資料

植生誘導管理ることを提案する。
棚池利用について
一番上段の棚池は、子供たちに開放するとなって

北方遊水池の自然

いるが、あまりに大きすぎて利用し難いので、池
の自然観察や遊びのために、所々に八つ橋を掛け

自然環境復元協会の指摘事項

るぺきだろう。それにしても、このような広い遊
年

月

日

水池の維持管理は大変ですね」とのことであった。

月の全体会で報告された上記団体の視察が予定通り
月

日に行われました。標記の団体の前身である「自

然環境復元研究会」は

市川市への質問

敢年前「真間川の桜並木を守

る市民の会」の要請で、当時の遊水池の現状を視察しな

北方遊水池に関する市川市への質問・要望事項

がら故石井信義先生も出席して中央公民館で懇談会が行
われました。
当該団体は

平成
年前に全国組織の

村俊彦アドバイザーは顧問）され、前述のような経過を

市川市水と緑の部

踏まえて、ほぼ完成した遊水池の現状を視察したいとの

公園緑地課長 小林正志様

要請を受け、理事長以下
角以下

日

北方遊水池に関する

当日は、梅雨明けで暑い日ではあったが、風もあり湿
度も低く視察日よりになった。午後

市川市への質問・要望事項について

時からは、懇談会
北方遊水池の会

後の市民の活動経過や行政との協働の取組みを説明した

会長

後、意見交換をしながら現場を視察していただき、防災
小屋二階で若干の意見をいただいた。指摘の内容は以下
のとおりです。

川野勝義

大柏川第一調節池は、機能面での最も大きな目標とし
て、流域における洪水時の被害を最小限に防ぐための治
水効果を主目的とした河川施設です。

棚池の水深について
水深の設計について聞かれ、
「棚池一番上は
、下池は

、

」と答えたが、ヨシや

この施設を「自然とふれあい、人々が憩える水と緑の
年（平成

公園に」との市民の要望を受けて、

年）

以上は必要であ

千葉県と市川市連名による「水辺のプラザ整備事業ー川

では特にヨシやガマの駆除管理が

の水辺をきれいにし、人々が集まり憩える場所を造る事

ガマは浅いと繁茂するので
る。水深

月

名で来園し、遊水池の会は森

名で封応した。

その他は

年

として結成（中

重要である。
カダヤシについて
ブラツクパスと同様、特定外来種生物に指定され

業」の指定がされました。
これを受けて、

年（平成

年）市民参加による

「大柏川第一調節池ワークシヨツプ」、

たので、対応を考えるぺきである。胎生繁殖なの

年）整備検討委員会、

で、ニホンメダカやモロコ等卵で繋殖する魚より

市民の団体「北方遊水池の会」が組織され検討を続けて

は当然強い繁殖カを持っている。コイを入れると

きましたが、来年春ようやく完成の運びとなりました。

減少するが、コイは雑食なので水生昆虫等なんで

この間、県、市と計画段階から話し合い、開園後の運

も食ぺるので間題があると思う。会として統一見

営管理について検討する、市民参加より一歩進んだ市民

解を作るぺきである。

参画として行政と市民との協働で進めてまいりました。

植生について

年（平成

年（平成
年）からは行政と

これは市川市にとって、市民と行政との協働の先駆的

全体的にヨシやガマ等だけになり、植生が単調に

な事例となっており、全国からもその協働が注目され、

なりやすい。そこで、どこか池を決めて、出現し

さらなる発展が期待されています。

ためずらしい植物や市川の潜在植生（湿地等）を

市川市への質問
以上の経緯をふまえて、この施設をかつての大柏川流

都市公園の指定について

域の自然環境復元・創造をしながら「水と緑の公共施設」

指定についての市の考え方、今後のスケジ

として育ててゆくことになります。

ュールについてお知らせください。

従って、今後は大柏川流域の「水と緑」の拠点とし
て、どのように自然環境復元・創造してゆくのかという
池全体の運営管理と維持管理について、また市民と行政
の協働をどのように進めて行くかが問われることになり

ビジターセンターの運営についてどのように考え
ていますか。
人員配置、組繚体制について
市の管理規定について
北方遊水池の会では利用者規定を決めました。

ます。
日をもって、会は解散しますが、開園後

これには運営面での安全、防犯などを含んでいま

を見据えて検討を続けて来たその積み重ね（実績）を尊

せん。この上位規定に当たる行政面の問題を扱う

重していただき、新しい組織に引きつがれて行くことを

市の管理規定を決める必要があると考えます。

前提として、会の質問・要望等をまとめました。今後の

庁内検討の内容はどのようなものですか。

市の考え方や対応を説明していただきたく要請いたし

防犯対策・安全対策を含めたその具体策はあ

よす。

りますか。

来年

月

利用者規定について

質問および要望事項
【 】

県と市の管理協定について（

年

運営

検討分科会質問文書 資料 ）

全体会決定

ます。
【 】 池の運営維持管理、組織について

てください。
締結されていればその協定文書を開示してくだ
さい。

順応的管理について
自然観察公園として、自然環境復元・創造をし

【 】 市民と行政の役割分担について

てゆくために、維持管理手法として順応的管理が

市民と行政の役割分担についてどのように考えて
年

運営検討分科会質問文書

資料 ）
具体的な業務内容、人員配置（市職員の配置、常
駐者）、市民スタッフの受け入れについてもその
考えを示してください。
（

年

／

「運営

に関する基本計画」全体会決定 資料 ）
「運営・維持作業アンケート結果と見解」について
年

どのように考えていますか。
（

全体

会報告 資料 ）

保全してゆくための維持管理手法です。即ち、数
年置きに生物のモニタリングをしながら、調査結
果を分析検討し、維持管理を見直してゆく。この
繰り返しで生物多様性豊かな地域（場）を育てて
ゆく手法です。
市川市は北方遊水池についてどのような維持管
理を考えていますか。
北方遊水池は今後の維持管理手法が重要であり
ます。従って、自然観察公園として育成・保全し
ださい。

今後の池の運営管理にあたる組織体制として「地
域連絡会議」と「市民組織」が必要と考え、その
立ち上げを決定しました。
「地域連絡会議」につ
いては、その設置を要望しておりますが、行政の
考え方を示してください。さらにその実現に向け
てご検討をお願いします。
（

求められます。順応的管理とは自然環境を復元・

てゆくためには、順応的管理手法を取り入れてく

【 】 池全体の運営管理、組織体制について

決定 資料 ）

年

資料 ）を実現していただきたく要望いたし

その進行状況（問題点・時期の見通し等）を伝え

いますか。
（

利用者規定（

年

全体会

市民の環境教育のためにも、順応的管理を行な
うためにも、専門の学芸員の配置を検討してくだ
さい。
市民組織と市の協定等について
市民組織に対する対応についてどう考えてい
ますか。
市民組織に対する「市民参加による公園等の
管理作業に関する要綱」の適用を考えていま

すか。

開園を控えて地元地域自治会への説明が必要と考

業務委託やその条件についてどう考えていま

えますが、どのように考えますか。

すか。

コアジサシ作戦、地下水位測定の継続をお願いし

指定管理者制度について

ます。

指定管理者制度について、どのように考えて

子供たちの環境教育や自然遊び等のために、棚池

いますか。

等の一部改良（八橋や補足植栽等）についてどう

導入についてはこれを考えていますか。

考えていますか。

【 】 ビジターセンター、北部広場について

棚池の各段と各棚池呼称を統一してください。
「北方遊水池の会」の中で棚池呼称の不統一が

ビジターセンターの具体的な竣工日、開園日程に

見られ、今後の広報宣伝に向けて不具合が起きる

ついて

ので、行政で分かり易い棚池の統一呼称を決めて

実施設計図の公開と詳細な説明について

ください。

基本設計の主旨と整合しているか確認するた

大柏川第一調飾池の貯水容量の公表をお願いし

めに、ビジターセンター実施設計図全部の公

ます。

開と詳細な説明をしてください。
北部広場の最終植栽計画の説明について
基本設計の主旨とあっているか確認したいの

越流堤天端での貯水量（
現時点での最大貯水量（
流堤天端

＋

＋
十

）
越

）

での貯水量（外周管理用道路天端－

で、北部広場の最終植栽計画の詳細な説明を
）

してください。
設計管理者との意見交換の場を設定してくださ

市が用意された草刈り用具の処理方法をご連絡下

い。

さい。
すでに植栽には基本設計の主旨と違う点が見

公園緑地課：リヤカー（ ）

受けられるので、
「北方遊水池の会」で決定さ

緑の推進課：鍬（ ）
、鋤（ ）
、一輪車（ ）
、手

れた主旨の確認を図るために、ビジターセン

鎌

ターおよび北部広場の設計管理者との意見交
換の場を設けてください。
【 】 備品について
ビジターセンター備品をどのように考えますか。
以下の点についてご検討ください。
展示晶：写真、パネル、模型、標本、資料、
モニター、パソコン、展示用ケース、展示用
収蔵庫
講義・講演会用：プロジェクター、マイク、ホ
ワイトボード
実験・観察用：書籍、顕微鏡、双眼鏡、スコー
プ、三脚、ガスコンロ（工芸用）、工作用具、
虫眼鏡、ピンセット
展示や、パンフレットなどに使用できる写真や、
パネルなどが提供できますので、活用して下さい。
また、資料作成に当っても、協力いたします。
【 】その他

、たち鎌（ ）
、砥石（ ）
、竹箒（ ）

市川市への質問

資料

資料

資料

市川市への質問

資料

資料

資料

市川市への質問

資料

今後ですが、県の担当者及び市の関係部署にお顧いを

資料

年

して、平成

月までには管理協定を締結できるよ

う、働きかける考えです。

「利用者規定」は本資料編に掲載してある。

【 】市民と行政の役割分担について
市民と行政の役割分担についてどのように考えて

市川市の回答

いますか。
質問および要望事項についての市川市の回答
－

市川 第

年

（

号

運営検討分科会質問文書 資料

）
平成

年

月

日

市川市長 千葉 光行

（回答）
池の維持管理作業につきましては、今後の財政事
情を考慮しますと、行政と市民が協働で行ってい

北方遊水池の会

くことが必要と考えます。行政では中々手が回ら

会長 川野 勝義 様

ない業務や行政が行うより市民組織が行うほうが

北方遊水池に関する質間及び要望事項について（回答）
新春の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し
上げます。
さて、平成

望ましい業務などを洗い出し、業務ごとに市と市
民組織で協定を結ぶことを考えています。
具体的な業務内容、人員配置（市職員の配置、常

年

月

日付けにて、貴会から提

出されました質間及び要望事項については、別紙のとお
り回答いたします。

駐者）、市民スタッフの受け入れについてもその
考えを示してください。
年

（

「運営に関する基本計画」全体会

決定 資料 ）

質問および要望事項について（回答）

（回答）
市直営と業務委託、一部住民参加にて維持管理
作業を実施したいと考えています。新規作業とし
平成

年

月

日

て、棚池内のガマ刈り作業の実施を、又、

年度

に実施しております、外周路・内周路脇などの草
【 】県と市の管理協定について（

年

運営検

討分科会質問文書 資料 ）

刈り回数の増加や堤体法面等の清掃回数の増加を
考えています。人員配置については、業務委託の
名、市現業職員

名の計

名の

その進行状況（間題点・時期の見通し等）を伝え

中で常駐管理者

てください。

配置を考えています。市民スタッフについては、

締結されていればその文書を開示してください。

市民参加による公固等の管理作業に関する要綱で

（回答）
県より提示された管理協定書（案）について、県と市川
市で協議を行いました。市川市が指摘した事項のうち、
県が変更に応じたものについて、県が管理協定書（案）
を修正し、市川市が確認すること‘となっていましたが、
その後、修正した管理協定書（案）の提示がありません
でしたので、県の担当者に確認したところ、文案はでき
ているが管理協定書（案）に添付する図面ができあがっ
ていないとのことでした。図面ができあがっていないの
は、北方遊水池の中にあった市道と県が新たに整備した
道路との交換の手続きが終了していないことが原因との
回答でした。

の対応を考えています。
「運営・維持作業アンケート結果と見解」について
どのように考えていますか。
（

年

／

全体会報告 資料 ）

（回答）
【 】の

でも回答しましたが、池の維持管理作業

につきましては、今後の財政事情を考慮しますと、
行政と市民が協働で行っていくことが必要と考え
ています。
【 】池全体の運営管理、組織体制について
今後の池の運営管理にあたる組織体制として「地

市川市の回答
域連絡会議」と「市民組織」が必要と考え、その

時間及び閉園時間を設け、大雨時等には立ち入り

立ち上げを決定しました。
「地域連絡会議」につ

の制限をする必要があります。

いては、その設置を要望しておりますが、行政の

これらを鑑み、関係機開（警察署・消防署等）や関

考え方を示してください。さらにその実現に向け

係各課（防犯対策課等）との協力を求めて、市の

てご検討をお願いします。
（

年

全体会

決定 資料 ）

条例等も考慮して、管理規程の素案づくりを行っ
ております。具体策につきましては、ビジターセ

（回答）

ンターに常駐する職員が定期的に巡回することや

ご要望のような「地域連絡会議」は、現時点では

閉園時間等を呼びかけること、大雨時に入園して

考えておりません。ただし、開園後は様々な利用

いる利用者に対して、退去するよう呼かかけるこ

を希望される方が出てくることが想定されますの

となどの対応を考えています。

で、将来的には利用の諭整を図ることが必要にな

利用者規定について

るだろうと考えています。また、池全体の維持管
理作業については、
「北方遊水池の会」で提案して
いただいた、膨大な成果・資料を参考にさせてい

利用者規定（

年

全体会決定

資料

）を実現していただきたく要望いたします。
（回答）

ただきます。

市としましては、北方遊水池の会の皆様で作成さ

都市公園の指定についての市の考え方、今後のス

れた利用者規定も参考にし、都市公園法及び市川

ケジュールについてお知らせください。

市都市公園条例等との整合も図りながら利用者規

（回答）

定を定める予定です。

公園及び緑地を管理するうえで、設置管理につい
ては、都市公園法及び市川市都市公園条例に基づ
いて行うことを考えております。今後ですが、市
が管理を担う部分を都市公園法に基づく都市緑地
と

して、開園に合わせて公告する予定です。

【 】池の運営維持管理、組織について
順応的管理について
自然観察公園として、自然環境復元・創造をし
てゆくために、維持管理手法として順応的管理が

ビジターセンターの運営についてどのように考え

求められます。順応的管理とは自然環境を復元・

ていますか。

保全してゆくための維持管理手法です。即ち、数

（人員配置、組織体制について）

年置きに生物のモニタリングをしながら、調査結

（回答）

果を分析検討し、維持管理を見直してゆく。この
年度は、
「開園、市民開放」ということを

平成

踏まえまして、ビジターセンター及び北部広場の
維持管理作業については、常駐管理者
業職員

名、合計

名と市現

名での運営を考えています。

繰り返しで生物多様性豊かな地域（場）を育てて
ゆく手法です。
市川市は北方遊水池についてどのような維持管理
を考えていますか。

市の管理規定について

北方遊水池は今後の維持管理手法が重要でありま

北方遊水池の会では利用者規定を決めました。こ

す。従って、自然観察公園として育成・保全して

れには運営面での安全、防犯などを含んでいませ

ゆくためには、順応的管理手法を取り入れてくだ

ん。この上位規定に当たる行政面の間題を扱う市

さい。

の管理規定を決める必要があると考えます。

（回答）

庁内検討の内容はどのようなものですか。

市川市自然環境保全再生指針に沿う維持管理を考

防犯対策・安全対策を含めたその具体策はあ

えています。

りますか。

市民の環境教育のためにも、順応的管理を行な

（回答）
当該緑地は、大柏川第一調飾池という河川施設の
中に整備されますので、他の公園等のように
時間オープンすることはできません。よって開園

うためにも、専門の学芸員の配置を検討してくだ
さい。
（回答）
市職員数を削減している中で新たに学芸員を配置

することは、困難な状況ではありますが、知識・

に、ビジターセンター実施設計図書全部の公開と

経験のある職員の再任用等の配置を検討してまい

詳細な説明をしてください。

ります。

（回答）

市民組織と市の協定等について

基本設計の主旨との違いを確認されることにつ

市民組織に対する対応についてどう考えてい

いては、図面をご覧いただければ十分可能かと考

ますか。

えます。その上で、お聞きになりたい点がありま

市民組織に対する「市民参加による公園等の

したら、お伝えください。なお、基本設計を尊重

管理作業に関する要綱」の適用を考えていま

して実施設計を行なっていますが、市としてあく

すか。

まで予算の範園内で可能な設計内容を行ってい

業務委託やその条件についてどう考えていま

ます。

すか。

北部広場の最終植栽計画の説明について
基本設計の主旨とあっているか確認したいので、

（回答）
【 】の

でも回答しましたが、市と市民組織で協

北部広場の最終植栽計の詳細な説明をしてくだ

定を結ぶことを考えています。
「市民参加による

さい。

公園等の管理作業に関する要綱」については、既

（回答）

に協定を結んでいる団体について、平成
月

年

基本設計の主旨との達いを確認されることについ

日に説明会を予定しています。また、平成

ては、図面をご覧いただければ十分可能かと考え

月の広報に、新規に参加する団体を募集す

ます。その上で、お聞きになりたい点がありまし

年

る記事を掲載し、予定している説明会に出席して

たらお伝えください。

いた磨き、北方遊水池の椎捜筆型墜に手を揚げる

なお、予算の都合上、計画した植栽の全ては今回

団体がいるならば、協定を結ぶ考えです。なお、

はしていませんので、今後能であれば植栽を増や

要綱によらないボランテイアの希望者を合わせて

していきたいと考えています。

募集することも検討しています。

設計管理者との意見交換の場を設定してくださ

指定管理者制度について

い。
すでに植栽には基本設計の主旨と達う点が見受け

指定管理者制度について、どのように考えて

られるので、
「北方遊水池の会」で決定された主旨

いますか。

の確認を図るために、ビジターセンターおよび北

導入についてはこれを考えていますか。

部広場の設計管理者との意見交換の場を設けてく

（回答）

ださい。

指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間事

（回答）既に意見交換は十分行なったと理解して

業者の手法を活用することで、市民サービスの向

おり、皆様がされた基本設計の主旨との達いを確

上や行政コストの縮減を図ること目的としていま

認されることについては、図面をご覧いただけれ

すが、管理運営については市直営で行い、現時点

ば十分可能かと考えます。

では導入する考えはありません。
【 】ビジターセンター、北部広場について

【 】備品について
ビジターセンター備晶をどのように考えますか。

ビジターセンターの具体的な竣工日、開園日程に

展示品：写真、パネル、模型、標本、資料、

モ

ついて

ニター、パソコン、展示用ケース、展示用収蔵庫

（回答）

講義講演会用：プロジ土クター、マイク、ホワイ

工事着手に時間を要しましたが、 月上旬の開園

トボード

を目指しています。

実験観察用：書籍、顕微鏡、双眼鏡、スコープ、三

実施設計図の公開と詳細な説明について

脚、ガスコンロ（工芸用）
、工作用具、虫眼鏡、ピ

基本設計の主旨と整合しているか確認するため

ンセット

市川市への再質問
（回答）
今後、寄付等を仰ぎながら、順次、必要なものを

ださい。
（回答）

備えていければと考えています。

開園までに決めます。

展示や、パンフレットなどに使用できる写真や、

大柏川第一調節池の貯水容量の公表をお願いし

パネルなどが提供できますので、活用して下さい。

ます。
越流堤天端での貯水量（

また、資料作成に当っても、協力いたします。

現時点での最大貯水量（

（回答）

流堤天端

お申し出いただきありがとうございます。

）

十

越

）

での貯水量（外周管理用道路天端－

パネル、写真等が必要なときは、ご協力をお顧い
）

いたします。
【 】その他

＋

＋

（回答）
詳細な貯水容量につきましては千菓県にお間合せ

開園を控えて地元自治会への説明が必要と考えま

ください。

すが、どのように考えますか。

市が用意された草刈り用具の処理方法をご連絡下
さい。

（回答）
北方遊水池をオープンする記事を広報に掲載し、

公園緑地課：リヤカー（ ）

市民の方にお知らせします。又、地元地域自治会

緑の推進課：鍬（ ）
、鋤（ ）
、一輪車（ ）
、手

及び地元学校関係者に対して、説明会を実施し、

鎌（

開園のお知らせや報奨金制度の説明、ボランテイ

）
、たち鎌（ ）
、砥石（ ）
、竹箒（ ）

（回答）

ア活動のお願いをすることを考えています。

これらの用具は市よりお貸ししたものですので、

コアジサシ作戦、地下水位測定の継続をお願いし

ご返却ください。ただし、いずれも消耗品ですの

ます。

で、使用不能のものは、適正に処分していただい

（回答）

ても結構です。

「コアジサシ作戦」をされている場所は、当市には
管理が移管されない場所ですので、管理者である

市川市への再質問

千菓県とご協議ください。なお、当該地は一般の
立入が特に危険と考えておりますので、市としま

再質問

して管理移管を受ける予定はございません。地下
水位の観測につきましても、県の事務であります
年

ので、県とご協議ください。
子供たちの環境教育や自然遊び等のために、棚池
等の一部改良（八橋や補足植栽等）についてどう

月

日

市川市長 千葉 光行 様
（水と緑の部公緑地課経由）

考えていますか。
北方遊水池の会

（回答）

会長 川野勝義

新規施設の設置や現況の改変につきましては、必
要と判断される場合は、財産管理者である千葉県
の意向も確認の上、設置等を検討することとなり

北方遊水池に関する質問及び要望事項について（回答）
に対する再質問及び要望

ますが、当分の間は、開園時点の状態で、利用の
状況等を見て行きたいと考えています。
棚池の各段と各棚池呼称を統一してください。

平成

年

月

日提出の北方遊水池の会の質問・

要望にご回答をいただきありがとうございました。

「北方遊水池の会」の中で棚池呼称の不統一が見

回答にづいて会として真摯に受け止めましたが、北方

られ、今後の広報宣伝に向けて不具合が起きるの

遊氷池の整備後の運営や管理について市民と協働で進

で、行政で分かり易い棚池の統一呼称を決めてく

めるという基本的な考え方から、大きくはずれ実務面

（ハード面）での回答に終始し、将来像（ソフト面）に

管理作業に参加する市民団体等と市が連絡・調整

ふれられていないのは、誠に残念としか言わざるを得ま

を図る市の諮問機関的な連絡会を予定している」

せん。

との説明がありましたが、この「連絡会」と「地

前回の質問及び要望事項のまえがきにあるように、開

域連絡会議」
（

園後を見据えて検討を続けてきた当会の実績を評価し、

は何ですか。

今後どのように生かしていくかについても明確ではあり

．

全体会決定）との相違

【 】－

ません。
「都市緑地」と地区公園、総合公園の相違は何で

そこで、再度北方連水池全体の運営管理、組織体制な

すか。

どについて質問させていただきます。

北方遊水池の公園的利用を「都市緑地」とした理

ご回答をよろしくお顧いします。
以下の番号は市川

第

号

由は何ですか。

北方遊水池に関する質

問及び要望事項について（回答）に対応

【 】－

【 】－

「常駐管理者」について

業務」の内容は何ですか。来園者への案内・利用

身分はどうなりますのか・有償ボランテイアです

指導やイペントの企画・運営を含みますか。

か募集方法及び数名で勤務ローテンションを組み
ますか。

【 】－
「常駐管理者」について

【 】－

身分はどうなるのですか

「知識・経験のある職員の再任用」について

この職員は、市の退職職員からの再任用ですか。

有償ボランテイアですか

あるいは知識・経験のある市職以外の退職者の再

募集方法及び数名で勤務ローテンションを組みま

任用ですか。もし後者としたら、募集方法はどの

すか。

ように行いますか。

維持管理作業を市直営、業務委託、一部住民参加
の

形態に区分していますが、どのように使い分

【 】－

けますか。

業務委託やその条件についてどう考えていますか

「一部住民参加」の一部とは、どのような意味で
すか。
市が住民や市民の団体に業務委託したりするよう
な

形態の中間はありませんか。

（回答されていないため再質問）
。
「 月

日の説明会と協定を結んだ団体の業務内容」に

ついて
この説明会に参加し、北方遊水池の担当に決定し

【 】－

た団体の業務内容は、草刈・清掃等の維持管理業

「地域連絡会」について

務のみですか。北方遊水池の関わるイベント、環

今回の回答のように「地域連絡会」は単に利用の

境教育、自然体験、維持管理方針等

調整を計るだけの組織ではありません。北方遊水

営には参加できないですか。

の企画・運

池の会が提案した「地域連絡会」は行政や市民組
織が行う、年間の事業計画や活動内容を審議しな

「要綱によらないボランテイアの希望者」について

がら、利用にあたりの市民や地域の皆さんの合意

要綱によらないボランテイアとは何をするボラン

形成を図る機関です。従って、構成メンバーは行

テイアですか。

政（県・市）、自治会、学校関係、地域環境団体、

維持管理業務のお手伝いですか

学識経験者、北方遊水池に関わる市民団体を考え
ております。再度のご検討をお願い致します。
「将来的には利用の調整を図ることが必要になる
だろう」とあり前回全体会（

．

）で「公園

「要綱によらないボランテイアの希望者を合わせ
て募集することも検討」とありますが、その内容
や検討の進行状況や今後の見通しをご回答くだ
さい。

市川市の再質問への回答
【 】－ 「地元地域自治会及び地元学校関係者の説明会」
について

年

月

日付けにて、貴会から提出

されました再質問及び要望については、別紙のとおり回

説明会をするとのことですが、大賛成です。この
説明会の内容を一歩進めて「地域連絡会議」の結
成のための取り組みはできませんか。

答いたします。
北方遊水池に関する再質問及び要望事項について（回
答）
【２】－１

「報奨金制度」について

「業務」の内容は何ですか。来園者への案内・利用指導
やイベントの企画・運営を含みますか。

これはどのような制度ですか
【 】－

さて、平成

『回 答』

及び【 】－

１．市民参加による公園等の管理作業に関する要綱

「県と協議ください」について

による、草刈・清掃

この事項は、市川市の担当課としても「きちんと
把握していることが大切である」と考えますので、
県と打ち合わせを持って情報を集め、市民にご回
答ください。

２．来園者の案内・利用指導・巡回
【２】－２
「常駐管理者」について
①身分はどうなるのですか

・有償ボランティアで

すか

要望事項

②募集方法及び数名で勤務ローテンションを組みま

【 】－ 、

すか。

「財政事情」のみならず自然環境復元や地域連携
の観点を含めて検討ください。

③維持管理作業を市直営、業務委託、一部住民参加の
３形態に区分していますが、どのように使い分けますか。
④「一部住民参加」の一部とは、どのような意味で

【 】－

すか。

市内博物館から定期的に学芸員を派遣するなど博
物館との連携・協力をお顧いします。

⑤市が住民や市民の団体に業務委託したりするような
３形態の中間はありませんか。
『回 答』
大柏川第一調節池緑地の年間の維持管理について
は、

市川市の再質問への回答

年度は草刈や清掃（外周路・内周脇）等を実施し

ていますが、
北方遊水池に関する再質問及び要望について（回答）

年度については、草刈等の作業回数を

増やし、新規に池内のガマ刈り等を業務委託にて実施し
ます。

号

市川 第
平成

年

月

日

また、市民参加による公園等の管理作業に関する要
綱があり、要綱の趣旨に賛同していただいた団体と協
定を結び、清掃や草刈等の管理作業を実施していただき

北方遊水池の会
会

長

ます。

川野 勝義 様

現在、工事中のビジターセンターや北部広場等を含
む運営及び維持管理につきましては、市の直営管理を考
市川市長

千葉 光行

（公園緑地課 扱）

えています。
管理内容は
１．門扉の開閉及び来園者の対応

北方遊水池に関する再質問及び要望について（回答）
早春の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し
上げます。

２．ビジターセンターの清掃、トイレ清掃
３．北部広場の清掃及び除草
管理体制は

１．平日は現場職員、再任用職員にて対応します。ま
た、土・日曜日については、シルバー人材セ

ンターや

再任用職員にて対応します。

なお、北方遊水池は水辺プラザ整備事業を活用し、
自然環境創造型の調整池として整備されたものであり、
また、北方遊水池の会からは、
『池のめざす姿として、水

【３】－１

辺の自然を活かした自然環境の復元・創造、地域に根ざ

「地域連絡会」について

した動植物の育成・保護、環境学習の場とする』との提

今回の回答のように「地域連絡会」は単に利用の
調整を計るだけの組織ではありません。

北方

遊水池の会が提案した「地域連絡会」は行政や市
民組織が行う、年間の事業計画や活動内

容を審

議しながら、利用にあたりの市民や地域の皆さん
の合意形成を図る機関です。

従って、構成メン

案をいただいております。
以上のことと都市公園法の定義を照らし合わせます
と北方遊水池は都市緑地とすることが最も適当と考えま
した。
【３】－３
「常駐管理者」について

バーは行政（県・市）、自治会、学校関係、地域環

身分はどうなりますのか

境団体、学識経験者、北方遊

有償ボランティアですか

団体を考えております。

水池に関わる市民

再度のご検討をお願い

すか。

致します。
「将来的には利用の調整を図ることが必要になる
だろう」とあり前回全体会（

）で「公園

管理作業に参加する市民団体等と市が連絡・調整
を図る市の諮問機関的な連絡会を予定している」
との説明がありましたが、この「連絡会」と「地
全体会決定）との相違

域連絡会議」
（
は何ですか。

『回 答』
【２】－２に回答しております。
【４】－２
「知識経験のある職員の再任用」について
この職員は、市の退職職員からの再任用ですか。
あるいは知識・経験のある市職以外の退職者の再
任用ですか。もし後者としたら、募集方法はどの

『回 答』
貴会が提案されている「地域連絡会議」については、
必要に応じて再考いたします。
大柏川第一調節池緑地が

募集方法及び数名で勤務ローテンションを組みま

年度に開園する運びとな

りますが、今後の利用状況や利用者の意見及び地域皆様
の生の声を反映させたいと思います。
【３】－２
「都市緑地」と地区公園、総合公園の相違は何で
すか。

ように行いますか。
『回 答』
再任用職員の定義ですが、市の職員を退職した者を
言います。
担当課へは、１人ないし２人程度の知識を持ってい
る職員の配置要望をお願いしています。
【４】－３
業務委託やその条件についてどう考えていますか

北方遊水池の公園的利用を「都市緑地」とした理

（回答されていないため再質問）
。

由は何ですか。

「 月

『回 答』
都市公園法では、都市緑地とは主として都市の自然
的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るため
に設けられる緑地、地区公園とは主として徒歩圏域内に
居住する者の利用に供されることを目的とする公園、総
合公園とは都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運
動等総合的な利用に供することを目的とする公園と定義
されています。

日の説明会と協定を結んだ団体の業務内

容」について
この説明会に参加し、北方遊水池の担当に決定し
た団体の業務内容は、草刈り・清掃等の維持管理
業務のみですか。北方遊水池の関わるイベント、
環境教育、自然体験、維持管理方針等の企画・運
営には参加できないですか。
「要綱によらないボランティアの希望者」につい
て

自然環境復元設計
要綱によらないボランティアとは何をするボラン
ティアですか。維持管理業務のお手伝いですか。
「要綱によらないボランティアの希望者を合わせ

合わせを持って情報を集め、市民にご回答ください。
『回 答』
「コアジサシ作戦」をしている半島部分の場所は、

て募集することも検討」とありますが、その内容

県との管理協定に含まない市川市が管理しない区域とし

や検討の進行状況や今後の見通しをご回答くだ

て協議をしてきています。この経緯を考慮すれば、協定

さい。

がまだ締結されていない現時点で、新たに協議変更をす
る意向はありません。

『回 答』
平成

年

月

日に市民会館において「市民参加

による公園等の管理作業に関する要綱」を説明しました
が、大柏川第一調節池緑地内の一部を草刈り・清掃等を
市民組織と協定を結び管理作業をお願いします。
要綱によらないボランティアにつきましては、１９年
度からの試みとしまして、
「大柏川第一調節池緑地の管
理方針（案）
」を踏まえまして、ボランティアについても
説明しました。
１．自然保護の観点から、貴重な動植物の自然環境や
生態系を継続的に調査する必要性がある。
２．利用者（来園者）が快適に過ごせる環境づくりを
念頭に置きました。具体的には、
（１）動植物に係る生態系の調査
（２）入園者、特に小学生等の自然環境学習の場として

また、地下水位測定は県による調査が貯留施設の工
事が完了した、平成１７年度に終わっているため、市で
新たに行なうことは考えていません。必要であれば、自
主調査をお願い致します。なお詳細な貯水容量について
は、真間川改修事務所と協議結果、説明できる資料を作
成することで、調整をしています。
要望事項
【２】―１、３
「財政事情」のみならず自然環境復元や地域連携の観
点を含めて検討ください。
『回 答』
事業の理念に基づき、市民の皆さんとともに今後とも
自然環境の復元に努めていきます。
【４】―２

想定されるので、これらの説明及び案内をしていただき

市内博物館から定期的に学芸員を派遣するなど博

たい

物館との連携・協力をお願いします。

【７】－１
「地元地域自治会及び地元学校関係者の説明会」につ
いて
説明会をするとのことですが、大賛成です。この説明
会の内容を一歩進めて「地域連絡会議」の結成のための

『回 答』
学芸員の職員が不足している状況で定期的な派遣は困
難ですが、イベント等での連携・協力は行なえるように
協議いたします。

取り組みはできませんか。
「報奨金制度」について
これはどのような制度ですか
『回 答』

北方遊水池内の自然環境復元・創造の設計
この報告は

１．開園前の説明会で「地域連絡会議」結成の話を盛
り込むことは考えていません。
２．市民参加による公園等の管理作業に関する要綱に
基づいて、市と協定を結んだ団体に都市公園及び児童遊
園地の清掃・草刈作業をしていただき、その作業に対し
て報いるため、報償金を交付する制度です。
【７】－

自然環境復元設計

及び【７】－５

「県と協議ください」について
この事項は、市川市の担当課としても「きちんと把握
していることが大切である」と考えますので、県と打ち

年

月

の全体会で提案討議され、 月

日、

年

月

日

日の全体会で修正提案

として報告されたものである。
大柏川第
については

調節池の水辺プラザ整備事業は、調節池
年度完成、北部広場とビジターセンター

は今年度完成となっている。
ようやく、北方遊水池全体が完成し、これからは遊
水池内、堤防、北部広場の自然環境を復元管理しながら、
多様性豊かな生物の生息地を目指すと同時に、環境教育
の場として育んでゆくことになります。
当面の遊水池内の自然環境復元・創造の設計は、市

民に積極的に開放する外周堤防周り、即ち、東北部・東

・農地づくり…………棚池一部の水田整備につい

南部堤防法面下湿地及び一段目の３つの棚池とし、他の

ては運営形態も合わせて今後検討する。また、植

棚池については草刈管理をしながら自然遷移に任せるこ

樹地づくりや草地づくりのための苗圃畑も今後検

ととする。

討する。

設計の前提条件
平成

◆３．植栽計画１）植栽地づくり計画 （ ）棚池

年度のワークショップ及び平成

年度からの

湿地部分水田を含めた、棚池湿地部分であり、遊

北方遊水池の会において、遊水池内の自然環境復元創造

水池の自然環境創造・復元する中心部分である。

に関する決定事項は下記の通りである。

この部分は、水源に合った水環境の質によって異

ワークショップにおける決定事項

「植栽につ

いて」の事項
◆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

なる湿原ができると思われるが、あまり始めから
「つくり過ぎない」ことが大切である。
・水辺林については数年間自然植生状況を見て、
植栽方針を決めることとする。
２ 湿地づくりの設計

とする。植栽は市川北部の低湿地に自生する種類

前述の「設計の前提条件」では、復元の目標として

年先の植生遷

「市川東北部の谷底低地の多様な水辺を復元し……」と

で行う。築造当初の植栽は５～

年ごろまでの状況を見るに、大柏川の

移を考慮して、自然の復元力の補助する先駆的な

あるが、昭和

ものとし、つくりすぎないように配慮する。
（北

谷底低地は谷津地形を基本に斜面林下の湧水や湧水池か

方遊水池の会

（平成

）年度報告書、

）

北方遊水池の会における決定事項
平成

水田耕作が行なわれていた。

年度決定の「北方遊水池植栽基本計

画」による事項
１）目標

設定外周堤防内の低地部は、この自然環境創造・
復元の中心部をなし、市川北部の谷底低地の多様
な水辺を復元し湿地の植生を回復する。
◆２．計画するにあたっての基本姿勢
◇緑＝

２）自然

緑

つの緑のテーマ

湿地・植樹地・草地・

農地―により自然環境創造・復元を図る。
・湿地づくり：低地部の湿地づくりは、この自然
環境創造・復元の中心部をなし、環境の異なる６
段の棚池からなっている。この棚池は市川北部の
谷底低地を参考に、鳥類をはじめ水生昆虫や両生
類等の棲み処となるよう多様な水辺環境を復元
する。
・植樹地づくり：北部広場、外周堤防部（ポケッ
トパークも含む）
、揚水機場敷地には、大柏川流域
の樹林や屋敷林の植生を参考に、極力地域の自生
種を使いながら、鳥類や昆虫等の棲み処となり、
かつ、四季の移ろいを感じることができるよう、
多様な樹種を植栽する。また、低地部の湿地に水
辺林を復元する。

これらを参考に、最初の

取り組みとして外周堤防法面下の湿地と積極的に子供た
ちに利用開放する第１段目の棚池を検討する。

◆２．計画するにあたっての基本姿勢

素材の計画方針

らの小川と、これらの湧水を集めた大柏川を利用して、

１）東北部法面下湿地
ここの湿地は堤防法面下部からの湧水を基本にし
た湿地で、水路と浅い池を作ることによって、堤
防下の乾燥化による補強とカエル、トンボ、メダ
カ、ホタル等の生物生息場所にもなる一石二鳥の
計画である。
【設計方針】
① 使用する植物については、別添資料―１「市川
市域の水生湿地植物（市川自然博物館―市川の植
物）」を使用し、大柏川流域からの採取を原則と
する。
② 八橋の設置については、調節池に適切な素材構
造を使用する。
③ 多孔質環境を整え、生物の多様性を目指しま
すが、動物の移入については生物生息環境を整え
て自然移入を待つこととし、人為的移入は行なわ
ない。
【設計計画】別添図―参照
① 法尻部湧水水路： 法尻で水を抜き、法面の安
定を図ると共にその水を活用して生物の生息域の

自然環境復元設計
環境を作り出す。

市川東北部の谷底低地は昭和

年位までは、

② 法面下の植栽：生物の多様性を目指すために生

ほとんどが水田として利用されていた。現在の大

息環境を整え、それらの生息を容易にする。

柏川沿いはほとんどが休耕田となり、わずかに水

③ 木漏れ日の樹林：浅池（水深１０センチ内外）

田耕作が行なわれているのみである。

の広さは水量バランスにより調整し、ホタル・メ

このような状況の中で、北方遊水池内に水田を

ダカ・トンボ・カエル等の生物が生息しやすい環

作ろうという議論は、ワークショップ時から提案

境を整える。

されており、今回、水田づくりをすることを前提

④ 環境学習： 上記内容の観察・学習用として八

に計画の検討を行なう。

つ橋等を設け、活用しやすくすると共に環境教育

１－①棚池は面積約

㎡（約

坪）であり、

全面積を水田にした場合は１－②棚池がため池と

の一端を担うスペースとする。
段目１－②棚池

なり、水田とため池との連携した生物生息場所が

段目の棚池は、啓発分科会での提案では「……

実現できることも考えられる。 【設計方針】

最も親水性を持たせ、立ち入り制限を設けず、積

① 水田の位置については、洪水による冠水の確率

極的な児童の利用を目的とし、明るく広い水面、

年が長い一段目の棚池とし、その中でもビジター

見通しの良い通路を整備維持する池とする。」と

センターに近く、水田として水管理がしやすい

されている。この中でも

段目

②棚池は一番大

①棚池とする。

きな棚池であり、昔からの大柏川流域の植生誘導

② まず試行としては土壌、水管理等をチェックす

を計りながら、子供たちに自然観察や遊びがし易

ることが必要なので、１－①棚池の縦排水溝側の

いように設計する。

一部を水田造成する。なお、状況に応じて広げて

【設計方針】

行く。

① 使用する植物については、別添資料「市川市域

③ 畦造成に当たっては、調節池機能を損なわない

の水生湿地植物（市川自然物館―市川の植物）
」を

よう棚池内の土を使用する。

使用し、大柏川流域からの採取を原則とする。

④ 用水は、雨水及び棚池（１－①、１－②）と

② 八橋の設置については、調節池に適切な素材構

する。

造を使用する。

【設計計画】別添―水田設計図参照

③ 親水スペースとして「自然とふれあい楽しむ空

① 縦排水溝側に第一次水田として、面積

間」をつくり、水辺の活用を考える。

（約

㎡

坪）とし、棚池との区切りとして高さ

【設計計画】 別添図ー参照

幅

① 八つ橋： 全体に大きい池なので使いやすく有

② 畦には水田への取水のための堰を設ける

効利用のために３ヶ所の八つ橋を設ける。観察・

③ 用水確保のために棚池１－①と１－②に横排

親水・鑑賞等の利便性のため。増水時に破損しに

水溝を設ける

くいもの。

④ 水田面は現棚池面とし、水管理は縦排水溝で行

② 親水水辺： 水辺に出来るだけ安全に近づける

なう

よう浅瀬的状態にし、活用しやすい水辺環境と
する。
③ 景観緑陰樹：日差し等をさえぎり、水辺を活用
しやすいよう緑陰樹（ハンノキ・ヤナギ等）を配
置する。
④ 植生： 主として潜在植生の植生誘導を試験的
に試みる。
⑤ 環境学習： 自然観察・研究等、水辺の環境教育
や子供の遊びのためのスペースとして活用する。
３）水田の設計

の畦を設ける

注記
上記の東北部法面下湿地および

段目棚池に八つ橋

年

月の全体会、およ

を設置する設計については

びそれ以前に提出された意見書で反対意見の表明があっ
た。内容は設置が環境破壊ではないか、児童の水中への
転落についての救助対策がない、などである。

棚池設計

棚池設計

植樹マニュアル

植樹マニュアル

ヒルムシロ科―エビモ、ヒルムシロ、ヤナギモ、

市川市域の水生・湿地植物

カワツルモ
イバラモ科―イバラモ

市川自然博物館、「市川の植物」より
羊歯植物

ミズアオイ科―ミズアオイ、コナギ
アヤメ科―キショウブ
イグサ科―イ

ミズニラ科―ミズニラ

ホシクサ科―イヌノヒゲ、ハシクサ

ミズワラビ科―ミズワラビ

イネ科―スズメノテッポウ、ジュズダマ、ヨシ、

サンショウモ科―オオアカウキクサ、サンショ

マコモ

ウモ

サトイモ科―ショウブ、

種子植物

ウキクサ科―アオウキクサ、ウキクサ、ミジンコ
ウキクサ

クルミ科―オニグルミ

ミクリ科―ミクリ

ヤナギ科―アカメヤナギ、カワヤナギ、イヌコリ

ガマ科―ヒメガマ、ガマ、コガマ

ヤナギ、ネコヤナギ、キヌヤナギ、

カヤツリグサ科―マツバイ、ハイリ、ヌマハイリ、

タチヤナギ、キツネヤナギ

クログワイ、ヒメテンツキ、テンツキ、クロテン

カバノキ科―ハンノキ

ツキ、ヒデリコ、イソヤマテンツキ、アゼテンツ

タデ科―サクラタデ、ヤナギタデ、シロハナサク

キ、メアゼテンツキ、ヤマイ、ウキヤガラ、コウ

ラタデ、ミソソバ

キヤガラ、ホタルイ、イヌホタルイ、フトイ、カ

ナデシコ科―ノミノフスマ

ンガレイ、サンカレイ

キンポウゲ科―ケキツネノボタン、キツネノボタ
ン、キンポウゲ、タガラシ、ヒキノカサ
スイレン科―ジュンサイ、フサジュンサイ、ハス、
コウホネ
アブラナ科―タネツケバナ、オオバタネツケバナ、
オランダガラシイヌガシラ、ナガミイヌガシラ、
スカシタゴボウ
ヒシ科―ヒシ
アカバナ科―チョウジタデ
アリノトウグサ科―ホサキノフサモ、フサモ
セリ科―セリ
シソ科―ミズトラノウ
ゴマノハグサ科―アブノメ、オオアブノメ、キク
モ、アメリカアゼナ、アゼナ、スズメノトウガラ
シ、アゼトウガラシ、ウリクサ
キク科―ヨメナ、カントウヨメナ、トキンソウ、
タカサブロウ、フジバカマ、タビコ
被子植物
オモダカ科―ヘラオモダカ、サジオモダカ、アギ
ナシ、ウリカワ、オモダカ
トチカガミ科―クロモ、トチカガミ、セキショウ

利用者規定に関する市への提言

利用者規定に関する市への提言
平成１８年１２月１２日
市川市長 千葉 光行 殿
北方遊水池の会
会長 川野 勝義
大柏川第一調節池「利用者規定」について（提言）
いつも北方遊水池の会のためご尽力いただき感謝して
おります。
さて、大柏川第一調節池も、明１９年度に開園の運び
となることは誠に大慶に存じます。
開園に伴い、多くの市民が来園されることが予想され
ますが、この池はこれまでご検討いただきましたように、
治水施設であるとともに、自然環境創造の池として、自
然環境の創造・復元、動植物の育成、人々の自然環境学
習の場など、多様な目的を持った池として、運営管理さ
れるものと思料されます。
このような観点から、北方遊水池の会では、一般市民
の方々にもこの池の趣旨を十分ご理解いただき、安全で
快適な時間を過ごしていただくため、別添の通り「利用
者規定」を取りまとめました。
ついては、池の今後の運営管理にあたり、市としての
管理規定、利用者規定等を定められると存じますが、そ
の取りまとめに当たりましては、この「利用者規定」を
取り入れて頂きたく、ここにご提案させていただきます。
よろしくご検討くださるようお願い申し上げます。
以

上

（写）
建設局 水と緑の部長
同
殿

田口 修 殿

水と緑の部公園緑地課長

小林

正志

北方遊水池・利用者規定
北方遊水池の会(06.10.28)
池のめざす姿
北方遊水池は総合治水対策の一環としての調節池であり、次のことをめざして池の利用を図り
ます。
・水辺の自然を活かした自然環境の復元・創造を行ないます。
・地域に根ざした動植物の育成・保護を行ないます。
・人々が池での自然体験を通して動植物にふれ合える環境学習の場とします。
・大柏川流域の歴史を踏まえ、地域文化の継承と発展に寄与します。
１． 開園時間、休園日
（１） 時

間：夏季

４月～１０月＝８：３０～１６：３０

冬季

1１月 ～3 月＝９：３０～１６：００

（２） 休園日：年末・年始

１２月２９日～１月３日

但し、整備のため（例えば：池の整備や洪水の後等）
、臨時休園することが
あります。
２． 利用者へのお願い
この遊水池を利用する人々が、
「自然環境との調和」をはかり、
「安全で快適な時間」を過ごす
ために、注意事項、禁止事項を守るようお願いします。
また、園内では、利用者自身の責任での行動をお願いします。
３． 利用上の注意、禁止事項
（１） 注意事項
① 開園日、開園時間（特に、閉館時間）を守る。
② 入園者は定められた「出入り口」を利用する。
③ 池に入る場合は、深いところがあるので注意のこと、池では一人で遊ばない。
また、葦の刈り株などでケガをする恐れがあるので、長靴などを履いて入る。
④ 外周道路のノリ面下（特に南側）の湿地帯は、場所によって足が深みにはまるので注
意する。
⑤ 野鳥の観察は、指定の場所から行なう。
⑥ 絵筆を洗った水は持ち帰る、池では絵筆を洗わない（水と土への配慮から）
。
⑦ 園内では、周辺住民の迷惑になるような、また野鳥の育成を妨げるような大きな声や
音を出さない。
⑧トイレは沢山の人が利用するので、きれいに利用する。
⑨園内では他の人の迷惑になる行為をしない。
（２） 禁止事項
① 動植物の採取。但し、行事等の許可を得た場合は除く。
② 動植物の持込み、持出し。

③ 犬などペット連れの入園
④ つり、及び捕獲器具の使用
⑤ 野鳥や魚などへの餌やり。
⑥ 指定場所以外での喫煙。
⑦ 飲酒。
⑧ 自転車、バイクの乗り入れ（自転車、バイク、自動車は北部広場の指定の場所に駐輪/
駐車のこと）
。
⑨ 野球のバッテング、ゴルフの練習、その他危険な行為。
⑩ 花火遊び、焚き火など火の使用。
⑪ 物品の廃棄（生活用品、電気製品、自転車、大型ゴミ、産業廃棄物等）
。
⑫ 商業広告その他これに類するチラシ等の配布。
⑬ 弁当、飲み物、その他物品の販売。但し、許可を得たものは除く。
⑭ ゴミ、空き缶、空き瓶などのポイ捨て（各自で持ち帰ること）。
⑮ 立入り禁止区域への立入り。
４． 池の利用できる範囲
利用者の池への立ち入り制限、禁止等は今後検討する。
（以 上）
※

この遊水池の管理の主体は市川市であるが、「市川市都市公園条例」などを踏まえて、遊水池
に適した「利用者規定」を検討した。

※ 「安全対策」
（池への転落防止措置、大雨時の避難伝達、その他）
、
「防犯対策」
（グループの溜
まり場、ホームレスの溜まり対策）
、
「北部広場や建物の利用・管理」、
「水害時の池の管理」に
ついては、別途市が定める「管理規定」に盛り込んでもらう。
※

利用者の注意、禁止事項は、チラシ風（表に池の地図をイラストで入れる）にして、来園者に
配布する。

内規用・ 注意/禁止事項細則
(06.10.28)
【施設の保全】
1 建物・什器備品・設備等の汚損（落書き含む）
、破損
2 出入口および周辺部の柵、掲示板等の破損
【動植物等の捕獲・採取】
1 魚獲り(投げ釣り・投網・やす・薬物使用等)
2 野鳥獲り(銃・とりモチ・カスミ網等)
3 昆虫獲り
4 植物採取
【動植物等の持込み・放置】
1 ペット、家禽(犬・猫・鶏・アヒル、カモ等)
2 中型動物(豚・ヤギ・猪・猿等)
3 爬虫類(カメ・ワニ・トカゲ・ヘビ等)
4 魚貝類(鯉・バス・ブルーギル・ピラニア等)
5 その他(サソリ、その他 ワシントン条約規制種、特定外来生物)
【迷惑行為】(条例違反)
1 けんか、いんねん、かつあげ、たむろ等
2 大声、奇声、騒ぐ、排便(大・小)
３ 痴漢、猥褻行為
４ ボート遊び、水泳等(下池部)
５ 野外バーベキュー、宴会、キャンプ(小公園・池内半島等)
６ 段ボール・テント住居設営、および居住
７ 建物の室内外およびベンチ等の占拠
【その他】
未整備の棚池内等(田んぼ・植栽)の学習・研究等の利用規定は別に定める
【検討事項】
動植物等の捕獲･採取等は、都市公園条例で禁止されているが、子供たちの学習を
目的に、特例を設けて許可をお願いする。
(例) 泥鰌、タニシ、ザリガニ、トンボ、バッタ、蝶
カエル、メダカ、遊びに使う草木一般(子供対象)
(以

上)

２００６年度北方遊水池ゾーニング
２００7－１－１3
啓発分科会
２００５年９月全体会において「北方遊水池の目的別ゾーニングの考え方」について承認いただきまし
た。その後、ゾーニングの具体化について啓発分科会で検討を重ねてきました結果、今回は、具体的
な維持作業の結果を踏まえながら、作っていく事として「2006 年度の暫定的なゾーニング案」をさらに
検討します。
１．目 的
自然環境を創造・復元し保全するために、下記の維持作業の基本方針に従って、北方遊水池のゾー
ニング（案）を作成した。
◊ 市川北部に元々あった生物のつながり（生態系）を復元する。
◊ 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。
◊ 維持作業を実行するために、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。
◊ 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。
常に、現在の遊水池の自然環境を把握し、将来の遊水池の自然環境を予測しながら、人の使用目
的を吟味し、妥当と思われる使用目的を具体的に見直しする必要がある。
その為、上記を踏まえ、毎年、再評価し、下記の項目を見直ししていく。
①

考え方や各ゾーン設定。

②

各ゾーンごとの自然環境の目標。

③

池ごとの使用目的と維持管理方法。

２．ゾーニング区分の考え方
遊水池は、開放区と非開放区からなりたっている。開放区は、北部広場、遊歩道、１３の池と立入禁止
の法面である。非開放区は、下池、半島と１つの池で、全て立入禁止区域である。
１３の池は、下池を中心として外周に広がるように配置されている。
下池は、池側からは立入禁止され、西側は大柏川によって道路、車・人間から干渉を受けない配置と
なっている。このため、すでに多くの水鳥やその他生物の生息環境として利用され、今後もこの下池
はさまざまな生物貴重な保護区域と考えられる。
外周道路は下池からもっとも離れた位置にあり、下池を中心とした生息環境を保護するためには有利
な構成となっている。
遊水池のゾーニングによる維持管理計画は、「中心は動植物、外側は人の利用」を基本として、池毎
の利用目的、目標別に区分したゾーニングとしている。

３．ゾーニング概要
(1) 周辺部開放ゾーン（北部広場、遊歩道、法面）
遊水池の外周部の北部広場、遊歩道については、通常の公園と利用目的や利用方法 に
大きな違いはなく、一般的な公園緑地の管理方法に準ずる管理方法を適用する。
(2) 自然環境活用ゾーン（１－①/②，２－①/②，７－①）
中心の下池からもっとも離れた位置にあり、外周路にも近いため人の利用を中心とする。
・ 自然環境体験、親水池 （１－①/②，７－①及び周辺通路）
１－①/②，７－①については、最も親水性を持たせ、立ち入りの制限を設けず、積極的な児
童の利用を目的とし、明るく広い水面、見通しの良い通路を整備・維持する池とする。
このゾーンに十分な親水性を持たせることで、入場者が中心部の池へ進入するのを制限す
る。
・ 生物観察池 （２－①/②、７－②及び周辺通路）
２－①については、年間を通し比較的広い水面が維持され、小魚、イトモ、多種類の 湿生
植物、カイツブリの営巣などが確認されているため、水面への立ち入りは制限するが、動植
物の観察を目的としたゾーンとして、観察通路の整備・維持する池とする。
２－②については現在池状に水が溜まらず湿地状態になっているため、池の中心部に水路
を作成し、他の池にない環境を整備し多様な生物が生息していく過程の観察する池とする。
７－②については水位が不安定で池が干上がる状況である。この環境で繁茂していく植物
や動物の観察を目的とする。
(3) 生息環境整備ゾーン（３－①/②，４－①/②，５－①/②，７－③）
・ 生息環境保全池 （３－①/②，７－③）
生息環境保全池は、生息環境整備池及び生息環境保護ゾーンの生態系を保護することを
目的とした池とする。池内には手を入れず植物を繁茂させ、観察通路は狭く維持し、比較的
粗放な管理を行うことにより利用者の入場を緩やかに制限し、動物への干渉を押さえること
を目的とする。
・ 生息環境整備池 （４－①/②，５－①/②）
生息環境整備池は、下池とともに多くの水鳥が利用し、オオタカの食餌やタゲリの休息場と
して利用する。また外側の池通路で営巣が確認された鳥の営巣個所として誘致するなど、
鳥類の利用を中心に環境を整備することを目的とする。
営巣や利用しない期間 7/15～8/31 を開放し、それ以外の期間は立入規制をする。
(4) 生息環境保護ゾーン （６－①，下池）
非開放区である６－①，半島、下池については、利用者から離れており、利用者からの干
渉を受けにくく最も鳥類にとって安全な池で、多数の鳥類の利用個所となっている。鳥類の利用
を妨げることの無いよう、生息環境の向上を検討していくゾーンとする。
以上

北方遊水池

非開放区

動植物の保護

粗放

通路除草、池内耕運

生息環境整備池

4-①/②、5-①/②

6-①、下池、半島

通路除草、池内粗放

立入禁止

期間立入制限

期間立入制限

開放

開放

部分的立入制限

公園等に準ずる

開放

利用ルール

平成18年1月04日

通路除草、生息環境維持

生息環境保全池

生物観察池

通路除草、水面維持

里山管理の要素を
取り入れた緑地管
理

維持管理概要

3-①/②、7-③

2-①/②、7ー②

自然環境体験・親水池

林内観察

法面

1-①/②、7-①

遊歩道

レクレーション
啓発活動 林内観察

目的・用途

遊歩道

北部広場

対象池

注：「利用方法に関する意見・要望の集約」より
＊ 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

生息環境保護ゾーン

生息環境整備ゾーン

自然環境活用ゾーン

周辺部開放ゾーン

ゾーン概要

北方自然観察園（仮称）のゾーニング（案 その７）

開放区

図－１
ゾーニング概要図

図－２ ゾーニング概要図
周辺部開放ｿﾞｰﾝ

ﾚｸﾚｰｼｮﾝ､遊歩道､外周緑地

自然環境活用ｿﾞｰﾝ

自然環境体験・親水

1－① 1－② ７－① 及び通路

生物観察池

２－① ２－② ７－② 及び通路

生息環境保全池

３－① ３－② ７－③及び通路

生息環境整備池

４－① ４－② ５－① ５－② 及び通路

生息環境整備ｿﾞｰﾝ

生息環境保護ｿﾞｰﾝ

北部広場、遊歩道、外周法面、法面湿地

６－① 下池 半島

動植物保護区

法面
遊歩道
１-②

１-①

２-②

３-②
２-①
３-①

４-②
５-②
６-①

７
①
北部広場

７
③
７
②

４-①
下池
５
①

半島

立ち入り制限解除期間
（7/15～8/31）

Ｓｅｅｔ Ｎｏ．１
ゾーン
使用目的

自然環境活用ゾーン （１－①，② 、７－① 自然環境体験・親水・ヤナギ池周辺）
児童向け開放親水池、観察及び体験学習用池
積極的な生物とのふれあいを目的とした池

管理目標

・親水性の維持向上（明るく、水面に近づきやすくする）
・水生生物の多様性の確保維持

管理概要

・道際の親水水面の確保、維持。
・動物、子供の好む植物の除去の注意
・ケガ、事故の要素の抽出、撤去
・ヤナギによる木陰を作る
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
○
○
○
○
○
○
２月 ・ヤナギの剪定、支障苗の除去（必要時）、設備等点検
４月 ・通路除草
５月 ・抽水植物の手刈りによる刈り払い、水面の確保
６月 ・通路の除草
８月 ・通路の除草、水面を下げガマ・ヨシ類の機械刈りによる水面の確保
１０月 ・通路の除草

管理時期
管理内容

11

12

※アオミドロの発生時は適宜除去

作業項目・数量 ・通路除草
・水際刈り取り（手刈り）
・水際刈り取り（機械刈り）
・樹木剪定
入場規制
開園時間内は池全域を開放
年齢制限により、生物採取可能とする
・１－①、②、 ７－① ヤナギ池周辺

通路から水際へ入りやすく、明
るく見通しが良くなるようにヤナ
ギを残し全面的に除草。

126m
B-J 14m
ヤナギの剪定
２月（状況を見て適
宜）

Ｂ

230m

１－②

Ｂ

230m
Ｊ

１－①

水面確保 通路側の水面のヨ
シ、ガマを除去する。池の中
心部にアシ、ガマを残す。

186m
２－①

91m

カイツブリの営巣実績あ
り、通路と水際までの草
を厚く残す。

通路はヤナギを残し除草。
池側を通路とする。２－①側は草
を残す。（除草幅２ｍ）

Ａ
A-I 18m
77m

７－①間通路は全
面刈り払う。

Ｉ
７
－
③

18m

67m
Ｈ

Ｃ

Ｓｅｅｔ Ｎｏ．２
エリア
使用目的

自然環境活用ゾーン（２－①，②、７－② ）生物観察池
・水生生物、植物の観察池
・ホタルの誘導環境整備箇所

管理目標

・水生生物の多様性の確保維持
・ホタルの生息環境整備

管理概要

・水面面積の維持
・植生の単一化を防ぐ。
・新しい植物に注意した除草を行う。
・小水路の点検
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
○
○
○
○
○
４月 ・通路の除草
５月 ・抽水植物の手刈りによる刈り払い、水面の確保
６月 ・通路の除草
８月 ・通路の除草、水面を下げガマ・ヨシ類の機械刈りによる水面の確保
１０月 ・通路の除草

管理時期
管理内容

11

12

※アオミドロの発生時は適宜除去

作業項目 ・数
量

・通路除草
・水際刈り取り（手刈り）
・水際刈り取り（機械刈り）

入場規制

・水面への立ち入りは禁止

m2
m2
m2

・２－①②、７－②
Ｊ

水際は水面を通路から遮蔽するよう
に植生を残す。ヤナギなど水面へ影
を落とすように木本類の成長を誘導
する。

２－②

26m
91m
Ｍ
J-M 26m

２－①

ホタル水路観察通
路備(1m幅）、除草

128m
２－① 、２－②間
通路は全面的に刈
り払い
イトモ繁殖個所、必要に応
じ、ヨシ、ガマの除去、

Ｉ－Ｌ 23m
Ｉ

水面確保、必要に応じ、ヨシ、
ガマの５・８月除去、

Ｌ

通路は池側となるように観察者用
に除草。（刈り幅１ｍ）

77m
７－② 、２－①間
通路は全面的に刈
り払い

７－②

水面確保、必要に応じ、ヨシ、
ガマの５・８月除去、

Ｈ

Ｋ

通路は池側となるように観察者用
に除草。（刈り幅１ｍ）

ホタル水路整備
（1m幅）、水生昆虫をはじめ多様な生物
の生息環境を目標とした水路として、河
畔林（ヤナギ等）、畦（土手）管理を行う。
例）モノアラガイなどの小型巻き貝の生息
環境として整備。

Ｓｅｅｔ Ｎｏ．３
エリア
使用目的

生息環境整備ゾーン（３－①、３－②、７－②）生息環境保全池
・４－①，②（渡り鳥の誘致池）の遮蔽、保護池。

管理目標

・粗放管理によりる草丈の確保
（4-①，②以内の池の生物多様性の確保）

管理概要

・通路以外は粗放管理により草丈を確保、４－①，４－②を人からの干渉から遮蔽する。

1

管理時期
管理内容

2

3

4
○

5

6
○

7

8
○

9

10
○

11

12

・通路除草

作業項目・数量 ・通路除草

・Ｍ，Ｌからの立ち入りを制限する。（7/15～8/31は解除）
・Ｌ，Ｋからの立ち入りを制限する。（7/15～8/31は解除）
・Ｅからの立ち入りを制限する。（7/15～8/31は解除）

入場規制

Ｍ－Ｑ間通路は刈
り幅1mで除草

M-Q 16m
立ち入り制限を
行う。（7/15～
8/31は解除）

Ｍ

立ち入り制限を
行う。（7/15～
8/31は解除）

Ｄ
３－②
Ｑ

98m
Ｅ

３－①
90m
池内は粗放管理し、４－①，②
側の池を遮蔽するように草を
伸長させる

L-O 35m
Ｌ

Ｏ
７
－
③

77m

Ｌ－Ｏ間通路は
刈り幅1mで除草

池側に観察通路（１m幅）とし
て除草

通路は７－③池側になるよう除
草、刈り幅1m、４，６，８，１０月

77m

池内は粗放管理し、４－①，②側の池
を遮蔽するように草を伸長させる

Ｋ

21m

Ｎ

21m

立ち入り制限を行う。（7/15～
8/31は解除）

粗放管理し、これより４－①，
②側は粗放管理し内側の区域
を遮蔽するように草を伸長させ
る

Ｓｅｅｔ Ｎｏ．４
エリア
使用目的

生息環境整備ゾーン（４－①，②、５－①，②）環境整備池（タゲリ池）
・タゲリなど湿地を好む鳥類の誘致区

管理目標

・冬季の見通しの良い湿地（水田状）維持

管理概要

・冬季池内の耕耘
・水位調整（鳥類の使用に合わせて）
・池の底を鍋底状に維持
・通路除草（見通し良く全面的に刈り払い）
・樹木除去

管理時期
管理内容

作業項目・数
量
入場規制

1

2
3
4
5
6
7
○
○
○
○
２月 ・水位調整（上げる）。
３月 ・水位調整（下げる）。池内の耕耘
５月 ・通路の除草
７月 ・通路の除草、水位調整（上げる）。
９月 ・通路の除草、水位調整（下げる）。
１１月 ・通路の除草、水位調整（上げる）。池内の耕耘
１２月 ・池内の耕耘水位調整（下げる）。
・通路除草
・池内の耕耘

8

9
○

10

11
○

12
○

・Ｆからの立ち入りを制限する。7/15～8/31は解除
・Ｇからの立ち入りを制限する。7/15～8/31は解除

４－①，②、５－①，②間、Ｐ－Ｕ
は水際まで通路全面を除草
4－②、５－②間は両池
水際まで全面除草とする

４－②

Ｅ
23m

P-S 30m
Ｐ

140m
５－②

140m
Ｓ
23m

４－①

Ｕ
95m

６－①

池の底を鍋底状にする。
冬季は耕耘して湿地状態
とし、湿地を好む鳥類を誘
導する。（４池すべて）

水際の植生で３－①側からの鳥
への干渉を防ぐようにアシなどで
遮蔽、ヤナギなど植生を通年残
す。

５
－
①

67m

５－①，②、６－①間は両池
水際まで全面除草とする

4－①、５－①間は両
池水際まで全面除草
とする

21m
Ｎ

28m

Ｒ

Ｔ

Ｆ
23m
Ｇ

あとがき
年度報告書へのあとがきでこれが北方遊水池の会として最後の年報であると書きましたが、会員皆様のご協力
によりここに

年度報告書をまとめることができました。本会は

を終了しましたが、
今回は

年度報告書は

年

月以降

月末日の会の解散式の日に昨年までの年報を

業と新しい年報の編集が重なり、 月

年

年

月をもって行政と市民との協働の会

月末までの記録をまとめたものであります。

にして会員に渡そうという計画を立てましたのでこの作

日の全体会資料を含めるという追い込み日程となりました。いささか見苦し

い「原資料」のページもありますがこれは印刷前日に届いたファクス原稿を入れたためで、読者の寬容を願うしだい
です。幸いに

は予定の期日に配布される見込みです。

年報編集委員としましては北方遊水池の活動に関係する新しい運動体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。
年

月

日

年報編集委員会
横山 哲也
大河内 英夫
芝田 昇文
矢島 敬二

北方遊水池の会
（平成
）年度報告書
――禁無断転載――
年 月
日
発行日
編集
：北方遊水池の会 報告書編集委員会
版下制作：北方遊水池の会 矢島敬二
発行
：市川市
北方遊水池の会
事務局 ：市川市建設局水と緑の部緑の推進課内
市川市本八幡 丁目 番 号
〒
（内線
）
電話
ファックス
メール

