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（平成

平成

）年

年

北方遊水池の会

月

月

測定値

Ⅲ

自然

年度水質調査結果
調査方法
期間：

図

年

月

日～

頻度：月１回（
測定点：図

年

年５月

日

月は欠測）

の３点（ポイント１：◆、ポイント２：□、

ポイント３：△）
調査項目と測定法
、アンモニア性窒素（
亜硝酸性窒素（
４３－

２－

４＋

）

）、リン酸性リン（

）
）←パックテスト（共立理化学）。

溶存酸素（

）←溶存酸素計。

水温電気伝導度酸化還元電位←水質測定器。
←

～ は万能ｐ
は水質測定器、

試験紙、

～

は。

水面高：測定杭（堆積物があり水深ではない）。

測定値
表

ポイント

遊水池略図

年度水質調査結果
表

ポイント

表

ポイント

月別変化
図

月別変化

水面高月別変化
図

月別変化

年から多くの会員が北方遊水池に入るようにな

考察

り、植生観察・野鳥観察の傍ら貝化石を拾う会員が現れ

水面高について、ポイント

はほぼ安定し、ポイ

ント 、 ２は変動が大きい（振れ幅
について、概して

）
。

を超え、数値だ

けをみるとかなり汚濁となるが、水の実感は異な
る。８月と２月の上昇傾向は、水面低下（水量減
少）と相関があると思われる。
電気伝導度‥数値だけをみるとかなり汚濁となる
が、水の実感は異なる。
窒素（Ｎ）とリン（Ｐ）‥少なく良好で、湧水なみ。
溶存酸素、酸化還元電位‥水は、酸素がよく溶け
込んでいて酸化的。
（底質は別途検討が必要。
）
：かなりアルカリに傾く。土中の貝＝カルシウ

た。採集した貝化石は千葉県真間川改修事務所のプレハ
ブ小屋に置かれた。採集された貝化石の量は多く、バケ
ツ

杯以上あり状態も良好な資料が多かった。
池のプレハブ小屋に置かれた貝化石は啓発分科会の伊

藤朋子が整理をし、同分科会の那賀美奈子が貝の種類を
判別した。
これらの貝化石は潮間帯から

以内の深さの砂泥

底に棲むものが多く、縄文中期頃の北方遊水池は浅い海
だったことがわかった。
まだ種類を同定していない貝化石は数点ある。今後は
それらの貝の種類を明らかにし、さらに細かいデータを
取っていくつもりである。

ムの影響も考えられる。
全般的に、一般的な動植物の生息には良好とみて
良いのではないか。

北方遊水池の貝化石について
大柏川第１調節池の貝化石は工事の掘削の際に露出し
た。この貝化石は一般に約

年前の縄文中期頃のも

のと考えられている。
ハイガイの産出状況
年

月

日

那賀俊明撮影

野鳥観察会
貝化石は現在、約

種類まで確認している。貝の種

～

〈参考文献〉

類は以下の通りである。
和名

貝の種類
学名

サルボウガイ

斧足類（二枚貝）フネガイ科

ハイガイ（灰貝）

斧足類（二枚貝）フネガイ科

ナミマガシワガイ

斧足類（二枚貝）ナミマガシ

吉良哲明
『原色日本貝類図鑑』
保育社
『続原色日本貝類図鑑』
保育社
波部忠重
杉原荘介
『市川市の貝塚』
市川市教育委員会
『化石の知識』考古学シリーズ
東京美術
江坂輝彌
『貝と水の生物』野外観察図鑑
旺文社
旺文社編
『貝』エコロン自然シリーズ
保育社
波部忠重・小菅貞男
、渡部
による。
※学名は吉良

野鳥観察会

～

ワガイ科

野鳥観察会
イタボガキ

斧足類（二枚貝）イタボガキ科

マガキ

斧足類（二枚貝）イタボガキ科

鳥類リスト（別紙参照）から注目すべき

点を下記にて報告致します。
・希少種であるコアジサシの営巣
・カイツブリ、カルガモ、バン、コチドリ、ヒバリ、ツ

チョウセンハマグリ

斧足類（二枚貝）マルスダレ
ガイ科

オキシジミ

バメ、ハシブトガラスの営巣
・セッカ・カワセミが求愛行動

斧足類（二枚貝）マルスダレ
ガイ科

・春・秋季にシギ類が渡りの中継地として飛来
・秋季にノビタキが渡りの中継地として飛来
・イワツバメが飛来

カガミガイ

斧足類（二枚貝）マルスダレ
ガイ科

・コガモを中心としたカモ類・オオバン・タゲリ・ユ
リカモメ・タヒバリ・ツグミ・ホオジロ類の越冬地
・猛禽類の狩り場

アサリ

斧足類（二枚貝）マルスダレガイ科

シオフキガイ

斧足類（二枚貝）バカガイ科

オオノガイ

斧足類（二枚貝）オオノガイ科

ボッケ岬 コアジサシ作戦
遊水池内、半島部にコアジサシやコチドリが抱卵した
事を機に推進・実行した過程を下記にて報告致します。
・ボッケ岬コアジサシ作戦の提案書を会員に事前配布
回全体会

し第

月 で承認を得る。

・千葉県真間川改修事務所に賛同して頂いた。
ヘナタリ

腹足類（巻貝）ウミニナ科

ウミニナ（海蜷）

腹足類（巻貝）ウミニナ科

イボウミニナ

腹足類（巻貝）ウミニナ科

ツメタガイ

腹足類（巻貝）タマガイ科

アカニシ

腹足類（巻貝）アクキガイ科

月末、半島上面部の除草作業完了。

・

・砂利搬入１回目
を

・計

（１月末）
・２回目８ （ 月中）

日間で運搬及び整地が完了。（ 月

日）

・貝殻片撒き、除草作業（ 月末）
※ご協力して下さった皆様、ご賛同して下さった千葉
県真間川改修事務所様、どうもありがとうございました。
お陰様で初めて明確な目的を持った作業を行うことがで
きました。心から御礼申し上げます。

ヒメムシロ

腹足類（巻貝）ムシロガイ科

コロモガイ

腹足類（巻貝）コロモガイ科

ヤカドツノガイ

掘足類

一般公募 野鳥観察会 実施
年

ツノガイ科

月

日のいちかわ広報に野鳥観察会の案内

を出し一般参加者を公募した。開催日は定例野鳥観察会
と同日とした。

年

月

日、朝方に雨が小降り

になったので予定通り決行し。幸い集合時間には雨は上
がり順調なスタートを切りました。一般参加者
※その他に貝ではないが、カシパンウニの殻も見つかって
いる。

名、当

日欠席者は３名。公募に際し、ご協力して下さった緑の
推進課の皆様、どうもありがとうございました。

水辺プラザ整備登録申請書

Ⅳ

資料

水辺プラザ整備事業関連公文書

武蔵野線船橋法典駅から徒歩

水辺プラザ整備登録申請書
都河第

号

市治第

号

平成

年

月

水辺プラザ整備予定箇所へのアクセス性
将来は都営地下鉄
徒歩

分

号線 新宿鰊 仮称東菅野駅から

分
水辺プラザの概要
であり、市街地の中で貴

大柏川調節池は面積が

日

重な自然が残されている。

建設省河川局長 尾 田 栄 章 様

水辺プラザ整備予定箇所周辺の状況

千葉県知事沼田 沼田 武

大柏川調節池は、県道松戸原木線 市川松戸有料道路

市川市長 高橋 国雄
水辺プラザ整備計画の登録について 申請

から南西約

に位置し、周辺に市川市民プールがあ

り、土地区画整理事業も計画されるなど市街化が進展し
別添のとおりΓ大柏川水辺プラザ整備計画」を策定し
たので、登録を申請します。

水辺プラザ整備の必要性

千葉県

①地域と河川の地理的、歴史的、文化的関わり

市川市

桜並木の保存運動など地域との関わりが深い。

地域と河川の概要

②地域整備構想等との関連

地域の概要

調節池の整備については、市川市第三次

①都道府県名：千葉県
③人

口：

④面

積：

③整備の緊急性
人

この流域は浸水常習地帯であるので、これまで緊急的
に河道改修を行い、治水安全度の向上に努めてきたとこ

河川の概要

ろであり、下流の浸水被害の軽減を図るためにも早急に

①水系名：利根川水系（一級）

調節池の建設を完了させる予定である。

②河川名 ：大柏川調節池
③流域面積：

カ年計画に

位置付けられている。

②市区町村名：市川市

鯛節池は市街地にあり、自然に恵まれているので、整

㎡

備手法を多自然型を基本として人々の憩える貴重な空間

④実施中の河川事業：総合治水対策特定河川事業
床上浸水対策特別緊急事彙

として整備を行う。
水辺プラザ整備の基本方針

⑤河川の概要

拠点整備の基本方針

大柏川は真間川の左支川であり、真間川合流点から上
区間までの護岸が概成しており、今後は河床

掘削を行う予定である。
洪水を調節して下流の浸水被害を軽減するものであり、

調節池周辺に土地区画整理

事業が計画され、鉄道、主要道路に近接するので利便性
に富んでいる。
水辺整備の基本方針

大柏川調節池は、大柏川の中流部に位置し、大粕川の
昭和

分と利便性

に富むことが予定されている。

大柏川水辺プラザ整備計画（案）

流約

ており、都営地下鉄新宿線の駅からも徒歩

周辺が市街化され自然が残

された貴重なオープンスペースであるので、生物、植物
などの生態系に配慮 した多自然型として整備する。

年度から用地買収に着手し、現在堤体の地盤改

拠点整備と水辺整備を―体として実施する必要性

年度末の完成

利便性に竃み、自然が残された貴重なオープンスペー

良と越流堤の建設を行っており、平成
を予定している。

スであるので、多くの人が集い、自然と水と緑に憩い、

水辺プラザの必要性
水辺プラザ整借予定箇所の位置
千葉県市川市北方

丁目

「市川の自然と文化が息づくまちづくり」の一環として
整備を図る。

水辺プラザ整備事業関連公文書
施設整備計画
整備内容等
整備内容

規

模

事業主体

事業名

本

市川市

市単独

一式

市川市

市単独

休憩施設、芝生広場、ベンチ

真間川資料館

棟

市川市

市単独

総合治水の展示

駐

台

市川市

市単独

工事・用地買収を含む

箇所

市川市

市負担金

千葉県

総合治水

植樹
公園施設等
車

場

自然観察施設
小

概算事業費

備考

兼排水機場

計

多自然型護岸
生息施設

式

管理通路
小

計

合

計

千葉県

総合治水

生息箇所の確保、池

千葉県

総合治水

園路

箇所、中州

、外周

整備工程
整備内容

事業主体

植樹

市川市

公園施設等

市川市

真聞川資料館

市川市

駐

市川市

車

場

自然観察施設

市川市

区画整理の事業認可

市川市

多自然型護岸

千葉県

生息施設

千葉県

管理通路

千葉県

平成

年度

平成

年度

平成

年度

平成

年度

平成

年度

予定

水辺プラザの活用計画

指定通知

活用計画
想定利用人口：年間約

建設省河計発第

人

年

主たる活用用途：総合治水イベント 市川市民夏

平成

まつり等との共同 の開催、野鳥観察会、自然の

市川市長殿

日

建設省河川局長

動・植物観察会の開催

水辺プラザの指定について

方策

平成

県民だより、市川市による広報、総合治水週間で

日付け建設省河計発第

号で登録の

たします。

県と市で協定を締結

記

愛護・美化計画
河川の清掃、美化、観察を目的とした「真聞川を愛す
年

年 月

通知をしました真間川につきまして、下記の通り通知い

施設管理計画

る会」の結成、平成

月

号

月

日設立、会員数

名

市区町村からの要望に基づく事業実施要綱集に基づ
き、水辺プラザとして登録されておりました真間川につ
いては、事業の指定がなされましたので通知いたします。
本件についでのご質問、ご相談についでは、千葉県の
河川主管課にお願いいたします。

千葉県と市川市との覚書
事業主体
第

千葉県と市川市との覚書

条

水辺プラザ整備計画に基づく事業 以下Γ事業」と

いう。 は、甲と乙とが共同で行う事業とし、施工主体は整備
内容により甲乙協議のうえ、定めるものとする。 事業変更

覚書

第

河川管理者千葉県知事（以下「甲」という。 と市川市
長 以下「乙」という。 とは、平成

年

月

日付け

工事の費用及ぴ負担

号で事業の指定がなされた―級河川

建設省河計発第

第

財産の帰属及び管理

画の基本方針に従ぃ、本来の洪水調節機能を最大限に発

第

揮させながら水辺空間の安全かつ広汎な活用を図り、地

乙が管理するものとする。

辺プラザ整備計画という。 を実施するため、次のとお

乙は、乙が管理することとなる施設について別途河川法
第

り覚書を締結する。

条及び第

条に基づき河川管理者の許可を受けるもの

とし、河川管理施設以外のものは乙に帰属する。

総則
条 本覚書は、大柏川第

施設の引渡し

調節池を拠点とする水

第

辺プラザ整備計画に関する基本的な事項を定めるものと

条 甲は、前条で定める乙の管理に係る施設を整備した

場合は、工事完了後速やかに乙に引渡すものとする。
その他

する。

第

（基本本計画
第

条 本覚書に基づき整備された施設の管理は、別途管理

協定を締結し、河川管理施設については甲が、その他の施設は

域社会に寄与することを目的とした拠点整備 以下「水

第

条 工事の実施箇所及び費用負担については、各年度毎

に負担協定を締結するものとする。

調節池における水辺プラザ整備計

真間川水系大柏川第

条 事業内容に変更が生じた場合は、あらかじめ甲乙協

議するものとする。

条 基本計画は次のとおりとする。
整備箇所

大柏川第

各自

年度から平成

甲

年度までと

する。
整備概要

月

日

沼田

武

市川市八幡

丁目

号

番

千葉

光行

号

市川市

代表者市長

施設概要

番

河川管理者

千葉県知事
乙

整備内容

年

千葉市中央区市場町

整備概要 別紙のとおりとする。

通を作成し、甲乙押印のうえ

通を保有するものとする。

平成

平成

この覚書に定めのない事項または疑義を生じた事

この覚書締結の証として本書

調節池及び周辺とし、別添

図の範囲とする。
整備期間

条

項については、甲乙協議して定めるものとする。

規模

事業主体

備考

植樹

式

市川市

公園施設等

式

市川市

休憩施設、芝生広場、ベンチ

付図

大柏川水辺プラザ計画地の概況

真間川資料館

式

市川市

総合治水の展示

付図

水辺プラザ整備全体計画図

駐車場

式

市川市

工事

付図

大柏川水辺プラザ整備事業計画図

自然観察施設

式

市川市

付図

大柏川水辺プラザ完成予想パース

多自然型護岸

式

千葉県

付図

大柏川水辺プラザ整備事業計画断面

生息施設

式

千葉県

管理通路

式

千葉県

付図目次

図
生息箇所の確保、池

箇所、湿地

整備工程
整備内容

事業主体

植樹

市川市

公園施設等

市川市

真聞川資料館

市川市

駐 車

市川市

場

自然観察施設

市川市

区画整理の事業認可

市川市

多自然型護岸

千葉県

生息施設

千葉県

管理通路

千葉県

平成

年度

平成

年度

平成

年度

予定

平成

年度

平成

年度

川調節池の利用方法」 を踏まえて、会の目的を以

新しい組織体制

① 真間川流域の総合治水対策を広く市民に広報す
る。

新しい組織体制
北方遊水池の運営・維持管理については、市民参加による取
組みの歴史や、河川治水施設を自然環境復元・創造を行い、地
域性の強い新しい考えの「水と緑の公共施設」になることか
ら、この利用にあたっては行政、地域住民、学校関係、地域諸
団体、専門家さらには仲間によるパートナーシップが強く求め
られましょう。
従って、組織体制としては、関係機関と連絡を図る「地域連
絡会議」と、北方遊水池を実際に運営維持管理する「市民組織」
とが必要と考えます。
１）地域連絡会議

（例：「北方遊水池パートナーシッ

プ地域連絡会」）

北方遊水池運営維持管理をスムーズ

に行うには、以下のような理由で市川市が主催する「地
域連絡会議」が必要と考えます。
① 北方遊水池は治水施設であり、この利用にあたって
は行政との協議が基本となります。
② 河川治水施設を自然環境復元・創造し、都市の中で
自然環境（生物生態系）の変化が楽しめる新しい考えの
「水と緑の公共施設」とし、利用にあたっては市民や地
域住民の合意が求められます。
③ 地域性の強い公共施設であり、地域の多くの人々の
参加で運営・維持管理をすることが望ましいため、地域
住民との連絡を図ることにより、より多くの地域ボラ
ンティアを組織することができます。
④ 北方遊水池の野生生物の生息環境の確保、保全、改
善及び復元を図るためには、地域的な視点が大切であ
ります。従って、少なくとも大柏川流域の環境団体と
連絡を取りながらお互いに協働して取組むことも求め
られます。
⑤ 不法行為の発生や騒音問題などに備え、園内は勿論、
近隣住民に対する安全対策、防犯対策を、官民力をあわ
せ十分対処していくことが求められます。
役割
「市民組織」から、北方遊水池の年間事業計画や活動内
容の報告を受けて、審議し・オーソライズする機関で
あります。但し、年間事業計画を作成するにあたって、
新たに行政の了解が必要な事項については、事前に協
議調整を行っておくこととします。
構成メンバー
・千葉県（真間川改修事務所） ・市川市（関係部課）・
自治会（大柏川流域の自治会） ・学校関係・地域諸団
体（

下の通りとする。

、流域の環境団体） ・学識経験者

・新市民組織の代表、等
市民組織（例：
「北方遊水池の自然環境を育む市民の会」
）
（ ）会の目的
「大柏川調節池の基本となる考え方」 及び「大柏

本文書は、第４～７回運営検討分科会において原案が作成され、
月
日の第５回全体会の討議を経て決定された。

② 自然環境復元創造を行い、地域に根ざした動植
物を保全・育成する。
③ 子供も大人も自然体験を通して、動植物にふれ
あえる場を提供する。
④ 未来を担う子供達のための環境教育の場を提供
する。
⑤ 地域意識の繋がりや自然・文化を育む取組みを
する。
（ ）会の取り組む事業
① 真間川流域総合治水対策の広報事業
② 動植物の良好な生息環境保全・育成のための運
営・維持管理に関する事業
③ 子供も大人も自然体験できる場の整備事業
④ 環境教育の場の整備事業
⑤ 地域の伝承文化等の継承事業
⑥ 自然環境保全の意義と知識の普及啓蒙に関する
事業
⑦ ビジターセンターの運営・維持管理に関する
事業
（ ）組織構成
イ

意思決定部門：総会―理事会―各部会

ロ

監査部門 ：監事

ハ

業務執行部門：事務局・各部会

（ ）責任体制
理事長、副理事長、理事（業務担当責任者・
事務局長等）
（ ）業務内容
・総

務

：総務一般（含む人の手配・調整）、経

理・会計・渉外
・企画調整：事業計画その他の企画・立案・調整
・広報啓発：広報資料の作成配布、展示企画、外部
からの受入れ、

管理

・維持管理：北部・池内・外周の維持管理、作業指
導
・調査研究：生態系等調査、自然観察、環境教育
、等
注）以上の業務内容については、事務局と部会で
今後検討する。
（ ）組織構成図
（ ）その他
以上のほか、今後検討していく過程で、必要と思
われる事項について、適宜追加・修正をすること
とする。
大柏川調節池の基本となる考え方

本資料 組織

基本方針 参照

北方遊水池の会新規約案
附則

市民組織

注：この草案は、千葉県の

最高意志決定機関

総会

第１０条第１項第１号）に準じて作成している。
第１章

監事

法人の作成例ア（定款）
（法

総則

（名称）

理事会

第１条 この会は、北方遊水池の会という。

（事務所）

事務局

第２条 この会は、事務所を理事長宅に置く。
第２章

各部会

目的及び事業

（目的）
第３条

この会は、大柏川第一調節池の治水施設としての

役割を啓蒙すると共に、市民と行政とが協働して、かっての北
（ ）洪水被害を軽減します。
（ ）水と緑の財産を次世代に残します。
（ ）自然にふれる場所とし豊かな自然観を育みます。
（ ）気持ちよい安らぎの空間を提供します。

方の自然環境を復元し、自然とのふれあいの場を提供すると共
に、地域文化の発展に寄与する。また、自然環境・環境教育に
関する事業を通し、地域の教育・学習に寄与することを目的と
する。

（ ）地域意識のつながりや文化の継承に寄与します。
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。

（活動の種類）
第４条

この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる

種類の活動を行う。
① 真間川流域の総合治水対策を広く市民に広報し、水防意

（ ）地域に根ざした動植物を保護する場として利用
する。

識を高める活動
② 自然環境復元創造を行い、地域に根ざした動植物を保全・

（ ）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

育成する活動
③ 子供も大人も自然体験を通して、動植物にふれあえる自
然観察活動
④ 未来を担う子供達のための環境教育活動
⑤ 地域意識の繋がりや自然・文化を育む活動

チャールームとして利用する。

（事業の種類）
第５条 この会は、第３条の目的を達成するため、次の事業

北方遊水池の会新規約案

を行う。
① 真間川流域総合治水対策を広報し、水防意識の高揚に関
する事業

北方遊水池の会規約（草案）
本会は、北方遊水池が真間川流域総合治水対策の一環として
の調節池であることを啓蒙すると共に、地域に生息する動植物

② 野生生物の良好な生息環境保全・育成のための運営・維
持管理に関する事業

並びに自然環境の保全に努め、市民に環境学習の場を提供し、

③ 自然観察等をはじめとする環境教育に関する事業

地域住民と共に、地域文化の発展に寄与する。会員は、この理

④ 地域の伝統文化等の継承に関する事業

念の実現に善良な市民として誠心誠意努める。

⑤ 自然環境保全の意義と知識の普及啓蒙に関する事業

目次

⑥ 動植物についての調査及び研究に関する事業

第１章 総則

⑦ その他の関連する事業

第２章 目的及び事業
第３章

第３章 会員

会員

（種別）

第４章 役員

第６条

第５章 総会

この会の会員は、この会の目的に賛同して入会した

個人とする。

第６章 理事会

（入会）

第７章 部会

第７条

第８章 資産及び会計
第９章 規約の変更、解散及び合併

２

会員の入会については、特に条件を定めない。

会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める

第１０章 事務局

入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正

第１１章 雑則

当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
３

理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やか

に、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
この草案は

年

月

日運営検討分科会で承認された。

ならない。

（入会金及び会費）
第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を
納入しなければならない。
（会員の資格の喪失）
第９条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、そ

て、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
（任期等） 第１６条

役員の任期は、１年とする。ただ

し、再任を妨げない。
２

前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていな

い場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期
を伸長する。

の資格を喪失する。
（１）退会届の提出をしたとき。
（２）本人が死亡したとき。
（３）継続して、１年以上会費を滞納したとき。
（４）除名されたとき。

３

補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、

それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
４

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任

するまでは、その職務を行わなければならない。
（欠員補充）

（退会）
第１０条

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提

出して、任意に退会することができる。

第１７条

理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超

える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければなら
ない。

（除名）
第１１条

（解任）

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

総会の議決により、これを除名することができる。この場合、

第１８条

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、

その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなら

総会の議決により、これを解任することができる。この場合、

ない。

その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなら

（１）法令又はこの会の規約及び規則に違反したとき。
（２）この会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為

（１）心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認め
られるとき。

をしたとき。
（拠出金品の不返還）
第１２条

ない。

既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行
為があったとき。

は、返還しない。
第５章
第４章

（種別及び定数）
第１３条

この会に、次の役員を置く。

１

理事

＊人

２

監事

＊人

第１９条

（選任等）
理事及び監事は、総会において選任する。

（構成）
第２０条
（権能）

（２）解散
（３）合併

４ 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。
（職務）
第１５条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。

総会は、以下の事項について議決する。

（１）規約の変更

３

なることができない。

総会は、会員をもって構成する。

第２１条

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
法第２０条各号注 のいずれかに該当する者は、役員に

この会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種と

する。

２ 理事のうち１人を理事長、＊人を副理事長とする。
第１４条

総会

（種別）

役員

（４）事業計画及び収支予算並びにその変更
（５）事業報告及び収支決算
（６）役員の選任又は解任、職務及び報酬
（７）入会金及び会費の額

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又

（８）借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期

は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に

借入金を除く。第４９条において同じ。）その他新たな義務の

よって、その職務を代行する。

負担及び権利の放棄

３ 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の
議決に基づき、この会の業務を執行する。

（９）事務局の組織及び運営
（１０）その他運営に関する重要事項
（開催）

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。
（１）理事の業務執行の状況を監査すること。

第２２条

（２）この会の財産の状況を監査すること。

２

（３）前２号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産
に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実
があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
（４）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を
招集すること。
（５）理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況につい

通常総会は、毎事業年度１回開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（１）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
（２）会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を
記載した書面をもって招集の請求があったとき。
（３）第１５条第４項第４号の規定により、監事から招集が
あったとき。
（招集）

北方遊水池の会新規約案
第２３条

総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長

２

理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請

求があったときは、その日から１４日以内に臨時総会を招集し

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催

（１）理事長が必要と認めたとき。
（２）現理事総数の○分の○以上から会議の目的である事項
を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

なければならない。
３

第３１条
する。

が招集する。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審

議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも７日前

（３）第１５条第４項第５号の規定により、監事から招集の
請求があったとき。
（招集）

までに通知しなければならない。

第３２条

（議長）
第２４条

総会の議長は、その総会において、出席した会員

２

理事会は、理事長が招集する。

理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求が

の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまで

あったときは、その日から

の仮議長は、副理事長がこれにあたる。

ばならない。

（定足数）
第２５条

３

総会は、会員の総数の２分の１以上の出席がなけ

れば開会することができない。
（議決） 第２６条
２

前までに通知しなければならない。
（議長）
第３３条

総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席し

た会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
（表決権等）
第２７条
２

各会員の表決権は、平等なるものとする。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び

審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも７日

総会における議決事項は、第２４条

第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（議決）
第３４条

理事会における議決事項は、第３２条第３項の規

定によってあらかじめ通知した事項とする。
２

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あ

（表決権等）

らかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他

第３５条

の正会員を代理人として表決を委任することができる。

２

３

前項の規定により表決した会員は、前２条、次条第１

項及び第５０条の適用については、総会に出席したものとみ
なす。
４

する場合においては、その会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
（議事録）
第２８条

ができる。

（１）開催の日時及び場所
（２）会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者が
ある場合にあっては、その数を付記すること。
（３）審議事項

前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項

の適用については、理事会に出席したものとみなす。
４

理事会の議決について、この会と理事との関係につき議

決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

総会の議事については、次の各号に掲げる事項を

記載した議事録を作成しなければならない。

各理事の表決権は、平等なるものとする。

やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、

あらかじめ通知された事項について書面をもって表決すること
３

総会の議決について、この会と会員との関係につき議決

日以内に理事会を招集しなけれ

（議事録）
第３６条

理事会の議事については、次の各号に掲げる事項

を記載した議事録を作成しなければならない。
（１）開催の日時及び場所
（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっ
ては、その旨を付記すること。）

（４）議事の経過の概要及び議決の結果

（３）審議事項

（５）議事録署名人の選任に関する事項

（４）議事の経過の概要及び議決の結果

２

議事録には、議長及びその会議において選任された議事

録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。

（５）議事録署名人の選任に関する事項
２

議事録には、議長及びその会議において選任された議事

録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。
第６章

理事会

（構成）

第７章

第２９条

理事会は、理事をもって構成する。

（権能）
第３０

第３７条

部会

２

会は事業目的別に部会を設ける。

部会の組織・業務分担は、別に定める。

理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の

各号に掲げる事項を議決する。
（１）総会に付議すべき事項
（２）総会の議決した事項の執行に関する事項
（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
（開催）

第８章

資産及び会計

（資産の構成）
第３８条

この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって

構成する。
（１）設立当初の財産目録に記載された資産

るときは、総会の議決を経なければならない。

（２）入会金及び会費
（３）寄付金品
（４ 財産から生じる収入

第９章

（５）事業に伴う収入

（規約の変更）
第５０条

（６）その他の収入
この会の資産は、これを分けて非営利活動に係

ない。
（解散）

る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の２種と

第５１条 この会は、次の各号に掲げる事由により解散する。

する。

（１）総会の決議

（資産の管理）
第４０条

この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、

総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この会の会計は、法第２７条各号注 に掲げる原

則に従って行わなければならない。

（３）会員の欠亡
（５）破産
２

（清算人の選任）

この会の会計は、これを分けて非営利活動に係

る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の２種と

第５２条

（事業計画及び収支予算）
この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎

事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければなら

第５３条

うち、国又は地方自治体に譲渡するものとする。
（合併）
第５４条

（暫定予算）
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが
できる。
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみ
なす。
（予備費の設定及び使用）
第４５条

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中

に予備費を設けることができる。
２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければな
らない。
（予算の追加及び更正）
第４６条

この会が解散（合併又は破産による解散を除く。）

したときに残存する財産は、法１１条第３項注 に掲げる者の

ない。
第４４条

この会が解散したときは、理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

する。
第４３条

前項第１号の事由によりこの会が解散するときは、会員

総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。

（会計の区分）
第４２条

（２）目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
（４）合併

（会計の原則）
第４１条

この規約を変更しようとするときは、総会に出席

した会員の４分の３以上の多数による議決を経なければなら

（資産の区分）
第３９条

規約の変更、解散及び合併

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、

この会が合併しようとするときは、総会において

会員総数の４分の３以上の議決を経なければならない。
第１０章

事務局

（事務局の設置等）
第５５条

この会に、この会の事務を処理するため、事務局

を置く。
２

事務局には、事務局長その他の職員を置く。

３

事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。

４

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決

を経て、理事長が別に定める。
第１１章

雑則

第５６条

この規約の施行について必要な細則は、理事会の

議決を経て、理事長がこれを定める。

総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることがで
きる。
（事業報告及び決算）
第４７条

この会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び

収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や
かに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な
ければならない。
２ 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す
ものとし、構成員に分配してはならない。

この規約は、この会の成立の日平成１８年＊＊月＊＊日

から施行する。
２

こ の 会 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、第 １ ４ 条 第 １ 項 及

び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 に 掲 げ る 者 と す る 。
理事長
＊＊
副理事長

＊＊

理

＊＊

事

＊＊
…

この会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌
監

年３月３１日に終わる。
（臨機の措置）
第４９条

則

１

同

（事業年度）
第４８条

附

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れ

その他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとす

＊＊
事

＊＊

…
３ この会の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規
定にかかわらず、この会が成立した日から平成１９年３月３１
日までとする。

運営に関する役割分担
４

この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第４３条

項に規定する更生保護法人

の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものと
する。
５

運営に関する役割分担

この会の設立当初の事業年度は、第４８条の規定にかか

わらず、成立の日から平成１９年３月３１日までとする。
６

この会の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額と

する。
（１）

入会金

（２）

会

費

＊＊
年額

水防小屋２階の運用管理は北方遊水池の会とする。

円

＊＊

【池内】

円

（ ）水管理：北方遊水池の会とする。

注 第二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の
役員になることができない。
成年被後見人又は被保佐人

二

破産者で復権を得ないもの

三

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はそ

の執行を受けることがなくなった

日から二年を経過しな

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律の規定（同法第三十一条第七項の規定を除く。）に
違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）
第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二
百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処
罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したこと
により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその
執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五

暴力団の構成員等

六

第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定

非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消され
た日から二年を経過しない者
注 第二十七条
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほ
か、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
一

削除

二

会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する

こと。
財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づ

いて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示し
たものとすること。
四

採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年

度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
注 第十一条
３

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき

者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動
法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなけれ
ばならない。
一

国又は地方公共団体

二

民法第三十四条の規定により設立された法人

三

私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に

規定する学校法人
四

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条

に規定する社会福祉法人
五

し、棚池側１ｍは北方遊水池の会とする。詳細は、別紙「Ｈ１
械を使用する整備作業は県及び市川市とする。大型機械を使用

い者

三

（ ）通路：原則として園路巾４ｍの内、中心部２ｍは市川市と
８年度除草区分」による。ただし、園路や棚池の整備に大型機

一

四

年度運営・維持作業の役割分担
【北部広場】

更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六

する場合の時期や回数あるいは乗り入れ方法や刈り方について
は、会と協議する。なお、刈った草等の処分は市川市とする。
（ ）湿地：法面下の一部湿地および棚池内は北方遊水池の会と
する。法面の草刈りなどに大型機械を使用する場合は、機械の
搬出入箇所を法面下湿地の保全に支障のない場所にする。法面
下湿地の草刈りなどには、大型機械を使用しない。なお、刈っ
た草等の処分は市川市とする。
（ ）案内・利用指導：基本的には北方遊水池の会とするが、自
治体等による視察の場合は協働または市川市とする。
【共通管理】
（ ）安全管理：今後、県及び市川市と調整する。
（ ）ゴミ対策：日常的なゴミ拾い及びイベントとしてのゴミ拾
いは北方遊水池の会とし、ゴミ処分や冠水後のゴミ処分は県及
び市川市とする。
（ ）調査と計画：北方遊水池の会として行うが、市川市との協
働での取組みも行う。
（ ）イベント：北方遊水池の会として行うが、市川市との協働
での取組みも行う。
アンケートの結果と見解（報告）
運営・維持作業の範囲確定にあたって、新市民組織が開園後
年位責任を持って行える作業範囲を策定し、市との役割分担
について話し合いの資料とするために、運営検討分科会員によ
るアンケート調査を行った。
運営検討分科会

名中

名のアンケート結果で調査基礎

数は少ないが、一応の傾向はうかがえるので、以下まとめとし
討議資料とする。
まとめに当たって、会が責任を持つ作業―「会責」、市と会
が協力して行う作業―「協働」、市が責任を持って行う作業―
「市責」と標記する。

また、見解をまとめる前提条件として、

「協働」は会の力量が高まれば「会責」になる可能性があるの
で、アンケート表で「会責

協働の人数が

人以上」の作業

項目によっておおよその傾向が得られるものとして分析を行っ
た。

アンケート結果表
）北部広場について
（注）票数の欄
項目
植木等
ビジターセンター

その他の施設

会が責任を持つ
：市と会が責任
：市が責任
欄の は多数（
以上）であることを示す
内容
樹木の剪定など
草刈り
清掃
ビジターセンター、園利用の予約調節
園内案内、利用者への助言や補助
展示の企画と実施
建物や設備のメンテナンス
出入り口の管理
外トイレなどの清掃
駐車場の管理
草原広場の管理
外灯、ベンチ、案内板などの補修
掲示板の管理
水防倉庫の管理

）池内について
項目
水管理
通路

湿地

水田

観察施設
案内・利用指導

内容
水路・畦の管理
水位の状況把握と調整
通路の草刈り掃
通路の補修
小通路（観察路）の整備
草刈り機等器具の日常的な手入れ
草刈り機その他器具の手配準備（鎌、ハサミ）
湿地の草刈り
池内の草刈り
池の干し上げとトラクターがけ（根切りと天地返し）
池の再整備（小型ユンボ使用）
池の再整備（スコップや鍬の人力）
小型ユンボやトラクターの日常的な手入れ
ユンボ、トラクター、スコップ、鎌、鍬等の手配・準備
用水排水の管理
除草、施肥（堆肥作りを含む）
稲の生育の把握と対処（病気や食害など）
耕耘機、脱穀機等の日常的な手入れ
耕耘機、脱穀機等の手配・準備
観察壁の手入れ
巡回（パトロールと兼ねて）

外周堤防
項目
植木等
施設

内容
樹木の剪定など
草刈り
出入り口の管理
掲示板の管理
外周堤防、外周柵、管理用通路の保全、補修
外周堤防法面の管理

）共通管理
項目
安全管理

ゴミ対策

調査と計画

イベント

内容
パトロール
利用者への伝達、指導
車止めの管理などの車両規制
放送
日常的なゴミ拾い
イベントとしてのゴミ拾い
収集したゴミの処理（廃棄する草木を含む）
冠水後のゴミ拾いや復旧
自然環境調査
北部広場・外周堤防の管理計画
（植栽計画、病害虫対策など）の策定）
池内の管理計画（植生、水など）の策定
移入種の管理（外来種、在来種）
池堀や苗木植栽などの作業体験の企画
作業体験の指導
自然観察会など自然体験の企画
自然体験の指導
稲作などの農業体験の企画
農業体験の指導
研修会（会内、会外）の企画
研修会（会内、会外）の指導

： 欄と

欄の和

ビジターセンター案の経緯
１）北部広場
項目内容の内
項目中

人以上の項目は、
（ ）樹木等は

項目（ ）ビジターセンターは

（ ）その他の施設は

項目中

項目中

ビジターセンター案の経緯

項目、

項目のみである。

ビジターセンターの現計画案に至るまでの経緯

現

【見解】

計画案に至るまでは、三つの節目があります。一つは第

・すでに使用している水防倉庫は会責とする。

一次案作成まで、二つは市の予算に基づいた市案（コン

・ビジターセンターの維持管理については、来年一年か

サルタント作成）提示まで、三つは第二次案作成と市と

けて討論を深めることとする。

の予算調整協議までです。
１）各人のイメージ発表とビジターセンター基本設計

２）池内
項目内容の内、

人以上の項目は、
（ ）水管理は

項目中全部（ ）通路は
項目中４項目、
（ ）水田は

項目中３項目、
（ ）湿地は
項目中３項目、
（ ）観察施

項目中全部（ ）案内・利用指導は

設は

項目中全部

である。

第一次案作成
年

月～

◆

年

月

◆

年

月

◆

年

月 勉強会及び各人イメー

ジ発表
日

運営検討分科会と合同会議

日

ビジターセンターの基本方針

の検討

【見解】
・通路や池の再整備等大型機械を使っての整備は「市責」

木造造りで、仕上げは自然素材の原風景復元にふさわ

で行い、水管理、通路、湿地、観察施設の整備や案内・

しい佇まい。開放感のある居住性と交流体験の場である

利用指導については、当面「協働」で行う。

こと。施設規模

・水田耕作を会責で行う事になった場合は、全ての作業

意すべき等を確認
月

日

ビジターセンター第一次案を

検討

３）外周堤防
項目内容の内、
項目中

年

◆

項目を行うこととする。

人程度。雨天時の利用方法に特に留

人以上の項目は、
（ ）樹木等は

項目（ ）施設は

項目中

項目である。

【施設規模（木造三階建て、延べ床面積

㎡・

坪、身障者エレベータ付）
】
１階：多目的大型共用室（展示、イベント会場、レク

【見解】
・当面会責では行わない。

チャー、会議室等兼用）
、事務室、視聴覚室、トイレ、シャ

４）共通管理

ワー室、ロッカー室、厨房

項目内容の内、
は

人以上の項目は、
（ ）安全管理

項目中１項目、
（ ）ゴミ対策は

調査と計画は

項目中３項目、
（ ）

項目中３項目、
（ ）イベントは

項目中

チャー、学習、工作工芸等）、講師控室、観察ベランダ、
トイレ
３階：図書室、資料室

全部である。

市の予算と規模のギャップ問

題が浮上

【見解】
・安全管理では、

２階：多目的共用室（個室利用が可能、会議、レク

人以上は「利用者への伝達・指導」

のみであり、今後、市と調整することとする。
・ゴミ対策では、日常やイベントとしてのゴミ拾いは会

２）市の予算に基づく市案（コンサルタント作成）の
提示
◆

年

月

日施設規模と市の予算とのギャッ

責とするが、収集したゴミ処理や冠水後のゴミ拾いや復

プ問題について討論。市側に予算根拠となる資料の提出

旧は、市責とする。

要求

・調査と計画・イベントでは、力量に応じて会責で行う
が、人材育成を通して会責での取組みを多くして行くこ
ととする。

◆

年

月

日

市から市案（コンサルタント作

成）を提示されて検討する。
【施設規模（平屋建て、延べ床面積

㎡・

坪）
】

万円）に合わせた設計案で、規模

市の当初予算（

が小さく施設機能上問題があり、施設検討分科会で検討
この文書は
である。

年

月

日の全体会で配布討議されたもの

し直す方針を確認する。
３）ビジターセンター基本設計第二次案作成と市との
予算調整協議
◆

年

月

日

日

位置問題があるが、ビジターセンター基本設計第二次
月

日全体会

ビジターセンター基本設計第二次案の設計図一式を張

㎡・

り出し、中間報告をする

坪、身障者エレベータ付）
】

年

■

予算を考慮しながら、基本的な機能を盛り込む。
月

年

■

【施設規模（木造二階建て、延べ床面積

年

月

案を次回全体会に中間報告することを決定

ビジターセンター基本設計第二次案の検討討議

■

年

◆

月

日全体会

役員会より市川市の予算処置として以下の報告を得

日全体会

る。

市よりビジターセンターの位置変更の提案が出され

年度は、ビジターセンター及び北部広場の

①平成

設計を予算計上する。ビジターセンターの構造・規模の

る。

設定はビジターセンター基本設計第二次案にそって積算
する

年度は、ビジターセンター及び北部広

②平成

場の整備工事を予算計上する

③市川市としては、平成

年春の開園を考えている
年

■

月

日全体会

ビジターセンターの配置については、今まで通りの位
◆

年

月

置とする

日

運営検討分科会と主として運用面についての合同会議

北方遊水池の運営に関する市川市

を行う。
①機能として来園者、地域住民、運営スタッフの重点
の置き方

②レクチャールームの具体的利用方法

イレの利用と維持管理や防犯面の疑問
⑤夜間の管理の問題

③ト

④保健室の必要

⑥将来的な分散型施設の充実の

次回の全体会に会員の意見を聞くために、これまでの
月

日全体会ビジターセンターの検討に

ついて、①ビジターセンター基本設計第一次案（
度作成）→②市案（コンサルタント作成、

年

年度作成）

→③ビジターセンター基本設計第二次案（現在案）の図
面を公表、ここまでの経過と計画内容を説明報告する。
意見としては、トイレの仕様につての質疑が行われた。
◆

年

月

日

北部広場整備を含むビジターセンターの概略資金計画
について検討。二次案の規模設定ならば、市の予算に沿
う見通しが立つことを確認
■

年

月

日市との調整協議

北部広場の整備を含むビジターセンターの概略資金計
画を提示し説明する。予算と規模の整合について妥当性
があることを確認（市はこの第二次案をベースに平成
年度の実施設計予算に反映）

会議名 北方遊水池に関する市川市との協議
開催場所 中央公民館 会議室
年

開 催 日

経過を含めて説明することを決定
年

会議記録簿
作 成 者 大河内（市川市による記録修正済み）

見通し等活発な意見交換がなされた。

■

との協議記録

開催時間

：

～

月

日 火

：

出席者（敬称略）
市川市 緑の推進課 ：高山、小泉
公園緑地課 ：西山、矢島、関、広瀬
北方遊水池の会・役員：川野、横山（哲）
運営検討分科会・作業部会：酒井、森角、横山（孝）、
大河内

以上

名

冒頭、川野会長から大柏川調節池（以下、北方遊水池
という）の県から市への移管後の運営等について、いろ
いろお話を伺える機会を設けていただいたことへの感謝
と、今回は第一回であるので、現状での大筋の考え方な
どについて、意見交換をし、詳細については、今後、作
業部会などを通して進めたいとの挨拶があり、議事に
入った。
議 事

北方遊水池の運営に関する市川市との協議記録
１． 運営検討分科会・作業部会の役割について
作業部会・酒井氏から作業部会の役割等について、
下記の通り市に対して説明を行った。運営検討分科会
は、平成

年度の北方遊水池の開園に合わせ、運営・維

していく必要がある。
ロ 役割
①地域連絡会議は、市民組織からの年間事業計画や活
動内容の報告を受け、審議願う。
回位を考えている。

持管理ついて検討を進めているが、その１つとして現在

②会議は年

の「北方遊水池の会」の発展的解消と、それに代わる市

③市民組織の年間事業計画の作成に際し、事前に行政

民組織をどのように立ち上げるか、また市民ができる運

側と協議・調整して行きたい。

営・維持作業の範囲はどうか等、同分科会の中に作業部

ハ 構成メンバー

会を設け検討している。このほど、作業部会は「新しい

行政（県・市）、大柏川流域の自治会、環境諸団体、学

組織体制」の骨子を取りまとめ分科会の議を経て、役員
会の承認も得たので、市に説明しご検討をお願いすると

識経験者、市民組織代表，等を考えている。
（２） 市民組織

ともに、県から市への移管後の運営等について現段階で

現在の「北方遊水池の会」の発展的解消後の市民組織

の市の意向などをお聞かせいただきたい。なお、分科会

については、ワークショップ等で検討した「大柏川調節

として、利用者規定、維持・管理作業の範囲及び人員態

池の基本となる考え方」
「大柏川調節池の利用方法」を踏

勢などが本年度の検討課題となっている旨、併せ説明が

えて、①目的、②取り組む事業、③組織構成、④責任体

あった。

制、⑤業務内容、⑥組織図について、その骨子を纏め上

２． 新しい組織体制について
作業部会・森角氏から、新しい組織体制について、下
記の通り資料をもとに市に対して説明を行った。特に、

げたものである。今後はこれをベースに市民組織の規約
をも検討する予定である旨、併せ説明があった。
最後に、特に、
「地域連絡会議」について、是非、市と

「地域連絡会議」について、行政側のご協力が是非必要な

してご検討をお願いしたい。また、
「市民組織」について

ので、ご検討よろしくお願いしたい旨、併せ説明があっ

も市側から何らかのアドバイスをいただければありがた

た。即ち、北方遊水池の運営・維持管理については、市

い旨、述べられた。

民参加によるこれまでの取り組みの歴史や、治水施設の

＜市側からの発言＞

自然環境の復元を行なって、地域に根ざした「水と緑の

これに対し、市側から「地域連絡会議」について、主

公共施設」とし、かつ、その利用にあたっては、行政、

旨は判った、今後、市として検討する。また、
「市民組

地域住民、学校、地域諸団体等、多くの方々の協力が求

織」については、市として、云々する立場にはない。と

められている。そのため、組織体としては「地域連絡会

の発言があった。

議」と、実際に運営・維持管理をする「市民組織」が必

３． 検討項目の説明について
作業部会・酒井氏からこれまで市側とお話してきた

要と考えている。
（１） 地域連絡会議
イ

必要性

遊水池の運営・維持管理をスムーズ

に行なうには、次のような理由で市川市が主催する地域
連絡会議が必要と考えている。
①遊水池は、治水施設なので、行政との協議が基本と
なる。
②自然環境が楽しめる「水と緑の公共施設」として、
利用にあたり地域住民の合意が求められる。
③地域性の強い公共施設なので、運営・維持管理につ
いて地域住民の参加が望まれる。
④野生生物の生息環境の確保、保全、改善、復元を図
るためには、地域的視点が必要なので、大柏川流域の環
境団体との協働が必要である。
⑤遊水池の安全対策、防犯対策を官民力合わせて対処

中で、１８年

月に県から市に移管されるとのことです

が、移管後の維持・管理作業について、市の考え方、方
針等を教えていただきたい旨、述べられた。
また、横山（哲）役員から、手元に配布の打ち合わせ
リストは、
「今後これらの事が考えられる」ものとしてリ
スト・アップしたものであるので、その点お含みいただ
き、話を伺いしたい旨、あわせ説明があった。
作業部会・酒井氏ほかより、現在、北方遊水地の会で
検討を行っている項目について、市に対して説明を資料
を基に説明を行った。これに対し、市側から次の通り、
現在の状況の説明があった。
（１） 県から市への移管の時期
・

年

月に県から市に遊水池が移管されることに

なっており、現在、県と移管について協議が行なわれて

いる。

以上のやり取りの後、次回の作業部会と市との打ち合

（２） 移管後の市の所管

わせ時に、各項目についての詳細説明を北方遊水池の会

・市への移管後は、維持管理業務は「公園緑地課」で

から市に対して行うこととなった。

実施する。但し、その後も一部、緑の推進課も担当する

４． 遊水地の現地説明会

予定である。

当方から、池の現況（危険個所もある）について現地

・それまでは、
「緑の推進課」が窓口となる。

でみていただき、また説明させていただきたい旨の申入

（３）都市公園条例の適用

れに対し、
ア 公園緑地課としても、予算の策定や現場作業の検

・都市公園条例の適用の公園として管理する予定で

討のため見たいと思っていたので、是非一緒に見学し、

ある。
・都市公園条例適用の公園となると、誰でも自由に、

皆様のこれまでの経験からの話も聞きたい、との発言が
あり、早い機会に実施することとなった。

いつでも遊水池に出入りできる。

イ 緑の推進課からも、一緒に参加する旨の発言が

・遊水池としての目的と、
「水と緑の公共施設」という
のは判るが、条例に定められた以上の制限をすることは

あった。
５． 今後の進め方について

できない。

ア 市の窓口は、緑の推進課があたる。

・条例に定められた以上の制限はできないが、
「立ち入

イ 作業部会に関する事項についての市との窓口は、

り禁止」等の注意看板を立てる位しか方法はないのでは

作業部会があたる。

ないか。これは他の公園でも例はある。

ウ 現地説明会についての窓口は、作業部会があたる。

（４） 指定管理者制度の採用

・ 逐次打合せをするのではなく、会として課題がま

・採用するかどうか、現時点では決定していない。

とまった段階で申入れられるよう、市から要請があった。

（５）補助金などについて

最後に、会長から、本日は有意義なお話いただきあり

・市民団体が、草刈りや清掃などした場合、申請によ

がとうございました。今後も月

り市から一定基準で補助金が出る。
・補助金の算定は、公園の面積に、平方メートル当り

回位の割合でこの会合

を持っていただきたい旨、感謝と要望の挨拶があった。

の補助基準を乗じて算出されるが、市としての予算が決
まっており、結局、予算の範囲での補助となる。

北部広場の基本設計

・一方、この補助金の支給は、市民団体に対して出す
ものであり、市民組織に行政会員がメンバーとして入る

北部広場基本設計

と、補助の対象にはならない。

１．計画の前提条件 「大柏川調節池の基本となる考

・従って、１８年

月以降も現行どおり行政会員も

え方」及び「大柏川調節池の利用方法」を踏まえて、

入った組織で行くのか、
（現在、行政の協力により、会

年

月の全体会で決定された「北方遊水池植栽基本計

議資料の作成、コピー、会議室、送料、その他の諸費用、

画」を基本に計画を進める。

事務処理は市川市）、完全に独立した市民組織としてゆ

北部広場に直接関係する部分は下記の通りである。

くのか、北方遊水池の会で考えをまとめる必要がある。

北方遊水池植栽基本設計

すなわち、草刈り・清掃などの補助金や、１％補助還付
金を得ることのできる「新しい市民組織」としてスター

３．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は以

トすれば、行政サイドは完全にこの組織に対し、タッチ
することはないし、できない。
（６）池の維持管理
・市では、公園の維持作業の一つとして、年

回、業

者を入れて草刈りをしている。
・従って、部分的に「ここはよい、ここは刈らないで
くれ」と言われても、それに対応することはできない。
・刈った草は廃棄処分としている。

北方遊水池の会では
年 月に施設検討分科会から「大柏
「外周堤防基本設計」 、
「北部広
川調節池植栽基本計画」 、
場基本設計」 が全体会に提案された。その後会員からの意見
をもとに修正検討が進められ、翌
年 月、 月にそれぞ
れ 、 が全体会で承認された。しかし、 については 月
に緑の推進課よりビジターセンターの西南側への位置変更案が
提出されたため検討が停止された。その後
年に入って変
の本資料が 月
日の全体会で決定さ
更案が撤回されて
れた。
この文書は
年度報告書の
に掲載されている。

北部広場の基本設計
下のことに注意して計画する。

草地広場＝原っぱ広場の機能としては集合・レク

当調節池の自然環境創造・復元の中心となる湿地には、

チャー・イベント・遊び等多機能広場になり、子供達が

水辺はもとより植樹地・草地をも含めた生活圏を持つ生

安心して「野の遊び」ができるように野草による「草っ

物（昆虫や両生類等）が以外に多い。

ぱら」を復元する。ビジターセンター前庭は北部外周堤

従って、生物の多様性豊かな自然環境を創造・復元す
るにあたっては、低地部の湿地や水辺林を中心にすえな

防法面と連続性を持たせた草地とする。
・原っぱ広場は基本的には造成後の自然植生のままに、

がら、北部広場・外周堤防部・排水機場敷地の植樹地や

年数回の草刈管理でよいと思われるが、場合によっては

外周堤防・棚池法面の草地と一体的に関連づけて計画す

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

ることが大切である。

を行う。

１）植樹地づくり計画

２．設計の基本的考え方

植栽計画については基本姿勢を踏まえて、できるだけ

北部広場は「北方遊水池」の玄関である。

鳥類や昆虫類等の棲み処となり、かつ、四季の移ろいを

来園者には大柏川を渡ったメインの入口から、ビジ

感ずることができるよう、多様な樹種を使って病虫害に

ターセンターを樹林越しに眺めながら「遊水池」に近づ

も強く、維持管理にも手のかからない植樹地づくりを計

くにつれて期待感が高まるような場とするため、前項の

画する。
（別添植栽ゾーニング図―参照） なお、地域の

「計画の前提条件」を踏まえて、設計の基本的考え方は以

自生種を使うことを原則とすることから、木本・草本の
選定に当たっては、市川自然博物館「市川の植物」を参
考にする。

①北部広場は自然環境創造復元を行っている「北方遊
水池」の玄関になるので、施設関係はできるだけ「自然

（ ）北部広場
大柏川調節池の北側に位置する約

下の通りとする。

素材」を使用する。
の平地であ

②植栽は「計画の前提条件」を基本にする。なお、広

る。ここは北の入口にあたりビジターセンターも設置さ

場用地の仮植えの樹木約

れるで、北方遊水池の顔となる部分です。

に使用する。

・入口部分は、常緑広葉樹の景観樹 を中心とした修
景植栽を行う。
・住宅のある北側及び駐車場周りは、常緑・落葉広葉
樹による目隠し植栽をする。
・ビジターセンター周りは、ビジターセンターを屋敷
に見立てて、屋敷林風な植栽を行う。
・草地広場周りには、緑陰のための落葉広葉樹による
独立木の植栽をする。

本は主として目隠し植栽等

③自然環境を通した地域交流、自然文化の啓発、環境
教育等の場として、草原広場と一体的に利用できるビジ
ターセンターを遊水池全体が見渡せる位置に配置する。
３．設計説明
施設配置と設計計画
①造成計画
北部広場全体で土量バランスすることを基本にして、
少し変化を持たせた計画する。

メイン入口の

２）草地づくり

景観樹による修景植栽の部分及び北側道路沿い（土量が

草地づくりは、主として北部広場の草地広場と外周堤

あれば）は、約

ｍの盛土をする。

防部法面及び棚池湿地法面である。計画的に草地づくり

草原広場の周囲は現地盤とし、雨水排水のため若干中

を行うのは、北部広場の草地広場、ビジターセンター前

央に向かって高くする。駐車場は周囲からできるだけ遮

庭部分と北部外周堤防法面である。その他の法面は草土

断するために、東側の水路に雨水排水ができる限度まで

手として草刈管理をしながら自然植生に任せることと

低くする。

する。
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

東側の現況水路は深い水路になっているので、西側を
緩勾配の法面にして水路に近づけるようにする。
②道路計画
北側道路の北部広場側に歩道を設ける。管理用道路は
北部外周堤防の管理用道路からビジターセンターの北側

街の中で緑の目印（ランドマーク）になったり、周囲の植栽景
観をより引き立てるような樹種をいう。樹形的にも良く、樹高
以上に生育する樹種を使用する。

を迂回させて半島部分の管理用道路に導き、草原広場の
南側から大柏川沿いの管理用道路に接続する。ビジター

センターへ向かう園路はメイン入口ルート及び駐車場
ルートとし、ビジターセンター前庭には堤防沿いに園路
を設ける。

ビジターセンター

階ベランダを計画する。

⑧植栽計画
「北方遊水池植栽基本計画」を基本とする。なお、北部

管理用道路は外周堤防と同様土系舗装とし、園路は砂
締め舗装とする。

広場に仮植えされている樹木については選別してできる
だけ利用する。

③入口と駐輪場及び駐車場

メイン入口の修景植栽は常緑広葉樹を中心とした景観

入口は入口広場のメイン入口（健常者、身障者用）
、大
柏川沿いの管理用道路から草原広場南からの入口（健常

樹を植栽する。
プレハブ小屋の大柏川側、北部広場北側、駐車場周り、

者、管理車用）
、ビジターセンター東入口（身障者用・管

水路の東側は常緑広葉樹・落葉広葉樹の中高木や低木に

理車用・イベント材料搬入用）及び駐車場入口（健常者、

よる目隠し植栽をする。なお、仮植えのマテバシイは目

身障者用）とする。駐輪場は大柏川沿いとし、駐車場は

隠し植栽に利用する。

入口を北側道路からとし、北部広場の東北部に配置する。
舗装については駐輪場は土系舗装とし、駐車場（

台）

は砂利突固めとする。

草原広場は明るい広場にするために、緑陰樹は落葉広
葉樹を植栽する。
ビジターセンター周りは大町方面の屋敷林を参考に、

④ビジターセンター

常緑広葉樹・落葉広葉樹の中高木や低木による植栽を

ビジターセンターは日常的な維持管理、非常時の調整

する。

池監視及び利用者の利便性等を考慮し、遊水池全体を見
渡せる東南部に配置する。なお、西側に草原広場を設け

その他の植栽地については落葉広葉樹の中高木や低木
を適宜植栽する。

てビジターセンターと一体的な利用ができるよう計画

野鳥観察場も法面肩には混ぜ垣を植栽する。

する。

なお、土質の状況によっては肥料木の植栽も検討する。

ビジターセンターは復元された自然環境にふさわしい
佇まいとし、自然の中で人々が交流し、ゆったりとして

⑨水路とビオトープ池

自然とふれあいながら、自然体験ができる場所とする。

東側の現況水路は、主としてミニ自然園からの湧水の

具体的には別途検討する。

流れで、水生生物の場になっている。従って、ビジター

⑤草原広場とビジターセンター前庭

センターの合併浄化槽の排水や雨水排水によるミニビオ

草原広場は集合場・野外レクチャー・野外イベント・

トープ池と関連付けて一体的利用を考える。

野遊び等多機能広場になり、ビジターセンターと一体的

東側の水路は長さ約

ｍで雑排水の流入もないので、

利用を考える。また、子供たちも安心して「野の遊び」

小魚や水生生物の場づくりとして利用する。現在は深い

ができるよう「草っぱら」にする。ビジターセンター前

開水路になっているので、西側を勾配の緩やかな草土手

庭は堤防法面と一体的に利用し、昔の大柏川のような草

として、人が近づけるよう計画する。なお、ビジターセ

土手づくりをする。

ンターの合併浄化槽の排水や雨水排水を利用してミニビ

具体的には、草原広場は整地後の自然植生のまま年数

オトープ池をつくり小川と一体的に利用する。

回の刈る込み管理とするが、場合によっては種子吹き付
け等も検討する。

北部広場の植栽

草土手づくりは苗圃計画と合わせて別途検討する。
⑥プレハブ小屋と苗圃

北部広場の植栽について

プレハブ小屋は当分利用できるのでそのまま活かして

前提条件

利用する。
補足植樹や草地づくりのために、草地広場の南に苗圃
を整備する。
⑦野鳥観察場
野鳥観察場としては、横越流堤下の湿原観察場として
草原広場の南側に、遊水池全体を見渡せる観察場として、

年

月

日の全体会で決定された「北部広場基

本設計」のなかの「設計の基本的な考え方」⑧にあるよ
うに「北方遊水池植栽基本計画」を基本とする。なお、
北部広場に仮植えされている樹木については選別してで
この資料は「北部広場基本設計」のなかの「植栽計画」を補足す
るものである。

北部広場の植栽
きるだけ利用する

落葉広葉樹による明るい雰囲気をもった植栽とする。

・メイン入口の修景植栽は常緑広葉樹を中心とした景

防災倉庫の東側にあるソメイヨシノ

本は草地広場の

緑陰樹として使用する。

観樹を植栽する。
・プレハブ小屋の大柏川側、北部広場北側、駐車場周
り、水路の東側は常緑広葉樹・落葉広葉樹の中高木や低
木による目隠し植栽をする。なお、仮植えのマテバシイ

中高木：サクラ類、コブシ、エゴノキ
Ｅ―ビジターセンターを屋敷に見立て、屋敷林風な植
栽をする。
仮植えされているクロマツ

は目隠し植栽に利用する。
・草原広場は明るい広場にするために、緑陰樹は落葉

本はセンター入口付近に

修景的に植栽する。
中高木：シラカシ、スダジイ、シロダモ、ヤブニッケ

広葉樹を植栽する。
・ビジターセンター周りは大町方面の屋敷林を参考

イ、カラタチ、モチノキ、ケヤキ、ムクノキ、シデ類、イ

に、常緑広葉樹・落葉広葉樹の中高木や低木による植栽

ロハカエデ、ヤマザクラ、クリ、クヌギサンショウ、ウ

をする。

メ、カシワ、カキノキ、ムクロジ

・その他の植栽については落葉広葉樹の中高木や低木

低木 ：ヤブツバキ、ムラサキシキブ、マユミ、ヤマ
ブキ、ナンテン、ヤマハギ、ナワシログミ、ウコギ、ニ

を適宜植栽する。

シキギ、ヤマツツジ、

・野鳥観察場の法面肩には混ぜ垣を植栽する。
なお、土質の状況によっては肥料木の植栽も検討する。

Ｆ―駐車場南側の植栽地

上記の前提条件を踏まえて、「北方遊水池の会

落葉広葉樹を中心とした雑木林風に植栽する。なお、

（平成

）年度報告書」Ｐ

栽基本計画―

及びＰ

の北方遊水池植

植栽樹木の選定樹種一覧及び

「市川

の植物」樹種総覧を参考に、植栽ゾーニング別の植栽は
以下の通りとする。

駐車場南にマテバシイ（仮植え）で目隠し植栽をする
中高木：クヌギ、コナラ、ムクノキ、エゴノキ、エノ
キ、アカシデ、クリ、ヤマボウシ
低木 ：ムラサキシキブ、ガマズミ、クロモジ、ダン

Ａ―大柏川沿いの並木

コウバイ、ニシキギ、ヤマハギ、ハナイカダ、ニワトコ、

並木はソメイヨシノとする。植栽帯は低木を使用し、

ヤマツツジ

あまり刈り込みをせず自然風に植栽する。
中高木：ソメイヨシノ
低木：ヤマブキ、ウツギ、モミジイチゴ、ムラサキシ
キブ、ヤマハギ、ヤマツツジ
Ｂ―入口の修景植栽
入口はポイントなので、樹高、樹形を考慮した景観樹
を使用し、造園的な修景植栽に努める
中高木：クスノキ、アカガシ、スダジイ、アカシデ、エ
ノキ、マテバシイ（仮植え）
低木 ：アオキ、ヒサカキ、ヤブツバキ、ガマズミ、ニ
シキギ、

Ｇ―野鳥観察場の植栽
大柏川側の入口と東側端しにポイントとして樹高があ
り樹形のよい高木を植栽する。なお、野鳥観察場には堤
防法面肩に刈り込みの効く樹木を使用し、高さ

ｃｍ

の混ぜ垣を植栽する。
混ぜ垣：シラカシ、ヤブツバキ、ヒサカキ、トベラ、ヒ
イラギ、ニシキギ、ヤマツツジ
中高木：クスノキ、イロハカエデ、ネムノキ
低木 ：ヤマハギ、マルバハギ、ミヤギノハギ、ウツ
ギ、タラノキ、マユミ、クマノミズキ
なお、北部広場基本設計（案）は完成形をイメージし

Ｃ―目隠し植栽

た図面であるので、初期植栽については植樹密度を多く

仮植えしてあるマテバシイを整枝して植栽すると共

したい。特に、Ｆゾーンの雑木林風植栽（図面では粗に

に、常緑・落葉広葉樹にて変化を持たせた植栽をする。

なっているが）については、園路の草原広場側も含めて

なお、各入口にはアクセントとして樹高があり樹形のよ

植栽密度を上げるものとする。

い高木を使用する。
中高木：シラカシ、アラカシ、スダジイ、クヌギ、シ
デ類、ヤマザクラ、エゴノキ
低木 ：ヤブツバキ、ネズミモチ
Ｄ―草原広場の緑陰樹

北部広場実施設計についての要望
事項

北方遊水池堤防に木を植えよう

北部広場実施設計に当たっての要望事項
１）大柏川の橋南側に歩道がないので、橋南側に歩道

植樹の目的
第一次補足植栽として、外周堤防上で一番広い東側の
植栽地にクヌギ、コナラ、エノキ等落葉広葉樹を植栽し、

橋を設置する。
２）造成計画では広場内での土量バランスを考えてい
たが、県協議の結果、客土はもちろん修景用の盛土は外
部からでも良いとの了解が得られた。北部広場は地下水
位が高く、良好な植樹を行うためにも「別添図－１」の
ような造成を行う。なお、ビジターセンターの宅盤高は

ミニ自然園と北方遊水池を樹林地で繋ぐことにより、昆
虫類、野鳥、両生類などより多くの生物生息の場所造り
をするとともに、ふるさとに少しでも樹林地を増やすこ
とを目的とする。
なお、今後の第二次補足植栽は苗木が確保できた時点
で、植栽場所及び植栽方法について検討するものとする。

南側の堤防高より低くしない。
３）地区内の排水については、
「別添図―２」のように

総合的学習の内容
植樹の実施に当たっては、近隣の小学校に総合的学習

処理する。
４）草原広場の早期草原化を計るために、外部から畑
土（黒ぼく）を搬入し、表土として利用する。なお、早
期草原化に向けて実施設計の中で技術方法についての意

の一環として取組みをお願いする。総合的学習の内容と
して、下記のような資料を整える
① 真間川総合治水事業における北方遊水池の役割
② 北方遊水池の自然環境復元・創造の内容と取組みの

見交換をしたい。
５）園路や駐車場は身障者に配慮し、土系舗装とする。
６）プレハブ小屋に水道、電灯、トイレ及び雨水槽を

歴史
③ 「木を植える」ことの大切さと意義について
④ 植樹の形態資料と誘導生物について

設置する。
７）植栽については、
「北方遊水池植栽基本計画」及び
「北部広場基本設計

植樹について

⑧植栽計画」に基づいて、樹種や

規模は「別添図－３」及び別添資料「北部広場の植栽に

実施計画
１）植える位置
北方遊水池外周堤防の東側、堤防上で一番広い所でミ
ニ自然園と接して場所とする

ついて」のような植栽とする。
８）将来の補足植栽のために、苗圃を北側道路北の空
地（県所有）に計画したいので、県に対し土地使用の仲
介をお願いしたい。９）東側水路の流入水について、市
民プールからの排水の流入状況資料を提供されたい。
）外周柵について外周堤防と同一デザインで設置
し、洪水時には北部広場は立ち入り禁止（県決定）とす
ることから、入口広場の門は修景を考えて、
「別添図―

２）樹種
苗圃に植えられている３年物の苗木
クヌギ２８本、コナラ１０本、エノキ６本、ヤマグワ
６本、シデ類

本、アカメガシワ

本

３）植栽方法
小学校の総合的学習の一環として「ふるさとの樹林地
づくり」として取り組むこととし、植樹の段取りは北方
遊水池の会が行う。

４」のように敷戸方式とする。
）自然環境関係のビジターセンターなので、できる
だけ環境に配慮した設計とする。・排水は合併浄化槽と
し、中水道として使用すると共に、池に排水し市民に啓
蒙する。・エネルギーに風力の利用を図り、モニュメン

４）時期
平成１８年２月下旬
５）準備スケジュール
・１月

日（日） 午前

時～午後

時

下草刈りー先ず、低木植栽ヶ所周辺の下草刈り（カマ

トとしても利用する。

により実施）を行い、その後、草刈機により植栽地の下
草刈りを行う。

施設検討分科会、

年

月

日資料

この資料は

年

月の全体会で決定されたものである。

ゾーニング
・ 月

日（日）
、

日（土）、

日（日）

植樹箇所を耕耘し、堆肥により土壌改良をして植樹の

する。・法面下湿地の広い部分は、開水路と浅い
池をもつて水誘導する。
透水菅に誘導された水は、敷設されているエンピ

準備をする
・ 月下旬―植樹

管により棚池に導水する。

６）準備器材・支柱竹―マダケ
・麻縄―

本分

・堆肥―

袋

本

湿 地 環 境 は 開 水 路 部 、湿 地 部 お よ び 浅 い 池 部
以下 とする。

７）費用
堆肥代―

袋×

＝

円

ゾーニング
北方遊水池の目的別ゾーニングについて

湧水 絞り水 処理計画 案
大柏川調整池法面下部の湧水 絞り水 処理計画
案
大柏川調節池の堤防法面は、東北部角から東側および
南東部角にかけて法面下部からの湧水 絞り水 によつ
て湿地 一部水溜り 状鵬になつている。
真間川河川改修事務所では、堤防法面の保全面から上
の砕石を敷き透水菅を敷設して湧

水壁沿いに幅約

水処理を行つている。しかし、必ずしも透水菅ヘの水誘
導がうまくいっておらず、今後の堤防法面の保全面から
速やかに法面下部の湧水処理が求められている。
一方、北方遊水池の会としては、堤防法面下部の湧水を
棚池の水利用の方策の一つとして提案している。
年度報告書、

、
「北方遊水池植栽計画」参照

目的

目 的
北方遊水地はかつて北方にあった自然環境を復元し、
復元した自然環境が市民への憩いの場、あるいはさまざ
まな活用の場となるよう創造していくことが、会の目指
す遊水地のあり方と考えられる。
自然環境の復元と人間の活用の場の両立とは、動植物
の利用と人間の利用と、相反する利用を両立させると言
うこととなり、池の中を人間が自由に利用することでは、
生態系の復元は困難となる。
設計計画にこのような利用方法を含んだ場合であれ
ば、人間と動物の利用範囲を区別できるような計画で施
工することは出来るが、竣工している現在の池の場合は、
その条件と状況から動物と人間の最適と思われるエリア
分けにより可能な限りの生態系の復元と人間の利用を両
立、また効率的な維持管理計画を作成することを目的に
ゾーニングの検討を行った。

堤防法面下部の地下水を抜くことにより、堤防法

２．池の条件と状況

面の保全を図る。

北方遊水地は自然環境の復元をコンセプトに設計され

棚池ヘの水を確保する。

た池ではないが、大きくは立入が禁止される下池部分と

堤防法面下部の湿地環境を改良することにより、

一般の人が通るの外周部の、人が少ないところと多いと

よリ多くの生物の場を確保する。

ころの２つに分けられる。

基本的な考え方
現在の湧水処理施設 透水菅等 は継続利用する。
速やかに法面地下水を処理するため、法面下部に

下池部分は現在水鳥が多数飛来し、営巣や猛禽類の食
餌行動、各種の湿性植物の繁茂や多数の両生類、昆虫が
確認され徐々に生態系の復元を見せている。
現在は立入を制限されているため、比較的動物には好

開水路を設ける。

条件となっているが、一般開放した場合には人間による

法面下部の開水路から導水管へ水誘導は、水勾配

干渉圧が動物の生息に大きな影響をもたらすため、上記

が取りにくいので開水路および浅い池をもって計

にあるように人が多い所と少ない所と

画する。

条件を利用し、外周部は主に人間が利用し、内部は動物

・法面下湿地の狭い部分は、開水路のみで水誘導

が利用するという基本的な大別をし、その中間は内部の

つに分けられた

動物への人間の干渉圧を緩衝する地帯として各池の整備
方針を検討した。
年

月全体会で承認

３．ゾーニング概要
ゾーニング概要表に各池の整備方針を記した。また、各池の利用方法を検討し、整備方法や維持管理の計画を検討
した。
・自然環境活用ゾーン
外周に位置する池は人が利用しやすいような整備を行い、維持管理も水面に近づきやすく除草を行うなどの管理方
法とし、人間の利用に十分な活用ゾーンとして整備する。外周から

段目の池は植物の観察を目的に適した環境整備

し、通路は最低限人が通れる広さとして除草を行うなどの管理を行う。
・生息環境整備ゾーン
段目の池については内側の池を遮蔽するような池として粗放的な管理により草を繁茂させ人間が内側の池に入る
ことを抑制するように整備する。 段目から下池にかけてはかつて広がっていた水田地帯としての自然環境を復元す
るように見通しよく除草を行うが、人間の立入を制限する池とする。
・生息環境保護ゾーン
立入が禁止されている下池部については、現在生息環境が復元しつつあり、すでに保護する必要が考えられるため
保護ゾーンとする
図表

ゾーニング概要

注：施設分科会の棚池の記号付けではこの資料とは逆に北側（図の上側）から①が始まるようになっている。
４．ゾーニング概要図
池のゾーニング概要を図表

に示し、ゾーニングの概要説明を図

に示す。

５．池のカルテ（仮称）
ゾーニングによりエリア分けしたそれぞれの池に、観察記録や維持管理実績など詳細な情報を記入する池毎のカル
テ（仮称）を作成し、運用することにより池の経過状況を把握していくものとする。

ゾーニング
図表

ゾーニング概要説明

図表 （續）

図表

ビジターセンター基本設計（

年

月）

ゾーニング

図表

ビジターセンター基本設計

市の平屋平面図を基礎にしたもの（

年

月）

図表

図表

北部広場基本設計

北部広場植栽ゾーニング

ゾーニング
図表

湧水処理（北東角）

図表

湧水処理（南東角）

あとがき
北方遊水池の会としての最後の年報をお届けします。会員が期待していた時期よりずっと遅れてしまったことをま
ずお詫びしなければなりません。また全体のページ数制限から提供されました原稿のうちかなりのものを割愛しまし
たことをお許し願います。
この

（平成

）年度報告書は

年

月から

た全体会、役員会の記録にありますように本会は

年
年

月末までの活動を記録したものであります。掲載し

月をもって行政と市民との協働の会を終了しました。し

たがってこの年報は市川市北方遊水池の会としての最後の活動記録となり、

年

月以降

年

月までの記録

の印刷はいまのところ予定されておりません。
年報編集委員としましてはこれから生まれるであろう北方遊水池の活動に関係する新しい組織がこれまでの協同体
「北方遊水池の会」の豊富な活動経験の積み重ねを活用されて「

世紀の貴重な財産」である北方遊水池が市川市民

そして千葉県民に親しまれることを心から願うものであります。
＆

（黒）
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