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植生調査、野鳥観察

Ⅲ　自然

植生調査、野鳥観察

　会報 号　 年 月 日

月 日に本年度の植生調査を開始

しました。昨年同様 箇所の調査区を

継続的に見て行きます。

北側の上池は、昨年よりも水辺にア

シやイグサ、カヤツリグサが広がった

ように見え水の中にも藻が多く生えて

いる所が印象的でした。新しく出来た

南側の上池は、まだ植生の繁殖が少な

く昨年の池の姿を見るようです。今年

はこの つの池を比較しながら眺めて

ゆくと面白いかなと考えています。

水辺には、木の芽吹きも多く見られ、

ヤナギが 種、小さいですがポプラの

木の芽吹きが見られました。岡崎清孝

氏の話では、ポプラは上流にある東高

の校庭に生えている種が飛ばされて来

たものだそうです。ほっておくとあの

大きな木になるのか、 年後、 年後、

年後、ここの姿はどんなふうになる

のだろうと思いにふけりました。

行徳野鳥観察舎にある大きな桜の木

が、何も無い砂地の中に数本の松の苗

木を植えただけの所に、鳥が落とした

種が自然に大きくなったのだと聞かさ

れ、感動したことがあります。自然は、

我々にどんな素敵な贈り物を与えてく

れるのか、これからも楽しみです。

本年度は、植生調査だけではなく、皆

で相談しながら色々な企画を行って行

きたいと考えています。啓発分科会に

は、沢山の新しい力が増えました。と

にかく、楽しく、着実に、効率良く分科

会を進めて行きたいと思います。今年

も一年よろしくお願いします。

（山下浩治）

　会報 号　 年 月 日

植生調査班からの報告

　遊水池北側 段目に謎の水草出現

　市川市立自然博物館の金子さんと自

然環境課の岡崎さんを通じて、千葉県

立中央博物館の宮田昌彦先生（水草の

専門家）に調べていただきました。

　宮田先生によると、水草は、①イト

モ、②ツツイトモ、③アイノコイトモ

の 種が考えられイトモ（ヒルムシロ

科）の可能性が高いということでした。

イトモは「千葉県のレッドデータリス

ト（ 年改定版）において「重要保

護生物」（「最重要保護生物」に次ぐラ

ンク）に選定されておりこれが生育し

ているということは結構すごいという

ことができます。

放っておけば数年で消えてしまう可能

性もあり、保全について遊水池の会の

みなさんで、ぜひご検討頂きたいとの

ことでした。

　今までご協力いただいている自然環

境課の岡崎さんに加え、自然博物館の

金子も保全にはご協力いただけるとの

ことでした。



　遊水池ってわくわくワンダーランド

ですね！

（山下浩治）

ツルマメ（黒崎画）

野鳥観察日誌

月 日（日）

午前中の観察結果（ ： ～）

コアジサシ ヒバリ

ツバメ カワラヒワ

アオサギ セッカ

カイツブリ ハシボソガラス

コチドリ キジ

キジバト スズメ

（鳴声のみ） ハクセキレイ
（注） とあるのは の意

　特筆メモ

水鳥の多くは、シべリヤなどの北

へ渡ってしまい残っているのはお

馴染みの留鳥ですが、コアジサシ

はニュージーランド、オーストラ

リアなどから一直線に日本にやっ

てくる鳥で、営巣地が荒地で今年

はどこか話題になっている。

大きなキジのオスが「ケーン」と

も「キーン」とも聞こえる少し頓狂

な声で鳴いていました。また、つ

がいで仲良く餌をついばんでいま

した。

コチドリがピッピッピッと断続的

に鳴きなカ童ら飛び出してきたり

隠れたりしていた。

（西沢　正浩）

アカツメクサ（黒崎画）

　会報 号　 年 月 日

月 日　植生観察、昆虫採集と

貝拾い

　イトモも元気です。昨年に比べ、

アシ・ヒメガマ・ヤナギの背丈が高

くなりました。コチドリの巣（卵）



植生調査、野鳥観察

やカイツブリの巣を間近に見れた

のも収穫の一つです。今回は岡崎

さんのご紹介でトンボ研究家の互

井さんもいらしていただきました。

午後は昆虫採集と貝拾いに分かれ

各々楽しんで来ました。

月 日午前　鳥の観察会

　越川先生を中心に鳥班が観察会

を行いました。参加者 名、　天

候　晴れ、気温　 度。

カイツブリ コサギ

アオサギ カルガモ

セッカ ツバメ

ヒバリ コチドリ

クサシギ ハクセキレイ

ヒヨドリ カワラヒワ

スズメ ハシボソガラス

ハシブトカラス ドバト

　以上 種。夏場としては、まあ

まあです。もう少し雨が降って、水

量が増えることを期待しましょう。

月 日　夜の観察会

　参加者は 名、蛍は残念ですが

いませんでした（もしかするとま

だ早かったのかも）。日が沈んだ後

も川向こうの自動車屋さんとコナ

カさんの電気が強く月が無くとも

思ったよりも明るかったです（互

いの顔が確認できるくらいの明る

さ）。風も無く暑かったのですが、

それなりに楽しめました。さえぎ

る物が無いですから星は見やすい

ですが、寝ながら見たほうが良い

かもしれません。お月見や流星群

のときはよいかもしれません

（山下浩治）

トンボ（黒崎画）

　会報 号　 年 月 日

遊水池の様子

　遊水地の中では、暑い 月の中にも

少しづつ秋に、変わって行く姿が分か

ります。空の雲が変わって行くように、

シシナガワハギの黄色い花とむせ返る

ような香り、セイタカシギ等の渡り鳥

の飛来や、トンボ（変わったところで

は、チョウトンボや水の中にもぐって

産卵する糸トンボを見ました）の種類

が変わって行きます。

　今年は暑いせいか極端に水嵩が減り、

雨の多かった昨年と比べると、池を取

り込んだ植生調査区もすっかり干上が

りました。本来水辺で地下茎で増える



ことが多いイグサが、離れてゆく水辺

に子孫を遠くまで飛ばすためか、干上

がった土の上で枯れるどころか急成長

する姿に自然の不恩議さを感じました。

野鳥観察日誌　小川さん、斉藤さんの

情報

　 月 日（日）午前中　野鳥の観察

会が行われました　アオサギ、カイツ

ブリ、カワセミ、カワラヒワ、キジ（鳴

声のみ）、キジバト、コサギ、コチドリ、

スズメ、セイタカシギ、セッカ、ダイサ

ギ、ツバメ、ハクセキレイ、ハシブトガ

ラス、ハシボソガラス、ハマシギ、ヒバ

リ、ムクドリ、イソシギ、カルガモ、キ

アシシギ、ジシギ、キリアリ。

月 日にはオオタカが飛んでい

るのを見ました。

アオサギが遊水池近くの森をねぐ

らにしているらしく、何羽も大木

に止まっているのを観察できまし

た。（昨年も同じ所で見かけてい

ます）。

ハマシギが内陸へ入って来るのは

めずらしく、干潟などで大群をな

しているので、渡りの途中に寄っ

たようです。

イトモはツツイトモでした（岡崎

さんよりのメール転載）

　千葉県立中央博物館の宮田昌彦

先生に遊水池の現場を見ていただ

き、イトモを確認していただきま

した。その結果、イトモではなく

「ツツイトモ」であることがほぼ確

認されました。詳細は後報したい

と思いますが、千葉県では横芝町

についで 例目、環境省 種

のランクではイトモよりも ラン

ク上です。（そんなこと自慢にも

なりませんが・・・）

（山下浩治）

　会報 号　 年 月 日

植生観察班

　 箇所の観察に少しアツプアツプし

ているところもあり、 箇所ずつ隔月

に変え、余った時間で池全体の変化を

記録するアイデアが出されました。

野鳥観察班

　 月は高原等から移動して遠くまで

渡りをする鳥のピーク、途中に遊水池

を利用した珍しい鳥がたくさん見られ

たそうです。以下は野鳥観察班よりの

レポートです。

　暦の上でば初秋というのに朝から天

気予報に反して、むし暑さが少し残る

月 日、野鳥観察日です。参加した

のは当番の小川さんご夫妻をはじめ越

川先生以下 名の面々でした。

　集合時間は 時なのに早い人は 時

半頃から来て、コガモがいるよ、チョ

ウゲンボウ、キアシシギ、クサシギ、

キセキレイは最近いつも見るよ、今日

はセイタカが出た、などワイワイ、ガ

ヤガヤ。



植生調査、野鳥観察

　越川先生のお話で「そろそろ秋なの

で小鳥たちにも注目してごらん、意外

な鳥に出会えるかも、」を聞いて皆期待

に胸膨らませてのスタートでした。

　予想にたがわず、出発してすぐ真下

の水辺にタシギ発見、皆一斉にスコー

プやらカメラを向けていると誰かが

「あ、チョウゲンボウだ、ホラあそこ」

の声。今度は猛禽のお出ましです。

　いつもの外周コースを歩き出して間

もなく、池にはセイタカシギの若鳥、

行く手の道を横断したのはキジの親子、

ただ前回までの主役のコチドリはまっ

たく姿を見せず、すでに渡りが終わっ

たのか、の声。アオサギの代わりにコ

ガモ飛び回り、いよいよの感。

当日見えた鳥

カルガモ コガモ

ダイサギ コサギ

イソシギ キアシシギ

クサシギ セイタカシギ

タシギ キセキレイ

ハクセキレイ セグロセキレイ

モズ カワラヒワ

キジ（メス、子） チョウゲシボウ

セッカ ヒバリ

キジバト ドバト

スズメ カラス ボソ ブト

（山下浩治）

エノコグサ（黒崎画）

　会報 号　 年 月 日

野鳥観察班 月 日（日）観察レ

ポート　気持ちのよい秋晴れの野鳥観

察日でした。越川先生を中心に 名

の参加です。

　スタートしてすぐコサギ、カワラヒ

ワ、カワセミそれにチョウゲンボウ、

オオタカの出現で興奮気味の観察でし

た。

　池には初顔のオオバン，キンクロハ

ジロが見られました。草むらから突然

百羽近いコガモの群れが飛び立ち、旋

回を始めました。空を見るとオオタカ

です。 羽のカラスがしつこくオオタ

カを追いかけていました。



ヒヨドリ ハクセキレイ

コサギ チョウゲンボウ

カイツブリ カワセミ

カワラヒワ スズメ

シジュウカラ キンクロハジロ

モズ ノビタキ

セグロセキレイ オオバン

ヒバリ コガモ

オオタカ セッカ

ハシブトガラス キジバト

ドバト ツバメ

タヒバリ タシギ

（小川正男）

　会報 号　 年 月 日

野鳥観察日誌

月 日（日） 時

　晴天で風もなく温かい朝の野鳥観察

が始まりました。　参加者はいつもと

違って 名と少なく西沢さんの発案

で自己紹介ということになりました。

何時もは越川先生の案内ですがお休み

であったため斉藤さんに案内と説明を

お麻いしました。遊水池は，だいぶ工

事が進み周りの柵が完成し内側に遊歩

道が出来ていました。この遊歩道です

が真間川改修事務所からの連絡として

「土を固めて作るため上に乗らないよう

に」との注意がありました。

　クサシギ 羽が川の周りをいったり

来たりしていた。ユリカモメがかなり

多く電線に止まっていた。チョウゲン

ボウはいつもの定位置（工事用鉄パイ

プ）にとまっていたがバッタを採りに

かかったらこちらに近づいてきて，な

かなか警戒して近くに接近しないが

分ぐらい飛び回りもとの位置に戻った。

淡水の池には珍しくオカヨシガモ♀♂，

キンクロハジロ等のカモもいて斉藤さ

んの説明によると池の深さがよく、餌

があるとのことです。この場所は，－

年中水があるため餌の生息が維持でき

るところとなっているようです。

　しばらく行くと上空にオオタカが悠

然と飛んでいた。オオタカの少し下に

先ほどのチョウゲンボウが飛ぶととも

にカラスがオオタカの周りを飛び付き

まとっていた。その後われわれがチョ

ウゲンボウのとまる定位置に近づいた

ため揚水機場の棒の上に止まりこちら

を伺っていた。そうこうしているうち

にコガモが 羽位いっせいに飛び立っ

た。相変わらずユリカモメが多く西沢

さんがカウントしたう 羽とのこと

でした。鳥合せでは 種類でしたが後

で整理したら 種類確認できました。

　今日は，風もなく紫外線も強く暑い

ためセーターを脱ぐ人が多かったが途

中で数名参加者が増えました。



植生調査、野鳥観察

ツルマメ（黒崎画）

観察記録

参加者 名　 年 月 日

晴れ　風なし　認めた鳥　 種類

カワウ ダイサギ

コサギ カルガモ

コガモ オカヨシガモ ♂♀

オナガガモ ♀ ホシハジロ

キンクロハジロ トピ

オオタカ チョウゲンボウ

オオバン クサシギ

セイタカシギ ユリカモメ

ヒバリ ハクセキレイ

セグロセキレイ タヒバリ

ヒヨドリ モズ

ジョウビタキ セッカ

ホオジロ カワラヒワ

スズメ ムクドリ

（秋本宏）

　会報 号　 年 月 日

野鳥観察日誌　 月 日（日）午前、

今年最後の野烏観察を行いました。

　市の環境リーダー養成講座受講者も

参加されたので合計 名と盛況でし

た。集合中、会いたいと思っていたタ

ゲリ 羽を発見し十分に観察すること

ができて皆、大感激でした。今後も毎

年見られるよう遊水池の自然をしっか

り維持したいと思いました。

　また、今日コガモが 羽もいまし

た。これは北高校近くの田で工事して

おり、そのためこちらに集まったよう

です（越川先生の話）。

タゲリ ユリカモメ

ダイサギ コサギ

コガモ アオサギ

キジバト オナガガモ

キンクロハジロ ハクセキレイ

セグロセキレイ ヒバリ

タヒバリ オオバン

モズ スズメ

カシラダカ ホオジロ

ハシブトガラス ハシボソガラス

カワラヒワ ヒヨドリ

カワセミ ハシビロガモ

カイツブリ イソシギ

ドバト ムクドリ

カルガモ カワウ

　計　 種



（小川正男）

　会報 号　 年 月 日

野鳥観察日誌

月 日（日）　参加者 名。

　大寒に入り、曇りの大変冷え込んだ観

察日となりましたが、オオタカが南側中

央にある鉄パイプの櫓にとまり、出迎え

てくれました。雌の幼鳥です（上面が

褐色で胸に褐色の縦斑がある）。チョウ

ゲンボウが現れた時に飛んで追い払っ

た以外はとまったままでハンテイング

は見られませんでした。

　越川先生に導かれて鉄パイプの櫓の

周りを調査したところ、ペリット（猛

禽類が消化できない骨や毛を塊状に吐

き出した物で見た日は粘土を固めたよ

うな感じ）が見つかりました。近くに

コガモの羽が散乱していました。オオ

タカに食べられた跡のようです。

カワウ バン

ヒヨドリ コサギ

オオバン モズ

アオサギ タゲリ

ツグミ カルガモ

タシギ ホオジロ

コガモ ユリカモメ

カシラダカ ホシハジロ

キジバト カワラヒワ

キンクロハジロ カワセミ

オオカワラヒワ オオタカ

ハクセキレイ ムクドリ

チョウゲンポウ セグロセキレイ

ハシボソガラス キジ

タヒバリ ハシブトガラス

　計 種

（小川正男）

　会報 号　 年 月 日

植生観察班

　南斜面の謎の草、黄色い花が咲きま

した。アブラナ科の仲間ですね！

　先回見つかったアカガエルの卵も無

事孵化したようで水溜りにオタマジヤ

クシが泳いでいました。水辺の柳にも

小さな花が咲き、小さな水溜りにもプ

ランクトンがたくさん動き回っていま

した。今から植物が面白い季節になり

ます。ぜひ遊水池へおこしください。



植生調査、野鳥観察

野鳥観察日誌

　参加者 名。冷たい風が吹く一

日。「 の の池」などの水が腐って

いるようだ。猫がいる。子猫が誕生し

「まぁ可愛い！」となる前に何とか対策

を打たなければならない。

　草地に群れる小鳥達がいる。草地も

大切と実感した。寒い日にはトイレは

必要不可欠です！

カワウ バン

ツグミ ダイサギ

オオバン ホオジロ

コサギ タシギ

カシラダカ アオサギ

ユリカモメ アオジ

カルガモ キジバト

オオジュリン コガモ

ヒバリ カワラヒワ

ハシビロガモ ハクセキレイ

スズメ ホシハジロ

セグロセキレイ ムクドリ

キンクロハジロ タヒバリ

ハシブトガラス チヨウゲンポウ

モズ

計　 種

（斉藤慶太）





鳥類観察記録

鳥類観察記録

観察鳥類記録一覧（ ）

カイツブリ セイタカシギ

カワウ ユリカモメ

ダイサギ コアジサシ

チュウサギ キジバト

コサギ アマツバメ

アオサギ カワセミ

マガモ コゲラ

カルガモ ヒバリ

コガモ ショウドウツバメ

オカヨシガモ ツバメ

ヒドリガモ イワツバメ

オナガガモ キセキレイ

ハシビロガモ ハクセキレイ

ホシハジロ セグロセキレイ

キンクロハジロ タヒバリ

スズガモ ヒヨドリ

トビ モズ

オオタカ ジョウビタキ

ハイタカ ノビタキ

ノスリ アカハラ

ハヤブサ シロハラ

チョウゲンボウ ツグミ

キジ ウグイス

バン オオヨシキリ

オオバン セッカ

コチドリ シジュウカラ

ハジチドリ メジロ

イカルチドリ ホオジロ

シロチドリ ホオアカ

タゲリ カシラダカ

トウネン アオジ

オジロトウネン オオジュリン

ハマシギ カワラヒワ

キリアイ シメ

アオアシシギ スズメ

クサシギ ムクドリ

タカブシギ ハシボソガラス

キアシシギ ハシブトガラス

イソシギ

タシギ

計　 種

注目すべき点

カイツブリやコチドリ営巣

バン・ヒバリ・セッカ・オオヨシキリが求愛行動

コアジサシ飛来

ツバメが採餌・巣材集め

イワツバメ飛来

ノビタキ・シギ類が渡りの中継地として飛来

百羽以上のコガモ・ユリカモメが越冬

カモ類・ホオジロ類・ツグミ・タヒバリ・タゲリ・

オオバン・クサシギが越冬

猛禽類の狩り場



大峡　章禧男 写



草刈り日誌
第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　晴、気温　℃、風　無

参加人数　 人（内市職員 ）

実働時間　 時間 分

作業内容：約 時間全員で 段目、 段目の池と

周辺通路を下見巡見。市より作業上の注意あり。

刈払機 台。残り手鎌で草刈り。刈った草は通路

脇に置く。

分作業、 分休みの セット。

引き継ぎ事項： 分休みでは短い。休憩場所（日

陰）が必要。

その他：水深　 段目北池縦水路上 、同左

南池 、 段目北池縦水路下 、同左南池

（ほぼ干出）

作業範囲図は左

第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　晴、気温　℃、風　無

参加人数　 人

実働時間　 時間 分

作業内容：手鎌で通路の草刈り。刈った草は通路

脇に置く。引き継ぎ事項：

その他：水深　 段目北池縦水路上 、同左

南池 、 段目北池縦水路下 、同左南池

全干出（水なし）

作業範囲図は左



草刈り日誌

第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　晴、気温　℃、風　

参加人数　 人

実働時間　 時間 分

作業内容：手鎌で通路の草刈り。刈った草は通路

に置く。

分作業、 分休みのセットを セット。

引き継ぎ事項：猛暑のため 分休みが適当。

手鎌では限界。草刈り機の使用が必要。

その他：水深　 段目北池縦水路上 、同左

南池 、 段目北池縦水路下 、同左南池

全干出（水名なし）（ 段目　北池 、南池全

干出（水なし）、 段目　南池 ）

作業範囲図は左

第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　、気温　℃、風　

参加人数　 人

実働時間　 時間 分

作業内容：刈り払い機 台、残り手鎌（ 人）で

通路の草刈り。今回よりプレハブ 階が使用でき

る。

作業終了後今までの作業の反省と今後の作業につ

いてミーティング（約 分位）を行う。

引き継ぎ事項：用具はプレハブ 階に置く。

その他：水深　 段目北池エコログ 、

段目北池エコログ （縦水路下は の

位）

溶存酸素 満足　 段目北池

北池北奥 段目北池 北池

北池北奥 （イトモ群落内）

作業範囲図は左



第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　晴、気温　℃、風　無

参加人数　 人

実働時間　 時間 分

作業内容：通路の草刈り（ 分の作業を 回）　

刈り払い機 台を 人で交代使用→南側（アシ

やシナガワハギが高さ に繁茂）。手鎌で 人

→北側（夏の草刈りで高さ 位におさえられ

る）。セイタカアワダチソウを根ごと抜くのが

人→主に北側の出入り斜路を中心に。

引き継ぎ事項：鎌の砥石が不在（みずがき隊の砥

石借用）。出入り斜路の上部分はタヌキのために

残す。作業開始時に岩田より鎌の研ぎ方、作業休

憩に越川重治氏より野鳥の話あり。

その他：水深　 段目北池エコログ 、

段目北池エコログ

作業範囲図は左

第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　くもり、気温　℃、風　無

参加人数　 人

実働時間　 時間 分（ 分の作業を 回）

作業内容：通路の草刈り　刈払機 台を 人で交

代使用→南側。手鎌で 人→北側。

セイタカアワダチソウを根ごと引き抜いたり、穂

先を刈り取ったりで 人→ 段、 段の全周。

草の成長も止まり、余裕でてきた。手鎌の所は水

辺近くまで刈り込む。

引き継ぎ事項：鎌の砥石が依然として行方不明。

（みずがき隊の砥石借用）

その他：水深　 段目北池エコログ 、

段目北池エコログ 以上（観測杭が水没）

岡崎清孝氏より植物の話あり。

作業範囲図は左



草刈り日誌

第 回作業記録

記録者：植田稔

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

気象：天気　晴、気温　℃、風　弱

参加人数　 人

実働時間　 時間

作業内容：（ ）ホオジロ類の繁殖エリア整備→通

路 と を パターンの草刈りをして整備

した。約 時間全員で 段目、 段目の池と周辺

通路を下見巡見。市より作業上の注意あり。（ ）

コチドリの繁殖エリア整備→通路 の より

位の草を抜いて礫地状態にする。作業未了。

引き継ぎ事項：（ ）整備したホオジロ類の繁殖エ

リアの観察と草の状態を見ての草刈り。（ ）コ

チドリの繁殖エリア整備継続→ 月 日に実施

予定。

その他： 分科会のメンバーがほぼ同数参加して

の作業となりよかった。

作業範囲図は左

第 回作業記録

記録者：岩田

年 月 日（日）

時 分ー 時 分

天気　くもりのち晴、気温　 ℃、風　無　　

参加人数　 人

実働時間　 時間 分（コチドリ繁殖草むしり、

連続）

作業内容：全員でコチドリ繁殖区域（通路

上約 ）の草むしり（地上だけでなく、

根など地中部を含めて）。その後全員でそ

の 区 域 を 往 復 。足 で 踏 み 固 め る 。

分。パックテスト等を用い の水質検

査を行う。 分　水質検査結果（

は パ ッ ク テ ス ト 。 は 試 験 紙 を 使 用 。）

以上

以下

以下

未検出 以下 未検出 以下

引き継ぎ事項： の水位観測杭を改修する必要

あり。 段目の池にウシガエル発見。

その他：水深　 段目北池エコログ 段

目北池エコログ 以上



年度報告書

Ⅳ 資料



北方遊水池の会
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北方遊水池の会



年度報告書



北方遊水池の会



舞岡公園

他団体との交流

流域環境研究会

　流域環境研究会は 年に結成された「東京の水

辺を考える市民の会」が母体で、 年「みず・まち

ネット」と名を変えて―川や水辺・自然再生・まちづく

り・環境学習・公共と市民のパートナーシップ―の活動

をしてきた団体です。　さらに、 年 月「流域環境

研究会」と発展し、 ＋民間＋公共＋専門家の協働

により流域環境の再生や文化への貢献など、新たな潮流

を作り出すことを目指しています。

企画目的新組織初めての取組みで「北方遊水池の

現・自然環境を散策し、皆で語り合いながら、水

辺環境づくりに一役買いましょう」と言うのが目

的です。

日時　見学会は、 月 日（日）に行われた。

参加者流域環境研究会 名・東京海洋大学生

名・土木の文化を考える会 名・利根川江戸川

ネットワーク 名計 名、北方遊水池の会から

名であった。

取組みと交流会午後 時集合。北方遊水池の会の

説明の後、約一時間北方遊水池を見学、その後市

川「マルシェ」にて意見交流会が行われた。

まとめ交流会の中で、河川関係の重鎮、東大名誉

教授・高橋裕先生の話として「河川政策として総

合治水取組みの重要性についての話しの後、環境

先進国ドイツのバイエルン州では、現在雨水調節

池などの自然環境復元が盛んに行われており、北

方遊水池の自然環境復元創造の取組みは、日本の

中でも先進的な取組みですので頑張って欲しい。」

との激励をいただきました。

（森角武久）

舞岡公園

舞岡公園視察報告

年 月 日（日）　曇り時々小雨

１．作業体験（草取り、草刈り、後片付け）　約

分　現地指導者鈴木さんのご指導で、草刈り鎌の研ぎ方

から始まりセイタカアワダチソウを根から抜く。その他

は草刈り。その後、堆肥作り現場への運搬。長靴を借用

し、鎌は水洗い後に返却。作業中及びその後、鈴木さん

から花や樹木、稲や畑の作物、設置されているモニュメ

ントなどの話を伺う。

　堆肥作りの木枠は我が会に必要だと思う。作業服着

替え部屋（建屋）は大きく、貸しロッカーがあり、女性

用着替え小部屋も参考になった。

２．管理運営委員会事務局長小林哲子さん、指導員鈴

木さんからのヒアリング　約 分

・当園では市民と行政の関係は良く行っている。市民

の基本的姿勢をもって、構想の実現への方策をよく話し

合う必要がある。

・市民の中には自分がやりたいことがやれると勘違い

している人もいるが、公共施設なのでいろいろ問題もあ

る。設置の理念を明確にし、ルールや対策を決め、その

ための組織をつくる。

・米作りにこだわるのは、連作が可能で自然と調和し

た文化を育んできた価値に重点を置くため

・維持管理より運営業務を主に、横浜市より委託を受

けている。管理運営委員会は法人格を持たない市民の任

意団体。委員は地域関係者や教育及び関連機関の代表、

有識者。

・常勤１名（事務局長）、非常勤３名（パート、十数名

でローテーション）の合計４名の市民が事務局で、開園

時間は事務所に常駐。

・指導員は２４名で謝金を支給。２年間の登録ボラン

ティア活動、谷戸学校の全科目終了及び１８歳以上で

あって、管理運営委員会の承認を受けた者。事務局とと

もに実質的な運営の中心。

３．感想（舞岡公園の第一印象）　山あり、谷あり、池

あり、水田あり、畑あり。随所にある清潔なトイレ。通

路もよく整備されている里山公園。日曜日なので利用者

も多い。バードウォッチングの人達、家族連れ、手をつ

ないだアベック、稲刈りの人達等。

（室伏正一）

舞岡公園を見て

それは驚きの体験だった。車、自転車すら見ない５時

間が終って小雨降る山道を下った先にニュータウンの家

並みを見た時の感懐は、登山の帰途、山里に人家が見え

出した時の感じとも違う、もっと懐かしい母の膝元を離

れて都会の喧噪に引戻される引導を渡された時の感じと

でも表現しようか。



他団体との交流

それは の公園の一角、小谷戸の里と書かれた門

を入るとそれ迄通ってきた公園内とも違う感じになった

のは、小さい頃の里山の風景が拡がっているだけでなく、

ついぞ日頃の生活空間の中では見られないゴミ一つない

静寂な空間が拡がっているからだろう。

視察会の案内書の中に作業体験として草刈り等とあっ

たが、自己流ながら ～ 年前迄 年来やってきたこ

と、たいしたことはないだろうと多寡を括っていたが、

鎌の研ぎ方から始まって鎌の持ち歩き方、刈った草の堆

肥場迄の運搬、縄のタワシによる長靴洗い迄、指導を受

けたのには驚いた。

作業に出る時、一輪車に鎌と共に積んだのが魔法瓶と

木の椀、なんで使い捨ての紙コップではないのだろうと

訝っていたが、作業を終って帰途に就く人々が夫々ゴミ

を家に持ち帰るのを見て納得。持出さない、持込まない、

ゴミ箱は置かないのがルールだと。

見学の中では稲刈りもさることながら、案山子コン

クール、自家製炭作り、刈取った雑草からの堆肥作りが

新鮮だった。

下草刈り技術マニュアルの冊子を作り谷戸学校迄作っ

て次の人達への伝承を行っていること、草刈り作業は一

切機械を使わず全て手作業との説明を受け、正直そこ迄

こだわるかと思った。

午後からのヒアリングでは、ペットの持ち込みやホー

ムレスの侵入については根気強く説得を続ければ理解し

てもらえるし、設置目的が明確にされていて行政との連

携を大切にし、自分達が作ったルールであるという認識

とこの環境を守っていこうとする愛があれば、周辺の人

達も巻込み輪になって拡がり助けてくれるようになり、

それは出来ると云われたのが印象的だった。

（片橋正広）

事業別年間参加者

舞岡公園田園・小谷戸の里

事業別年間参加者数（ 年度）

分類 事業 参加者数

単独事業（全体）

田んぼ 部会

催し

塩水選・苗代

（右欄に続く）

分類 事業 参加者数

田起こし

代かき

苗取り・田植え

草刈り・草取り

ネット掛け・水抜き

稲刈り

脱穀

堆肥関連

籾摺り・精米

炊き出レ・餅つき

その他

こども谷戸学校

畑 部会

畑作業

その他

雑木林 部会

植林

間伐・除伐

下草刈り

炭焼き

その他

農芸 部会

催し

その他

古民家 部会

催し

その他

古民家ボランティア

生物環境 部会

定例観察会

季節・観察会

その他

販売広報 販売

広報

谷戸学校

幼児自然教室

維持作業

休日谷戸番

体験交流

活動案内

観察・ヒアリング

取材

自主活動

各会議

その他

合計



舞岡公園

舞岡公園田園・小谷戸の里管理運営委員会

委員　 名以内
（有識者、地域関係者、教育機関および関連機関）

役員　会長、副会長 名
監査 名、幹事 名、事務局長

役員　数名

事務局
事務局長、事務局員 名、相談役 名

専門部会等
事業連絡会
部会（ 部会）
人材登録センター
（指導員、一芸・一技登録者の登録）

作業班

管理委託 横浜市緑政局
中部公園
緑地事務所

舞岡公園詰所

各事業連絡会

各部会等
部会名：田んぼ、畑、雑木林、生物環境、農芸
古民家、広報、販売、谷戸学校、作業班

登録ボランティア 一般参加者

舞岡公園と組織の概要



市川市都市公園条例

市川市都市公園条例

昭和 年 月 日

条例第 号

市川市都市公園条例 昭和 年条例第 号 の全部を

改正する。

目的

第 条　この条例は、都市公園法 昭和 年法律第

号。以下「法」という。 及び法に基づく命令に定め

るもののほか、都市公園 以下「公園」という。 の管理

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

行為の制限

第 条　公園において、次に掲げる行為をしようとす

る者は、市長の許可を受けなければならない。

　行商、募金その他これらに類する行為をする

こと。

　業として写真、映画、ビデオの撮影等をする

こと。

　興行をすること。

　競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催

しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

　前項の許可を受けようとする者は、行為を行う場

所、行為の内容その他市長の定める事項を記載した申請

書を市長に提出しなければならない。

　第 項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を

変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を

市長に提出し、その許可を受けなければならない。

　市長は、第 項各号に掲げる行為が、公衆の公園

の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第 項

又は第 項の許可を与えることができる。

　市長は、第 項又は第 項の許可に公園の管理上

必要な範囲内で条件を付することができる。

行為の許可の特例

第 条　法第 条第 項又は第 項の許可を受けた者

は、当該許可に係る事項については、前条第 項又は第

項の許可を受けることを要しない。

行為の禁止

第 条　公園においては、次に掲げる行為をしてはな

らない。ただし、法第 条第 項、法第 条第 項若し

くは第 項又は第 条第 項若しくは第 項の許可に係

るものについては、この限りでない。

　公園を壊し、又は汚すこと。

　竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

　土地の形質を変更すること。

　鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

　商業広告その他これに類するものを掲出し、又

は配布すること。

　立入禁止区域に立ち入ること。

　指定された場所以外の場所へ自転車等を乗り入

れ、又は駐車すること。

　ゴルフの練習等、他の利用者の身体に危害を及

ぼすおそれのある行為をすること。

　公園をその用途以外に使用すること。

平 条例 ・一部改正

利用の禁止又は制限

第 条　市長は、公園の損壊その他の理由によりその

利用が危険であると認める場合その他やむを得ないと認

める場合においては、区域を定め当該公園の利用を禁止

し、又は制限することができる。

公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書

の記載事項

第 条　法第 条第 項の条例で定める事項は、次に

掲げるものとする。

　公園施設を設けようとするとき。

ア　設置の目的

イ　設置の期間

ウ　設置の場所

エ　公園施設の種類及び構造

オ　公園施設の管理方法

カ　工事実施の方法

キ　工事の着手及び完了の時期

ク　公園の復旧方法

ケ　その他規則で定める事項

　公園施設を管理しようとするとき。

ア　管理の目的

イ　管理の期間

ウ　公園施設の所在地及び名称

エ　管理の方法

オ　その他規則で定める事項

　許可を受けた事項を変更しようとするとき。

ア　変更事項

イ　変更理由

ウ　その他規則で定める事項

　法第 条第 項の条例で定める事項は、次に掲げ



るものとする。

　工作物その他の物件又は施設 以下「占用物件

等」という。 の管理の方法

　占用物件等の設置工事の実施方法

　占用物件等の工事の着手及び完了の時期

　公園の復旧方法

　その他規則で定める事項

軽易な変更

第 条　法第 条第 項ただし書の条例で定める軽易

な変更は、公園の保全又は公衆の公園の利用に影響のな

い軽微な改装等で、次に掲げるものとする。

　占用物件等の内部の塗装又は外部の色彩を変え

ない塗装

　占用物件等の構造を変えない修繕

　占用物件等の主要構造部に影響を与えない内部

の模様替え

図面等の提出義務

第 条　公園施設の設置若しくは公園の占用をしよう

とする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更し

ようとする者は、当該許可の申請書に配置図、構造図そ

の他市長が指定する図面等を添付しなければならない。

有料公園施設

第 条　市が管理する公園施設でその利用につき料金

を徴収するもの 以下「有料公園施設」という。 は、別

表のとおりとする。

　有料公園施設の使用日及び使用時間は、規則で定

める。

平 条例 ・一部改正

有料公園施設の利用許可等

第 条　有料公園施設 大洲防災公園自動車駐車場

以下「駐車場」という。 を除く。以下この項において

同じ。 を利用しようとする者は、市長の許可を受けな

ければならない。ただし、有料公園施設を利用するに当

たり、利用券等を購入する場合は、当該利用券等を購入

することにより市長の許可を受けたものとみなす。

　駐車場を利用する者は、市長の許可を受けること

を要しない。

平 条例 ・一部改正

使用料等の徴収

第 条　法第 条第 項、第 条第 項若しくは第

項又は前条第 項の許可を受けた者は、別に定める使

用料を納付しなければならない。

　駐車場を利用する者は、別に定める使用料を納付

しなければならない。ただし、次に掲げる自動車を駐車

する場合については、この限りでない。

　道路交通法 昭和 年法律第 号 第 条

第 項に規定する緊急自動車

　身体障害者、知的障害者又は精神障害者が乗車

している自動車

　その他使用料を徴収する必要がないものとして

市長が特に認める自動車

　前項の使用料は、自動車が駐車場から出場する際

に、駐車場を利用した者から徴収する。

　法第 条第 項又は第 項の許可を受けた者は、

当該占用物件等の区分に応じて、市川市道路占用料条例

昭和 年条例第 号 第 条に規定する額の占用料

を納付しなければならない。

　前項の占用料の徴収方法、延滞金等の徴収等につ

いては、市川市道路占用料条例の例による。

平 条例 ・平 条例 ・一部改正

使用権等の譲渡、転貸の禁止

第 条　公園又は公園施設の使用若しくは占用の許

可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸して

はならない。

監督処分等

第 条　市長は、次の各号のいずれかに該当する者

に対し、この条例に基づき行った許可を取り消し、その

効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の

中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることが

できる。

　この条例又はこの条例に基づく規則に違反し

た者

　使用の許可の条件に違反した者

　虚偽又は不正な手段により、この条例の規定に

よる許可を受けた者

　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に

規定する処分をし、又は前項に規定する必要な措置を命

ずることができる。

　公園に関する工事のため、やむを得ない必要が

生じたとき。

　公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障

が生じたとき。

　公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上

やむを得ない必要が生じたとき。

　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める



市川市都市公園条例

ときは、駐車場における自動車の駐車を拒否することが

できる。 　駐車しようとする自動車に発火性又は引

火性を有する物品その他危険な物品が積載されている

とき。

　駐車しようとする自動車が駐車場の施設、設備

等を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

　その他駐車場の管理上支障があるとき。

平 条例 ・一部改正

届出

第 条　次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届

け出なければならない。

　法第 条第 項又は法第 条第 項若しくは第

項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占

用に関する工事を完了したとき。

　前号に掲げる者が、公園施設の設置又は管理若

しくは公園の占用を廃止したとき。

　第 号に掲げる者が、法第 条第 項の規定に

より、公園を原状に回復したとき。

　法第 条第 項又は第 項の規定により同条

第 項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜら

れた工事を完了したとき。

　都市公園を構成する土地について、所有権を移

転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

　前条第 項又は第 項の規定により、同条第

項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた

工事を完了したとき。

平 条例 ・一部改正

公園予定地等への準用

第 条　第 条から前条までの規定は、法第 条第

項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準

用する。

公園区域の変更及び廃止

第 条　市長は、公園の区域を変更し、又は公園を

廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置又は廃

止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにし、そ

の旨を公告しなければならない。

過料

第 条の 　市長は、詐欺その他不正の行為により

占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額

の 倍に相当する金額 当該 倍に相当する金額が 万

円を超えないときは、 万円とする。 以下の過料を科

することができる。

平 条例 ・追加

第 条　次の各号のいずれかに該当する者に対して

は、 万円以下の過料を科する。

　第 条第 項又は第 項 第 条においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。 の規定に違反して第

条第 項各号に掲げる行為をした者

　第 条 第 条において準用する場合を含む。

の規定に違反して第 条各号に掲げる行為をした者

　第 条第 項又は第 項 第 条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。 の規定による市長

の命令に違反した者

平 条例 ・平 条例 ・一部改正

両罰規定

第 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても前条の過料を科する。

この条例の施行に関し必要な事項

第 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

附　則

施行期日

　この条例は、昭和 年 月 日から施行する。た

だし、別表第 中大町公園に係る改正規定は、法第 条

の の規定により、同公園の設置にかかる公告をした日

から施行する。

経過措置

　この条例施行の際、現にこの条例による改正前の

市川市都市公園条例の規定に基づいてなされた手続、処

分その他の行為については、この条例による改正後の市

川市都市公園条例の規定に基づいてなされたものとみ

なす。

附　則 平成 年 月 日条例第 号

施行期日

　この条例は、平成 年 月 日から施行する。

経過措置

　この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期

間 当該占用の期間が平成 年度以降にわたる場合にお

いては、当該占用の期間のうち、平成 年 月 日ま

での期間に限る。 に係る占用料の額については、なお

従前の例による。

附　則 平成 年 月 日条例第 号

施行期日



　この条例は、平成 年 月 日から施行する。

占用料に関する経過措置

　改正後の第 条の規定は、平成 年 月 日

以下「施行日」という。 以後の占用に係る占用料につ

いて適用し、施行日前の占用に係る占用料については、

なお従前の例による。

　施行日の前日に都市公園法 昭和 年法律第

号 第 条第 項又は第 項の規定による許可を受けて

いた者に係る平成 年度以後の各年度分の占用料の額

の合計額については、市川市道路占用料条例の一部を改

正する条例 平成 年条例第 号 附則第 項の規定

を準用する。

過料に関する経過措置

　この条例の施行前にした行為に対する過料の規定

の適用については、なお従前の例による。

附　則 平成 年 月 日条例第 号

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

別表

平 条例 ・平 条例 ・一部改正

都市公園の名称 有料公園施設の名称

国府台公園 野球場

陸上競技場

テニスコート

行徳中央公園 テニスコート

塩焼中央公園 テニスコート

大町公園 動物園

大洲防災公園 自動車駐車場
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