は自主的参加であるが、現場ではその

４．基本計画に示された経緯や趣旨を認識し、次世代

代表者の指示に従い、各自で自分の安全や健康に

に伝える。広く交流を図り、人の和を育む。また、次代

留意する。なお、万一に備え、参加者は市を窓口

を担う人材の育成を図る。

にして保険に加入する。

利用者規定

（５）作業の指導は、まず会員で作業の経験がある

基本計画の「大柏川調節池の利用方法」に示された

方を見つけてお願いする。必要に応じて、会員以

利用を促進するとともに自然環境の維持・発展を妨げる

外の経験者にアドバイザー（継続的）や講師（一

ような行為を排除する。そのために次のことを配慮して

時的）をお願いする。

利用者規定をつくる。

（６）当面の作業に必要な用具や設備は、市が整え

１．
「市民自ら作り、維持し、利用する」という考えを

る。当面必要と思われる用具や設備は、以下の通

もとに、広く市民へ開放する。この趣旨の理解を利用者

り。用具は、草刈り鎌立ち鎌刈り払い機熊手竹ぼ

に求め、規定は自己責任を基本に置く。

うきちりとり一輪車リヤカー。水田や小通路 観

２．極力緩やかな規制を目指すが、自然環境に過度の

察路 の整備が可能なら、シャベル、備中鍬、平

負担を与えたり防犯や安全確保で問題となったりする行

鍬、バケツ。エンジンポンプがあると一層よい。

為は禁止事項として明示し、利用者に遵守を求める。

設備は、用具置き場（物置）
。手足や用具を洗える

３．市民への開放は、区域を設けて時間制限する。

水場。日差しや風を防げる休憩場所があると一層
よい。

運営維持作業の進め方

年間実施計画
「考えて」→「身体を動かして」→「その結果を見

年４月以降の運営維持作業

て」→「次の考えに反映させる」というサイクル
年

月

日

で堅苦しくならないように全員で推進していく。
（岩田孝昭）

経緯の確認
・
「北方遊水池の会は県と調整の上で来年４月以降
池内の可能な区域で試行的に維持管理の作業およ
び観察会を行う。
」
（

全体会の決定事項）

・４月以降の試行的な維持作業は、北方遊水池の
会全員で行う。維持作業等の検討を実地で調査・

考える

確認して進めることが目的であり、従来の検討と
並行して行う。
（

（企画・計画）

全体会の確認事項）
場所ごとの目的設定
月別実行計画立案
観察・調査結果の反映

提案
（１）試行的な運営・維持作業（以下、
「作業」と
略）のための新たなグループは作らない。
運営検討分科会が旗振りとなり、広く会員全員に
参加を呼びかける。

見 る
（観察・調査）
（月 回）

身体を動かす
作業
（月 回）

運営検討分科会

活動のあらまし
の期待が高まるきっかけとなったのではないかと
思う。

啓発分科会
活動のあらまし
イベント報告
回遊展
月

八幡
日（日） ９時～ ７時

（月）９時～

時

分

延べ参加スタッフ：

名

回収アンケート：

枚

分、

日

場所：市川市民会館
来場者：約

名

展示形式のイベントは初参加だったが、会の紹介、
遊水池の完成予想模型、野鳥植物の写真やスケッ
チ、貝の化石標本などを使っての展示は好評だっ
た。 日目には、

の北方遊水池を紹介するビ

デオも放映した。来場者にアンケートを実施した

市川市民まつり

が、予想以上の回答が得られ、これからの活動の
参考になる意見もたくさんいただいた。アンケー

月

日（日）

時～

時

分

場所：大

洲防災公園

ト回答者には、貝の化石、押し花はがきをプレゼ

参加スタッフ：

ントしたが、こちらも大変好評だった。

回収アンケート：
朝

名

来場者：約

名

枚

時頃から設営をスタートしたが、回遊展の

展示経験が生かせ、かなり余裕を持って開場を迎
えた。

時の開場からは、大勢の人が続々と来

てくれた。大人だけでなく、小・中学生、高校生
も多く立ち寄ってくれたのが嬉しかった。おかげ
で、用意したチラシ、アンケート、プレゼントが
午後

時前にはなくなってしまった。
「北方遊水

池の会」を多くの人に知ってもらうことが出来た、
とスタッフ一同で確信した。長い
ネイチャーゲームの会 全国一斉大会
月

日（日）

方遊水池 参加者：

時～

時

楽しい

日となった。

分 場所：北

名（スタッフを含む）

前日に台風が通過し遊水池の状況が一変したた
め、スタッフは朝早くから準備に追われたが、開
会式後、遊水地の会が行った「治水対策としての
遊水池の役割」の説明は現実味があり、参加者全
員、よく理解していただいたように感じた。
遊水池の自然に関連したゲームを３ゲーム行っ
た後、縄綯い体験で作ったサンカクイの縄や拾っ
た貝を使い、額（遊水池の自然）とリースを作っ
て遊水池の思い出を持ち帰ってもらった。

活動報告『歴史・民話班』

造成途中の場所へ入るという稀な経験が出来、
遊水池の自然に触れたことで、開園後の遊水池へ

遊水池周辺の歴史と民話等の調査

日だったが、

啓発分科会
索可能である。
）
市川図書館所蔵『市川のむかし話』
『市川の伝承
民話』『市川の歴史』
『市川の歴史を尋ねて』等か
ら、北方に関するものを収集。
地元の方からの聞き取り調査
月

日（土） 時から、中央公民館でオープ

ン講座『川野会長に聞く、北方の歴史と文化』を
開催。北方の由来と昔の姿、行事、生活 等々、幅
広いお話を伺った。
後日の全体会には、説明いただいていた『だん

遊水池の自然

ごおびしゃ』で献納され下げられた「まゆだま」
を持参いただき、古きよき習慣の一端を垣間見る
ことが出来た。

ホームページの開設
第６回全体会にて承認された基本仕様をもとにホー
ムページが完成した。利用者層を複数想定し、それぞれ
の便宜を図る目標に添うよう、親しみやすいレイアウト
と色が考慮された。メニューは将来一番問題となると思
われる保守（情報更新、メインテナンス）を考慮してで

遊水池の野鳥

きるだけ簡素にした。
ホームページの掲載記事の更新では、とくに問題の
ないものについては、会の内外に迅速に発信できるこ
とを基本とする。ただし、ホームページ上への掲載につ
いて検討を要するものに関しては、十分に検討をし更
新を急がない。そのために、会に携わるあらゆる人間が
チェックできる体制を整えた。
現在は、啓発分科会が行っている植生観察・野鳥観
察をもとに、遊水池の自然を紹介するページを月１ ２回
トップページ

年

月

の目安で更新している。

日に啓発分科会の試験的ページで

インターネット上にて公開され、 月

日全体会にて

ホームページの一般公開の承認後、 月

日に北方遊水

今後の展開
実行項目の計画・実績と今後の展開

池の会の正式ホームページとして公開。
（ただし、会へ
の問い合わせ用メールアドレスの公開については現段階

月一回の現地調査
年度計画

では未定）
の容量

生き物を中心に会員（調査協力出来る会員全

の大きさから「インフォシーク」が利用されている。ア

て）より調査を開始し調査エリアの植生デー

ドレスは

タを残して行く

プロバイダーは運営費用等がかからず、

年度実績
（このアドレスは

、

等の検索エンジンで検

基礎調査の蓄積継続中

今後の展開
年度からの調査の継続
箇所の調査エリアの調査の継続（～

月
月）

月

内容のさらなる充実
ビジターセンターの確立を進める

継続実行
新たな調査対象の検討と実行

調査内容の文書化印刷
年度計画

「池の姿」の現地検証
講師をまねき勉強会
年度計画

出版の経験者（興味でも可）を中心に各会の
データ編纂作業と工程管理を行う。
年度実績

講師は、最低３～４ヶ月の調査データを蓄積
した上で、現状の検討と共に講師を選択し依

基礎調査の蓄積継続中
年度計画

頼を開始する。
年度実績
川野会長（北方の民話と歴史）
越川先生（現地の鳥類の説明）

遊水池の啓発冊子の作成検討
調査冊子の作成検討
地域や関連団体とのコンタクト
年度計画

岡崎さん（現地植生の説明）
年度計画
全体会に講師を招き勉強会を開く

本会に必要な情報・活動があれば積極的に接
触をはかり、双方の相乗効果を検討する。
年度実績

現地、勉強会の実施
現地の歴史と民話等の調査
年度計画

回の更新を目指した・調査経過の掲載
年度計画

野鳥班の発足
年度計画

立ち上げ

市川ネーチャーゲームの会
協賛で遊水池内でイベント実施
年度計画

地元聞き込み調査・原風景を残写真の発掘・
旧資料の調査会（調査協力出来る会員全て）

他の団体（学校等）と連携してのイベント実

を作りデータを蓄積作業の開始（市役所等に

施

情報やデータが有る場合、情報開示を依頼す

近隣の団体との交流
企画の準備

る）

年度計画
年度実績
民話班の発足
基礎調査の蓄積継続中
「川野会長の北方の歴史を聞く会」の開催（
月

日）

ホームページに一部採録
年度計画
北方の伝統行事の調査
北方遊水池で実施可能な物を検討
専用ホームページの作成
年度計画
ウエブについて知識（興味でも可）のある者
を中心とし会を立ち上げ製作・更新作業を行

他団体の協力も検討
年度実績
「池の姿」の検討を開始
年度計画
「池の姿」全体像のまとめ
実施可能企画の検討
園のアピール
年度計画
ポスターの掲示など上記以外の立案
年度実績
八幡回遊展参加
市民まつり参加
年度計画
環境フェア

う。

回遊展・市民まつり参加の継続
年度実績

看板の利用

施設検討分科会
矢島、木下とする人選を報告する。→ 了承

公開観察会の実施
人材育成

第２回（通算４回）千葉県真間川改修事務所との
年度計画

調整協議（２００４（平成１６）年５月１８日）

啓発活動を行いながらの人材育成。調査研究

・外周堤防の外周柵について協議する。真間川改

内容の充実の為に必要な専門知識（スキル）

修事務所より、立ち入り防止柵として外周にＨ＝

向上をはかる。また、次世代の会員を考え小・

１ ５ｍのフェンスを設置する計画案を提示され

中学生を対象にしたキッズプログラムの設定

る。←

も必要

ることとした。

年度実績

当会は態度保留。次回、当会より回答す

・外周管理用道路上の観測井戸（２箇所）の池内

会員のスキルアップ継続中

流入が無理との報告を受ける。←

班作成専門分野の分担

調査を要望する。

各班からの情報交換

第１回（通算１９回）施設検討分科会（２００４

年度計画

さらに詳しい

（平成１６）年５月２９日）

会員のスキルアップの更なる継続

・外周堤防の外周柵について検討する。概ね真間

講師を招いた勉強会を実施

川改修事務所の計画に沿った内容で分科会案をま

育成プログラムの検討

とめる。

班による専門性の一層の確立

第２回全体会（２００４（平成１６）年６月１
９日）
・外周堤防の外周柵の分科会案を提案する。→

施設検討分科会

概ね了承
第３回（通算５回）千葉県真間川改修事務所との

活動経過

調整協議（２００４（平成１６）年６月２３日）
平成１５年度第１０回全体会（２００４（平成１

・外周堤防について協議する。

６）年４月１７日）
・千葉県真間川改修事務所との

・外周柵については、以下の条件で合意した。→

調整協議の設定（月

回のペース）を提案する。

→ 了承

整備に入る。
① 外周堤防全体をＨ＝１ ５ｍのスチールフェ

第１回（通算３回）千葉県真間川改修事務所との

ンスで囲む。色調はダークブラウン色とする。

調整協議（２００４（平成１６）年４月２８日）

② 開閉部は西南隅ポケットパークとミニ自然

・当会より、平成１５年度に決定した「植栽基本

園（東側に隣接）の２箇所を施錠付きで設置する。

計画」および「外周堤防植栽計画」
（平成１５年

③ 基礎は布基礎をせず、動物の移動が可能なよ

度報告書参照）を概略説明し、実施に向けての継
続的協議の実施を申し入れる。→

了承。次回よ

うにアキを設ける。
④ 東側隣接民家部分の処理の整備内容は真間

り、緊急を要する外周堤防についての個別協議に

川改修事務所に任せる。

入ることとする。

・外周堤防の植栽と管理用道路の線形については、

・千葉県の治水整備は、今年度（平成１６年度）

次回、当会案を提示することとした。

で完了（実際の工事完了は平成１７年７月頃）と

・外周管理用道路上の観測井戸 ２箇所 の池内流

の報告を受ける。

入はやはり無理だが、池内のリリーフウェル ４

・水防倉庫（２階建てプレファブ小屋）を北部広

箇所 の自噴水は使用できるとの回答を得る。

場の南西部に設置したが、２階部分は市川市へ無

第２回（通算２０回）施設検討分科会（２００４

償で貸すことになるので、活用してほしいと提示

（平成１６）年６月２６日）

を受ける。

・ビジターセンターの基本計画（第２次案）につ

第１回全体会（２００４（平成１６）年５月８日）

いて、基本設計図面および説明資料（作成は川上）

・施設検討分科会の代表を川上、副代表を森角、

を基に、設計コンセプト、配置（北部広場の南東

活動経過
部）の整合性、構造・規模・仕様等を具体的に検討

② 池内の開法区・非開放区の区分は、杭＋ロー

する。→

プ程度の目印程度の軽微なものとする。→

大枠は合意したが、計画の詳細等につ

態度

いては今後の検討課題とした。なお、この第２次

保留

案は、昨年度の第１次案では規模と予算のギャッ

③ 北部広場は、工事用道路のアスファルト舗装や

プが大き過ぎたため再考したものである。

電柱の撤去等を行い、最終的に更地の戻す。水防

・外周堤防の植栽計画についての概略検討をする。

倉庫（２階建てプレファブ小屋）は、市川市から

詳細については、次回分科会に持ち越しとした。

依頼があれば、撤去も考えている。仮植栽の樹木

流域環境研究会の現地見学と交流会（２００４

は活かせるもの以外は処分する。→

平成１６ 年７月４日）

了解。活か

せる樹木については当会で目印（テープ巻）をし

千葉県環境緑化センター（千葉県袖ヶ浦市）の見

て区分がわかるようにしておく。

学（２００４（平成１６）年７月７日）

④ 池内４箇所のリリーフウェルの自噴量は調査

第３回全体会（２００４（平成１６）年７月１

して次回に回答する。

７日）

第４回（通算２２回）施設検討分科会（運営検討

・ビジターセンターの配置について、市川市緑の

分科会との合同）
（２００４（平成１６）年８月

推進課より北部広場の北西部に変更したい旨の発

７日）

表があった。変更の理由は、将来、現治水計画の

・ビジターセンターの主に運用面について、運

見直しで再掘削（北部広場の掘削も含む）の可能

営検討分科会と合同で意見交換を行う。主に運

性が出てきたため、移設・撤去の可能性を極力少

用面について検討した。①機能として来園者、地

なくするためとのこと。→

当会としては、再掘

域住民、運営スタッフの重点の置き方や、②レク

削の可能性の根拠に疑問ありとして、態度保留と

チャールームの具体的利用方法、③トイレの利用

した。この問題は大きな問題なので、今後とも全

と維持管理や防犯面の疑問、④保健室の必要、⑤

体会で徹底議論することとした。

夜間の管理の問題、⑥将来的な分散型施設の充実

・外周堤防については、外周柵整備の決定と植栽

の見通し等、活発な意見交換が行われた。→

計画の概略説明を行う。→了承。植栽計画につい

後ともソフト面とハード面が遊離しないよう、適

ては、施設検討分科会の案を当会の案として県と

宜、合同会合を設けて、意見のすり合せを行うこ

の調整協議に臨むこととした。

ととした。

第３回（通算２１回）施設検討分科会（２００４

第４回全体会（２００４（平成１６）年８月２

（平成１６）年７月２４日）

今

５日）

・外周堤防の植栽と管理用道路の線形の詳細につ

・ビジターセンターの検討について、①施設検討

いて、基本計画図面および説明資料（作成は森角）

分科会第１次案（昨年度検討）→②市川市案 昨

を基に、景観樹、中高木、生垣の配置、樹種、本数

年度提示 →③施設検討分科会第２次案（現在案）

等や管理用道路の線形について具体的に検討し、

を図面で公表し、現在に至る経過を説明報告する。

まとめる。

第５回（通算７回）千葉県真間川改修事務所との

第４回（通算６回）千葉県真間川改修事務所との

調整協議（２００４（平成１６）年８月２６日）

調整協議（２００４（平成１６）年７月２９日）

・外周堤防について真間川改修事務所より計画案

・外周堤防について当会の案に基に協議する。→

の提示があったが、当会案とかなりずれがあり、

概ね了解を得た。真間川改修事務所より、当会

十分反映されていないとして、再考を要望した。

案を基に、次回調整協議で回答案を提示するとの

→

回答を得た。

突合せし、一本化を目指しこととした。

・その他、以下の事項を確認した。

・その他、以下の事項を確認した。① 真間川改修

① 北部広場から池内への斜路は、バリアフリー対

事務所より、工程表の提示あり。工程表によれば、

応のため、６％勾配より５％勾配に緩くする。→

最終工程は北部広場整備工（更地に戻す工事）で、

了解

双方で再検討して、次回調整協議で修正案を

平成１７年７月末完了とのこと。したがって、北

施設検討分科会
部広場の整備着手（市川市の整備）はそれ以降と

・外周堤防について、現地立会いを行い、管理用

なる。

道路の線形と植栽エリアを確認する。

② 樹木の管理は、外周堤防の植樹含めて全て市川

・次回調整競技で最終計画案を真間川改修事務所

市の管理となる。

より提示することになっているが、それまでの手

③ 池内４箇所のリリーフウェルの自噴量につい

続として、以下に列記した検討事項を反映したも

て、平成１６年７月３０日の調査結果報告と受け

のを当会で作成し、真間川改修事務所に提示し、

る。それによると総湧水量は２０万リットル／日

それを受けて真間川改修事務所で最終計画案に反

とのこと。

映しまとめることとした。

第５回（通算２３回）施設検討分科会（２００４

① 北側の既存道路とは高低差があるが、極力、法

（平成１６）年８月２８日）

面植栽を多くする。

・北部広場の整備を含むビジターセンターの概略

② 北東隅は、池内法面が大きく削られているの

資金計画（作成は川上）の検討を行い、現計画案

で、市民プール部分の植栽エリアが狭いこともあ

次案）の規模設定ならば市

り、滑らかな曲面となるよう法面を盛る修復を行

（施設検討分科会第

川市の予算に沿う見通しが立つことを確認する。

い、外周堤防の幅を広げる。

第１回市川市（緑の推進課）との調整協議（２０

③ 東側に隣接するミニ自然園との外周柵門扉の

０４（平成１６）年９月２日）

位置の決定。

・施設検討分科会より、北部広場の整備を含むビ

④ 東側管理用道路の曲線形状の変更。

ジターセンターの概略資金計画を提示し説明す

⑤ 東側民家の隣接部分については、線形を池側に

る。また、ビジターセンターの建設にあたり、今

極力寄せ、かつ、９０ｃｍほど切り下げる（スロー

後検討すべき課題を協議する。

プは５％勾配）との真間川改修事務所の意向。→

・再掘削の可能性については、まず、千葉県の真

了解

意を確認することが先決として、真間川改修事務

⑥ 南東ポケットパーク、および、南西ポケット

所を通して担当部局に聞きにいくよう要望した。

パークの土系舗装増しエリアの変更。

第６回（通算２４回）施設検討分科会（アドバイ

⑦ 南西ポケットパークの窪地処理は、なだらかな

ザーの中村俊彦氏をお招きして）
（２００４（平成

斜面とし、西側道路からのアプローチは５％勾配

１６）年９月１１日）

とする。

・現地に中村先生をお招きし、先生のご意見を踏

第５回全体会（２００４（平成１６）年９月２

まえながら、外周堤防の修正案（作成は森角）を

５日）

基に検討し、まとめる。

・これまでの経過報告。提案はナシ。

第６回（通算８回）千葉県真間川改修事務所との

南側近隣民家の方々への外周堤防の植栽に関する

調整協議（２００４（平成１６）年９月１５日）

計画説明と意見聴取（２００４（平成１６）年９

・外周堤防について、真間川改修事務所と当会双

月２５日）

方の修正案を比較検討しながら、すり合わせの協

・現在南側近隣にお住まいの方は３軒であるが、植

議を行う。→

かなり歩み寄りがあったが、一致

栽に関しては特に大きな問題はないと思われる。

までには至らず、再度、当会案をベースに真間川

第２回市川市（緑の推進課、公園緑地課）との調

改修事務所で修正し、次回調整協議に提示しても

整協議（２００４（平成１６）年９月３０日）

らうこととした。

・ビジターセンターの配置について、緑の推進課

・次回調整協議までに、当会として詰めておく事

より、水と緑の部の決定事項として、北部広場の

項としては、

北西部配置の申し入れがあったが、施設検討分科

① 植栽の維持管理は市川市で行うことから、担当

会としては、受け入れられないとして、現配置計

課である公園緑地課と協議する。② 南側近隣民

画（南東部配置）を堅持することを主張した。

家の方々へ植栽計画を説明し、意見聴取する。

・外周堤防の植栽計画の維持管理面について公園

現地立会い（２００４（平成１６）年９月１６日）

緑地課と協議し、初期植栽と維持管理の整合性の

活動経過
チェックを行う。→

概ね当会案を尊重する方向

・現治水整備計画の大柏川第一調節池（当池）の

でまとまった。

貯水量について検討する。→

第７回（通算２５回）施設検討分科会（２００４

２５４ ０００

（平成１６）年１０月２日）

現計画では貯水量

であるが、実際には、かなり貯

水量が大きいと思われる（試算資料作成は川上）
。

・外周堤防について、現地立会い（９月１６日）、

次回県との調整協議で質問することとした。

および、公園緑地課との協議（９月３０日）を踏

・再掘削の可能性について、真間川改修事務所の

まえた修正案（作成は森角）の内容を確認する。

千葉県の見解を基に、意見交換を行う。

・これまでの検討経過を踏まえて作成した北部広

第８回（通算１０回）千葉県真間川改修事務所

場の基本計画案とビジターセンターの図面の取り

との調整協議（２００４（平成１６）年１１月１

扱いについて検討する。→

８日）

ビジターセンターの

配置問題があるが、一応、次回全体会に中間報告

・外周堤防については前回までで一応協議完了し

として公表することとした。

たものと考え、今回よりその他の課題について協

第７回（通算９回）千葉県真間川改修事務所との

議する。

調整協議（２００４（平成１６）年１０月７日）

・池内については、以下の真間川改修事務所の見

・外周堤防について、真間川改修事務所より提示

解に対して協議する。

された修正案（第２次案）の検討を行う。→

若

① 池内のリリーフウェル（計４箇所）の自噴水

干の修正を施すこととなったが、概ね同意に至っ

はいったん下池に流し、ポンプアップして上池

た。これで、一応の決着をみたとして、整備に入

にもっていくことになる。ポンプアップ等の整備

ることとした。また、最終修正を施したものを、

は市川市で行うことになる。具体的な検討は市川

市川市経由で、次回全体会に配布することとした。

市と協議してもらいたい。なお、リリーフウェル

・その他、以下の事項を確認した。

から直接中池に流すことなしない。→

① 外周堤防植栽の土壌や乾燥の問題による立ち

会としては、水の「量」（水量が不足しないこと）

枯れの可能性については、植栽業者に植栽保険

と「質」
（常時水が流れていること）の確保が絶

（１年間）の加入を義務付けているため、県として

対条件であると考えている。しかし、しぼり水や

了解。当

責任をもって対処する。

リリーフウェル自噴水の効果の程度は未知数であ

② 南西ポケットパークの出入口の形状について

る。今後の推移を見守りつつ検討そ重ねていく。

は、外周柵と同じ高さ（Ｈ＝１ ５ｍ）の片側２ｍ

② 外周堤防付近や池内に観測井戸が数箇所ある

幅の両開きの門扉（合計幅４ｍ）を設けることと

が、これは地下水位等の影響を監視するためのも

する。これは、災害時の管理義務があるため県と

のでモニタリング期間は整備後２年間位までを考

しては譲れない。ただし、通常時は、門扉を開放

えている。それ以降は、中間カットして自噴して

して内側に何らかの結界を設けても構わない。→

いれば利用できる。→

了解

了解。車止めの有無については、当会で検討を

③ 池内外周管理用道路の外側際には浸透管を埋

要するため、決定するまで留保してもらうことと

設してあるが、しぼり水で膿んでいたので、２０

した。

ｍ間隔に上池への流入管を設けた 計２３箇所 。

第６回全体会（２００４（平成１６）年１０月２

→ 了解

３日）

④ 同一レベルの池のヨコの連絡管を設けること

・外周堤防の最終計画資料を配布し、これまでの

は支障ない。

調整過程も併せて説明する。

・下池の浮島のつくり方については、真間川改修

・これまでの検討経過を踏まえて作成した北部広

事務所から詳細図面やサンプルの提示と説明を受

場の基本計画案とビジターセンターの図面一式を

ける。→

中間報告として発表する。

であることを確認。特に問題はないと思われる。

第８回（通算２６回）施設検討分科会（２００４

・池内の開放区・非開放区の区分のデザインにつ

（平成１６）年１０月３０日）

当会の当初計画と大きさや形状が同一

いては、杭にロープを張った程度のもので、範囲

施設検討分科会
は池内から半島東側を北部広場までを考えてい

検討し、確認する。

る。杭は水腐れを考慮して擬木を考えている。→

８回全体会（２００４（平成１６）年１２月１

当会では杭＋ロープについてはいまだ正式に議

８日）

論していない。非開放区への立入り禁止の表示方

・ビジターセンターの配置について、当会として

法を含めて検討する。問題があれば早急に連絡す

の方針を問うべく再度提案する。

る。・北部広場の仮植栽については、当会で活か

・市川市、施設検討分科会それぞれから資料（市

せる樹木に目印（テープ巻）を施してある（全体

川市の「ビジターセンターの位置について」、施

の約８割で合計６９本）ので、それ以外のものは

設検討分科会の「ビジターセンターの配置に関す

処分願いたい。なお、移植は基本的に北部広場内

る施設検討分科会の見解」）を配布して説明する。

で行う予定なので、外周堤防への移植は考えなく

活発な議論となったが方向性は見出せず、継続議

ともよい。→ 真間川改修事務所、了解

論となる。→

・北部広場の越流堤部分は厳重な立入り禁止整備

のみの討論会を開き、②次回全体会で再度議論す

が必要であるが、北部広場の計画を待って適切な

ることとした。また、市川市に対しては、水辺プ

整備を行うこととする。→

ラザ整備事業と当会の整合性について、千葉県の

今後の真間川改修事

今後の進め方として、①市民会員

務所の整備課題

意向を踏まえ庁内で十分検討の上、明確な説明を

・現治水整備計画の大柏川第一調節池（当池）の

要望した。

貯水量については、計画ではＹ Ｐ ＋４ １３ｍ

・この問題は、会全体としての根本にかかわる問

（越流堤天端はＹ Ｐ ＋３ ８４ｍなのでそれより

題であり、徹底議論する必要があると主張する。

３０ｃｍ上）で計算しており、実際の貯水量は計

・役員会より、市川市の予算措置等として、以下

画貯水量より大幅に増えているわけではなく、問

の報告を得る。

題はない。いずれにしても、整備完成後には竣工

① 平成１７年度は、ビジターセンターおよび北部

時の貯水量として計算する。→

広場の設計を予算計上する。ビジターセンターの

当会の試算は、

勘違いして、Ｙ Ｐ ＋４ ７７ｍとしていたので

構造・規模の設定は施設分科会案に沿って積算す

貯水量が大きくなってしまっていた。当会、了解

るとのこと。

第９回（通算２７回）施設検討分科会（２００４

② 平成１８年度は、ビジターセンターおよび北部

（平成１６）年１１月１８日）

広場の整備工事を予算計上する。

・ビジターセンターの配置については、北部広場

③ 市川市としては、平成１９年春の開園を考えて

南東部案を再度確認する。

いる。

・浮島についての真間川改修事務所の詳細図面で

現地立会い（２００５（平成１７）年１月１８日）

ＯＫであることを確認する。

・外周堤防の植栽について、現地立会いを行い、

第７回全体会（２００４（平成１６）年１１月２

確定した真間川改修事務所の計画に基づき、具体

４日）

的な樹種・植樹位置等を一つひとつ確認する。若

・ビジターセンターの配置について、当会として

干、変更してもらう。→

の方針を問うべく提案する。

の予定。

・市川市は北西部主張、施設検討分科会は南東部

・南西ポケットパーク部分の課題（下記）は残っ

主張で、平行線のままで、議論は次回に持ち越し

たが、開園後の管理方法とからむので今後の検討

となる。

待ちとする。

・第１０回（通算２８回）施設検討分科会（２０

① 出入口の車止め等の問題

０４（平成１６）年１２月１１日）

② 排水機場への管理用道路（通路）と非開放区で

・ビジターセンターの配置については、北部広場

ある下池の立入り禁止区分の範囲と整備方法

南東部案を再度確認する。次回全体会に再度提案

・警報設備（監視カメラ、回転灯、スピーカー等）

するが、そのための説明資料「ビジターセンター

は、排水機場と北部広場の南西部隅付近の計２箇

の配置に関する施設検討分科会の見解」の内容を

所に設置する予定との回答を得る。→

植樹整備は２月～３月

災害時の

年度の検討事項
必要設備のため真間川改修事務所に任せる。

第１１回全体会（２００４（平成１７）年３月２

・これまで、調整協議を月１回のペースで行って

６日）

きたが、今後は必要に応じて行うこととする。

・ 市川市より、庁内で再検討した結果、ビジター

市民会員討論会（２００５（平成１７）年１月２

センターの配置については、市のこれまでの方針

２日）

を撤回して、施設分科会案（北部広場の東南部配

・ ビジターセンターの配置について集中的に議

置案）で進めるとの報告を得る。

論を行う。検討資料として、役員会より「これま

第１３回（通算３１回）施設検討分科会（２００

での経過（ワークショップから北方遊水池の会ま

４（平成１７）年４月９日）

で）と施設検討分科会より「市川市のビジターセ

・ 今年度（平成１６年度）の活動経過を振り返り、

ンター配置案に対する反論」および「ビジターセ

反省や評価を交えながら、現時点での到達点を確

ンターの位置についての思考」を提出する。
（討

認する。・ 来年度（平成１７年度）の検討項目

論会議事概要に添付）

概ね、施設検討分科

について、開園までのスケジュールを想定しなが

会案で行く方針で意見の一致を見たが、次回以降

ら、意見交換を行う。個々の具体的検討について

の全体会にて、市川市の意向を踏まえて、正式に

は、次回の会合以降から入っていくこととする。

→

決定することとした。

（川上幸延）

第９回全体会（２００４（平成１７）年１月２
６日）
・ 外周堤防の植栽等について、現地立会い結果を

年度の検討事項

報告する。

年

・ ビジターセンターの配置については議論せず。

月

日

第１１回（通算２９回）施設検討分科会（２００

北部広場計画

４（平成１７）年２月１２日）

北部広場の基本設計を決定し、市と協議し実施設

・ ビジターセンターの配置については、北部広場

計に反映する。

南東部案の正当性を再度確認する。

①北部広場基本設計の作成

・ 今年度（平成１６年度）の報告書の編集委員を

②市担当部局との設計協議及び施工内容の確認

矢島、開園までのスケジュール検討委員を川上、

ビジターセンター計画

森角とする人選を決める。

ビジターセンターの基本設計を決定し、市と協議

第１０回全体会（２００４（平成１７）年２月２

し実施設計に反映する。

６日）

①ビジターセンター基本設計の作成

・ ビジターセンターの配置については、１月２２

②市担当部局との設計協議及び施工内容の確認

日の市民会員討論会の結果報告を踏まえ議論する

水利用計画

が、またしても、市川市は北西部主張、施設検討
分科会は南東部主張で、平行線のままで終わる。
議論は次回に持ち越しとなる。

「植栽基本計画」（次項掲載）の「計画にあたって
の基本姿勢」に関する節の「自然素材の計画方針」
「水」の記述に基づいて、水利用の検討を行い遊水

第１２回（通算３０回）施設検討分科会（２００

池環境の改善を図る。

４（平成１７）年３月１２日）

①絞り水

・ ビジターセンターの配置については次回全体会

利用方策の検討

の結果待ちする一方、千葉県で行っている真間川

②減圧井戸（リリーフエル）自噴水の有効利用方

流域整備計画の見直しの内容について改めて勉強

策の検討

し、再掘削の可能性は極めて少なく、南東部配置

植栽計画

で全く問題ないことを再度確認する。

同上の「緑」の記述に基づいて、以下の検討を行

・ 今年度の反省点と来年度の課題・展望について

い遊水池環境の改善を図る。

意見交換を行う。

①外周堤防（ポケットパークを含む）の補足植栽

外周堤防下部からの地下湧水の有効

施設検討分科会
方針の作成

植栽の計画は造成完成後の土壌状態、水の状態等

・地元自生植物の苗木育成方策及び圃場整備の

を考慮して再検討する必要がある。したがって、

検討

本検討会では下記に示す植栽に関する基本的な考

・市民ボランティア植栽方策の検討

え方を提案するものとする。なお、当面は試験的

②棚池内の水辺林の植栽基本計画の作成

に高木および低木を植樹し樹木の生育状況を窺が

③田んぼづくりの実施方策（ソフト・ハード）の

うものとする。

検討

（ ）池内の植栽は多様性のある生態系を目指す。

その他

（ ）市川市に自生する植物を植えることを基本と

①サイン計画の検討

する。
（ ）余り先につくりすぎないよう、その都度様子

②安全対策施設の検討
（川上幸延）

を見ながら時間をかけて継続的に管理し育
てる。
（ ）基本的には園芸種は植えない。

植栽基本計画

具体的には以下のとおりとする。
年

月

日

植栽基本計画
計画の前提条件
大柏川調節池の基本となる考え方
自然環境創造型の大柏川調整池は、治水施設に加
え、市民と行政の協働のもとに、下記に示す水辺
の自然を活かした整備を行う。
（ ）洪水被害を軽減する
（ ）水と緑の財産を次世代に残す
（ ）自然にふれる場所とし豊かな自然観を育む
（ ）気持ちのよい安らぎの空間を提供する
（ ）地域意識の繋がりや文化の継承に寄与する
大柏川調節池の利用方法
（ ）真間川流域の総合治水対策を理解する場とし
て利用する
（ ）地域に根ざした動植物を保護する場として利
用する
（ ）子供も大人も動植物にふれあい、自然体験で
きる場として利用する
（ ）子供達の環境学習の場として利用する
（ ）外周道路は遊歩道として利用する
（ ）ビジターセンターを設け、多目的集会室やレ
クチャールームとして利用する
植栽について

（ ）外周部
外周部や北部（当面未掘削の所）など貯留池
以外の外周部は、農村の景観をイメージして、
まとまった樹林を育成する。その際、周辺地
域と景観が連続するよう配慮し、地域全体が
緑あふれる住環境となるように図る。植栽は
この市川に自生する種類で行うことを原則と
し、外来種や園芸種を極力使わない。築造当
初の植栽は初期にあっても緑の景観を形成で
きるようにする。
（ ）外周堤防内
外周堤防内は市川北部の谷底低地の多様な水
辺（池・小川・田んぼなど）を復元し湿地の植
生（アシガマ原・水辺林・稲田）の回復を目
標とする。植栽は市川北部の低湿地に自生す
る種類で行う。築造当初の植栽は５～

年

先の植生遷移を考慮して、自然の復元力の補
助する先駆的なものとし、つくりすぎないよ
うに配慮する。
（ ）市民と行政の協働
北部や外周道路の並木（低木も含む）、外周
堤防内の中高木などは初期の景観を形成する
うえで緊急であり、築造当初に行政で植栽す
る。その他の植栽（草本や低木中高木の苗木
など）や植生の管理はボランティア活動や啓
発活動などで市民が中心になり、行政が補佐
する。

この文書は『北方遊水池の会
（平成 ）年度報告書』
、
以下に記載されているが「選定樹種一覧」の記述が増補されて
いる。

計画するにあたっての基本姿勢
自然環境を復元するにあたって、どのような状態

植栽基本計画
の生物生息空間・（ビオトープ）を目指すか決め

は草刈管理をしながら自然植生の変化を見守

ておくことが、その後の成果を把握する上からも、

ることとする。

また・モニタリングに基づき管理の方向性を定め
る上からも重要なことである。

なお、調節池築造によって撹乱された環境
状況がもたらされるので、指標動物による目

そして、その目標設定に向かって自然環境の復
元を行うには、自然素材である「土」を基盤にし
て「水」と「緑」をどう扱うかが基本となります。

標設定については、当分の間設定しないこと
とする。
以上のことを踏まえて、
「土」を基盤に「水」

したがって、その素材を使って生物の多様性豊か

と「緑」という自然素材を使い、可能な限り

な自然環境を、可能な限り用意することが大切で

の生物多様性豊かな自然環境の創造・復元に

ある。

努力しながら、モニタリングによる・順応的

ビオトープ：多様な、または貴重な野生生物

管理を通して、自然環境の方向性を探って行

が生息・生育する空間であり、その状態を保

くことが大切です。

持または目指して管理される場所

生物生息地の撹乱：建設事業や自然災害

モニタリング：一般的に日常的・継続的な点

等の結果、物理的影響が周囲から入りや

検のことをいいます。生態系は、時間の経過

すくなり、そのために生物の生息環境が

に伴って変動するものですので、ビオトー

質的に低下することをいう

プの管理においては、生態系の変化状況をモ

順応的管理：自然環境復元の生態系管理

ニタリングすることが、目標とする生態系へ

は、複雑で正確な予測は非常に難しいと

の実現の基本前提として、とても重要なこと

いわれている。そこで、
「目標課題の設

です。

定から始まり、管理計画を立て、管理を

（ ）目標設定

実行し、モニタリングを継続し、その結

都市の河川施設である大柏川調節池は、昔
からある谷津や里山を保全しながら自然環境

果を評価し、調整し、その結果再度目標
課題を検討し直していく」

を復元することとは異なり、調節池築造によ

以上のような管理を時間的経過の中で、く

る・生物生息地の撹乱された環境から、生物

り返し行いながら、自然環境を本来の姿に復

の多様性豊かな自然環境を創造・復元する計

元していくこと。
（ ）自然素材の計画方針

画である。
当調節池は外周堤防内の低地部（約

）

自然素材を使って生物の多様性豊かな自然

㎡）
・外周堤防部（約１

環境を可能な限り用意し、かつての大柏川流

、ポケットパークも含む）及び排水機場敷

域における農村の景観をイメージした自然環

㎡）からなっており、これらを自

境を復元し、次世代に伝えてゆくことが大切

と北部広場（約
地（約

然環境創造・復元するための目標設定は以下
の通りである。

である。
水

外周堤防内の低地部は、この自然環境創造・

生物の多様性豊かな自然環境を復元す

復元の中心部をなし、市川北部の谷底低地の

るためには、
「水」が豊富にあることがポ

多様な水辺を復元し湿地の植生を回復する。

イントである。特に、低地部の湿地の復

北部広場・外周堤防部及び排水機場敷地は、

元や稲作づくりには水不足は致命的であ

大柏川流域の樹林や屋敷林の植生を参考に、

る。そのためには雨水天水を基本にする

極力地域の自生種を使って、農村の景観をイ

が、利用可能な水源をできるだけ発掘し

メージした植樹をする。

自然環境づくりに取り入れる。

外周堤防部の北部法面の草地は、ビジター

水＝あらゆる利用可能な水利用を考

センター前庭と関連づけながら、かつての大

え、自然環境創造・復元に有効に利用

柏川の草土手を復元する。その他の法面草地

する。

施設検討分科会
雨水：雨水天水の利用

よう、多様な樹種を植栽する。

絞り水：外周堤防下部からの地下湧

また、低地部の湿地に水辺林を復元

水の利用
観測井戸水：観測井戸（Ａ

する。
、Ａ

・草地づくり：北部広場のほぼ中央に草

）の地下中間から、被圧地下水の

原（原っぱ）を、ビジターセンターの南

引き込み利用

側の堤防法面に、かつての大柏川の草土

減圧井戸の自噴水：調節池掘削によ

手を復元する。その他の堤防法面は草土

る調節池低地部の隆起防止（リリー

手として草刈管理をしながら自然植生を

フウェル）のための自噴水利用

見守る事とする。

下池の水：下池ポンプアップによる

なお、棚池湿地の法面については、棚

水循環

池湿地の完成を待って別途検討する。

以上を水利用の基本とするが、それで

・農地づくり：棚池一部の水田整備につ

も対応困難な場合は、大柏川の河川水・

いては運営形態も合わせて今後検討す

ビジターセンターの上水道浄化水や屋根

る。また、植樹地づくりや草地づくりの

雨水、地区外湧水、市民プール排水、千

ための苗圃畑も今後検討する。

足川等の利用も検討する。
なお、ミニ自然園方面からの排水が流

植栽計画
基本姿勢を踏まえ、植栽計画を立てるにあたって

れ込んでいる北部広場東側の水路は、北

は以下のことに注意して計画する。

部広場計画の中で利用検討する。

当調節池の自然環境創造・復元の中心となる湿地

緑

には、水辺はもとより植樹地・草地をも含めた生
生物の多様性豊かな自然環境づくりに

活圏を持つ生物（昆虫や両生類等）が以外に多い。

は「水」と同時に「緑」も重要な要素で

従って、生物の多様性豊かな自然環境を創造・

ある。そのためには、低地部の湿地と水

復元するにあたっては、低地部の湿地や水辺林を

辺林、北部広場・外周堤防部及び排水機

中心にすえながら、北部広場・外周堤防部・排水

場敷地の植樹地、外周堤防部・棚池法面

機場敷地の植樹地や外周堤防・棚池法面の草地と

の草地を一体として生物生息空間を復元

一体的に関連づけて計画することが大切である。

することが大切である。

）植樹地づくり計画

つの緑のテーマ、すなわち湿地・

植栽計画については基本姿勢を踏まえて、でき

植樹地・草地・農地、により自然環境創

るだけ鳥類や昆虫類等の棲み処となり、かつ、四

造・復元を図る。

季の移ろいを感ずることができるよう、多様な

・湿地づくり：低地部の湿地づくりは、こ

樹種を使って病虫害にも強く、維持管理にも手の

の自然環境創造・復元の中心部をなし、環

かからない植樹地づくりを計画する。
（別添植栽

境の異なる６段の棚池からなっている。

ゾーニング図―参照）

緑＝

この棚池は市川北部の谷底低地を参考

なお、地域の自生種を使うことを原則とするこ

に、鳥類をはじめ水生昆虫や両生類等の

とから、木本・草本の選定に当たっては、市川自

棲み処となるよう多様な水辺環境を復元

然博物館「市川の植物」を参考にする。

する。
・植樹地づくり：北部広場、外周堤防部

（ ）北部広場
大柏川調節池の北側に位置する約

の平

（ポケットパークも含む）、揚水機場敷

地である。ここは北の入口にあたりビジターセン

地には、大柏川流域の樹林や屋敷林の植

ターも設置されるで、北方遊水池の顔となる部分

生を参考に、極力地域の自生種を使いな

です。

がら、鳥類や昆虫等の棲み処となり、か

・入口部分は、常緑広葉樹の景観樹を中心とした

つ、四季の移ろいを感じることができる

修景植栽を行う。

植栽基本計画
・住宅のある北側及び駐車場周りは、常緑・落葉

の協議内容を基本に、目隠し植栽をする。

広葉樹による目隠し植栽をする。

・南部外周堤防部の地区界側住宅付近は、常緑広

・ビジターセンター周りは、ビジターセンターを

葉樹による防風林植栽を提案協議する。

屋敷に見立てて、屋敷林風な植栽を行う。

・ポケットパークは明るい空間としたいので、落

・草地広場周りには、緑陰のための落葉広葉樹に

葉広葉樹による植栽とする。特に、南東角ポケッ

よる独立木の植栽をする。

トパークは休憩場所にもなるので四季の花木を多

景観樹：街の中で緑の目印（ランドマーク）になっ

くする。

たり、周囲の植栽景観をより引き立てるような樹
以上に成

種をいう。樹形的にも良く、樹高
長する樹種を使用する。

（ ）排水機場敷地周辺
南の管理用の入口で、すでに排水機場の建物があ
る。常時水面を保っている下池が近く野鳥観察に

（ ）外周堤防部（ポケットパークも含む）
外周堤防部の遊歩道（延長約

）は、調節池

適している部分である。
・排水機場の建物を屋敷に見立てて、屋敷林風に

の態様を眺めながら、四季の移ろいを感じること

植栽する

ができる散歩道です。

・敷地の南角付近に景観樹として落葉広葉樹を植

北部外周堤防部は、北部広場やビジターセンター

栽する

と一体的に設計が求められる部分です。北側は道

（ ）半島堤防部・下池部分

路に接し堤防の幅は狭いが、南に遊水池を見下ろ

非開放区域であり、植生的には原則草本類の自然

し日照的にも好条件の部分です。

植生遷移を見守る区域である。

東部外周堤防部は、堤防の幅も広い箇所があり

半島堤防部は横越流からの水流を受け止め、下池

一番ゆったりしている。法面は西傾斜になってい

に導くための堤防で非常に目立つ部分である。遊

る。景観的にも周囲の斜面林との連続性から林相

水池で一番乾燥している部分である。

景観が期待される部分です。また、東側のミニ自

下池部分の一部は、常時水面を保っており、水鳥

然園との関連性も求められる部分です。

が観察できる。

南部外周堤防部は、南に接して何軒か家屋があり、

・乾燥している上段法面は、ススキを中心にした

堤防の幅も狭い部分であり、法面は北傾斜です。

植生に誘導する。

南東角と南西角に小広場（ポケットパーク）があ

・下段法面はヤナギ土手とする。

り、南東角のポケットパークは遊水池を眺めなが

・
「中の島」、特に「浮島」は洪水時の生物の態様

ら、ちょっと休憩したい場所である。南西角のポ

を考えた設計にする。

ケットパークは南の入り口にあたり、明るく小奇

（ ）棚池湿地部分

麗な場所としたい。

水田を含めた、棚池湿地部分であり、遊水池の自

・鳥類や昆虫等の棲み処となり、四季の移ろいを

然環境創造・復元する中心部分である。この部分

感じ取ることができるよう、常緑・落葉広葉樹に

は、水源に合った水環境の質によって異なる湿原

よる多様な樹種を植栽する。

ができると思われるが、あまり始めから「つくり

・遊歩道の直線部分は並木的な植栽とし、なだら

過ぎない」ことが大切である。

かなカーブを持たせた部分（特に、東部外周堤防

・水辺林については数年間自然植生状況を見て、

部）は林の雰囲気を持たせた植栽にする。

植栽方針を決めることとする。

・北部外周堤防部は、ビジターセンターの前庭と

）草地づくり計画

のつながりで、早春を告げる樹種を選択する。

草地づくりは、主として北部広場の草地広場と外

・東部外周堤防部は、周囲の斜面林との連続性や、

周堤防部法面及び棚池湿地法面である。

将来の林相景観を考え北東部角付近及び東南角ポ

計画的に草地づくりを行うのは、北部広場の草地

付近に常緑・落葉広葉

広場、ビジターセンター前庭部分と北部外周堤防

ケットパークの北約
樹の景観樹を植栽する。

法面である。その他の法面は草土手として草刈管

・東部外周堤防部の地区界側住宅付近は千葉県と

理をしながら自然植生に任せることとする。

施設検討分科会
なお、棚池湿地の法面については棚池湿地の完成
を待って別途検討する。
（ ）北部広場
草地広場＝原っぱ広場の機能としては集合・レク

ケヤキ、エゴノキ、エノキ、ミズキ、アカメガシワ
四季の移ろいが感じ取れる樹種
早春

チャー・イベント・遊び等多機能広場になり、子供

中高木 花を主とするもの

達が安心して「野の遊び」ができるように野草に

ヤマハンノキ（カバノキ科）、コブシ（モクレン

よる「草っぱら」を復元する。ビジターセンター

科）、ヤブツバキ（ツバキ科）、ニワトコ（スイカ

前庭は北部外周堤防法面と連続性を持たせた草地

ズラ科）
、ウメ（バラ科）

とする。

低木 花を主とするもの

・原っぱ広場は基本的には造成後の自然植生のま

、
ク サ ボ ケ（ バ ラ 科 ）、クロモジ（クスノキ科）

まに、年数回の草刈管理でよいと思われるが、場

ダンコウバイ（クスノキ科）

合によってはシロツメクサやイネ科等の地下茎や
種子による吹き付けを行う。

春

（ ）北部外周堤防

中高木 花を主とするもの

堤防法面はビジターセンター前庭と一体的に草

、
オオシマザクラ（バラ科） ヤマザクラ（バラ科）

地作りをする。南に面した日照条件の良い場所で

ウワミズザクラ（バラ科）、ソメイヨシノ（バラ

ある。

科）、サトザクラ（バラ科）、キリ（ノウゼンカズ

・市域の自生種を使い、かつての大柏川の草土手

ラ科）
、エゴノキ（エゴノキ科）

を復元する。

中高木 実の目立つもの

（ ）東部外周堤防部・南部外周堤防・排水機場敷地

ニワトコ（スイカズラ科）

これらの堤防法面は草土手として、芝刈管理を続

低木 花を主とするもの

けながら自然植生を見守ることとする。

、シロヤマブキ（バラ科）
、カ
ヤマブキ バラ科 、

・自然植生に任せるが、草刈管理により堤防補強

マツカ（バラ科）、ウグイスカグラ（スイカズラ

を図りながら、モニタリング（動・植物）を通し

科）、ハコネウツギ（スイカズラ科）、ヤマツツジ
（ツツジ科）

て、草地の育成を見守って行く。
・堤防法面の自然植生回復が遅れ、法面崩壊の恐

実を主とするもの

れがある場合は、草地植栽工法を別途検討する。

モミジイチゴ（バラ科）、カジイチゴ（バラ科）、

）植栽樹木の選定
植栽樹木の選定にあたっては、市川自然博物館
「市川の植物」を基本に、以下に示す「植栽樹木の

ナワシログミ（グミ科）
夏

選定樹種一覧」の中から選定する。

中高木 花を主とするもの

具体的な植栽計画については、この選定樹種を基

イボタノキ（モクセイ科）、ネムノキ（マメ科）、

本にして「北部広場基本設計及び実施計画」
・
「外

クサギ（ユキノシタ科）
、ヤマボウシ（ミズキ科）

周堤防基本設計及び実施設計」において検討する。

中高木 実の目立つもの
ヤマグワ（クワ科）、ウグイスカグラ（スイカズラ
科）
、ウワミズザクラ（バラ科）

植栽樹木の選定樹種一覧

低木 花を主とするもの
ネズミモチ（モクセイ科）
、ウツギ（ユキノシタ科）

植栽主木及び景観樹
常緑広葉樹
スダジイ、シラカシ、アカガシ、クスノキ、
落葉広葉樹
アカシデ、イヌシデ、クヌギ、コナラ、ムクノキ、

秋
中高木 実の目立つもの
オニグルミ（クルミ科）、クリ（ブナ科）、クヌギ
（ブナ科）
、コナラ（ブナ科）
、スダジイ（ブナ科）
、

『市川の植物』樹種総覧
マテバシイ（ブナ科）
、アカガシ（ブナ科）
、シラカ

注 下線つきの木本については、
『市川の植物』には掲載

シ（ブナ科）
、アラカシ（ブナ科）、ムクノキ（ニレ

されていないが、四季の移ろい演出や草木工芸・食文化

科）、エノキ（ニレ科）、シロダモ（クスノキ科）、

等自然遊びに必要なので、若干追加した。

カキノキ（カキノキ科）、イヌビワ（クワ科）、サ
ンショウ（ミカン科）、ゴンズイ（ミツバウツギ
科）、ガマズミ（スイカズラ科）、クコ（ナス科）、
ムクロジ（ムクロジ科）

『市川の植物』樹種総覧
中高木
イチョウ科：イチョウ

低木 花を主とするもの

マツ科：モミ、アカマツ、クロマツ

ヤマハギ（マメ科）、ミヤギノハギ（マメ科）、ツ

スギ科：スギ

リバナ（ニシキギ科）、サワフタギ（ハイノキ科）
、

ヒノキ科：ヒノキ、サワラ

ネズミモチ（モクセイ科）
、ムラサキシキブ（クマ

マキ科：イヌマキ

ツズラ科）
、ヤブムラサキ（クマツズラ科）

イヌガヤ科：イヌガヤ
イチイ科：カヤ

低木 実の目立つもの

クルミ科：オニグルミ

ニシキギ（ニシキギ科）
、マユミ（ニシキギ科）

ヤナギ科：アカメヤナギ、カワヤナギ、イヌコリ
ヤナギ、ネコヤナギ、キヌヤナギ、タチヤナギ、
キツネヤナギ

紅葉

カバノキ科：ケヤマハンノキ、ヤマハンノキ、ハ
中高木 花を主とするもの

ンノキ、クマシデ、アカシデ、イヌシデ、ハシバミ

イロハモミジ（カエデ科）
、ハゼノキ（ウルシ科）
、

ブナ科：クリ、クヌギ、コナラ、スダジイ、マテ

ヌルデ（ウルシ科）

バシイ、アカガシ、シラカシ、アラカシ、カシワ
ニレ科：ムクノキ、エノキ、ケヤキ

低木 花を主とするもの

クワ科：コウゾ、イヌビワ、ヤマグワ

ニシキギ（ニシキギ科）

モクレン科：コブシ、ホウノキ
クスノキ科：クスノキ、ヤブニッケイ、ヤマコウ

つる物 花を主とするもの

バシ、タブノキ、シロダモ、

アケビ（アケビ科）
、ミツバアケビ（アケビ科）、フ

ツバキ科：ヤブツバキ、ヒサカキ、チャノキ

ジ（マメ科）、ツルウマモドキ（ニシキギ科）、ノ

トベラ科：トベラ

ブドウ（ブドウ科）

バラ科：イヌザクラ、ウワミズザクラ、ヤマザク
ラ、サトザクラ、オオシマザクラ、ソメイヨシノ、

食文化植物

ウメ

オニグルミ、クリ、スダジイ、コウゾ、ヤマグワ、

マメ科：ネムノキ、サイカチ、ハリエンジュ

オオシマザクラ、ハリエンジュ、サンショウ、カ

トウダイグサ科：アカメガシワ

ラタチ、ニワトコ、ハリギリ、カキノキ、ネズミ

ミカン科：カラタチ、サンショウ、イヌザンショウ

モチ、クサボケ、モミジイチゴ、カジイチゴ、ナ

ニガキ科：ニガキ

ワシログミ、ウコギ、タラノキ、ハナイカダ、ア

ウルシ科：ヌルデ、ハゼノキ、ヤマウルシ

ケビ、ミツバアケビ、ムベ、フジ、ヤマボウシ、ガ

カエデ科：イロハカエデ

マズミ、ウワミズザクラ、クコ、ウグイスカズラ、

モチノキ科：イヌツゲ、モチノキ

イヌビワ

ミツバウツギ科：ゴンズイ

出所：
『市川の植物』
（市川市植物目録
川自然博物館編集発行、

。

）、市立市

ミズキ科：ミズキ、ヤマボウシ
ウコギ科：ハリギリ
カキノキ科：カキノキ

施設検討分科会
エゴノキ科：エゴノキ
モクセイ科：アオダモ、イボタノキ
クマツズラ科：クサギ
ノウゼンカズラ科：キリ
スイカズラ科：ニワトコ
ムクロジ科：ムクロジ
タケ亜科：マダケ、モウソウチク、アズマネザサ、
メダケ、ヤダケ
低木
メギ科：ナンテン
ユキノシタ科：ウツギ
バラ科：クサボケ、ヤマブキ、カマツカ、シロヤ
マブキ、ノイバラ、テリハノイバラ、ニガイチゴ、
モミジイチゴ、ナワシロイチゴ、カジイチゴ、コ
ゴメウツギ
マメ科：カマツナギ、ヤマハギ、マルバハギ、ミ
ヤギノハギ
トウダイグサ科：ヒトツバハギ、
ニシキギ科：マサキ、ツリバナ
ミツバウツギ科：ミツバウツギ
グミ科：ナワシログミ
ミズキ科：アオキ、クマノミズキ、ハナイカダ
ウコギ科：ウコギ、タラノキ、ヤツデ
クセイ科：ヒイラギ、ネズミモチ
クマツズラ科：ムラサキシキブ、ヤブムラサキ
シキギ科：ニシキギ、マユミ
ハイノギ科：サワフタギ
スイカズラ科：ウグイスカグラ、ガマズミ、ゴマ
ギ、ハコネウツギ
クスノキ科：ダンコウバイ、クロモジ
ナス科：クコ
ツジ科：ヤマツツジ、
つる物
アケビ科：アケビ、ミツバアケビ、ムベ
ツツラフジ科：アオツツラフジ
ニシキギ科：ツルウメモドキ
ブドウ科：ノブドウ、ツタ、エビズル
ウコギ科：キズタ
キョウチクトウ科：テイカカズラ
ユリ科：サルトリイバラ
スイカズラ科：スイカズラ

マメ科：フジ
注

下線付の木本は『市川の植物』には掲載されてい

ないが、四季の移ろい演出や草木工芸・食文化等自然遊
びを考慮して追加した。出所：前節と同じ。
（森角武久）

